平成30年10月12日

平成２９年度「ものづくり・商業・サービス業経営力向上支援補助金」に係る交付決定日等の情報開示について
平成３０年１０月５日１７時現在における交付決定日等について、以下のとおりご報告いたします。
【福島県地域事務局】
福島県中小企業団体中央会 業務推進課
ＴＥＬ：０２４－５３６－１２６５

平成２９年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名

1 有限会社ミクロ精工

２４時間自動運転による生産性向上と高精密加工分
野への進出

2 株式会社寿製作所
3

株式会社須賀川シュー
パーツ

交付決定日

10,300,000

平成30年7月20日

生産工程におけるエアー不足の解消による生産性
向上と生産プロセスの改善

1,152,000

平成30年7月25日

国産革靴部品の自動加工実現による生産性向上に
取り組む事業

4,986,000

平成30年7月27日

10,000,000

平成30年7月27日

1,940,000

平成30年7月31日

8,333,000

平成30年7月31日

4 エイト工機有限会社

世界のモノづくりに貢献する金属加工技術の確立

5 有限会社釘屋商店

高付加価値乾麺類の生産性プロセスの改善と新商
品開発

6

交付決定額

株式会社土っ子田島ｆａｒ
小ロット・少量製品拡充に向けた設備導入
ｍ

7 株式会社ニッセイ

検査工程への新技術導入によるＥＶ用ヒートシンク
部品の量産への対応

9,475,000

平成30年7月31日

8 有限会社佐藤製作所

ボトルネック解消による生産性向上の確立と品質の
安定保証の取組み

4,993,000

平成30年7月31日

9 ふじ印刷株式会社

６次化商品のブランディング戦略による経営革新

4,266,000

平成30年8月1日

10 株式会社佐川林業

径の大きな間伐材を利用した杭木等土木資材の製
造事業

10,000,000

平成30年8月1日

11 有限会社加藤板金工業

金属加工建材の精度向上による生産性の改善とコ
ストダウンの両立

5,253,000

平成30年8月2日

12 株式会社アイビー

新型プレスブレーキの導入で生産性の向上を図り顧
客の増産要請に対応する事業計画

10,000,000

平成30年8月2日

13 パーフェクトン株式会社

試作事業及び小ロット市場参入を目的とした、３Ｄモ
デリングマシンの導入

2,995,000

平成30年8月2日

有限会社高田木型製作 ３次元測定機の導入による木型の精度向上・低コス
所
ト・短納期の実現と新規販路開拓

10,000,000

平成30年8月2日

競争力の源泉である試作・小ロット受注の専用製造
ライン新設による一層の高付加価値化の実現

5,000,000

平成30年8月3日

14

15 有限会社藤野機工
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交付決定日

16 有限会社岡部縫製

お客様の体形に合った紳士用ニットオーダーシャツ
の生産性の向上

9,500,000

平成30年8月3日

17 株式会社光大産業

桧バイオマスプラスチックの開発生産と桧精油の抽
出を通して、生活環境改善に貢献する事業

8,600,000

平成30年8月6日

株式会社エムエムパッ
18
ケージ

県内初高速・最大カッティングマシンによる段ボール
の技術革新と発泡緩衝材・プラスチック分野への進
出

8,000,000

平成30年8月6日

19 三正工業株式会社

新規鋳物素材の一貫切削と工程集約による生産性
の向上

8,433,000

平成30年8月6日

20 有限会社吉田畳店

設備導入で生産性向上！畳の伝統技術継承と短納
期・低コストを実現

3,888,000

平成30年8月8日

21 山本商事株式会社

農業用ドローンを活用した農作業支援及びドローン
教習プロジェクト

1,574,000

平成30年8月8日

22 南産業株式会社

高品質で差別化する生産体制確立のためのＩＴ活用

8,280,000

平成30年8月8日

23 有限会社白井木工所

高精度木質パネル切断機導入による品質向上及び
生産性向上

3,866,000

平成30年8月8日

24 正栄工業株式会社

高精度測定機の導入による高精度金型加工品の拡
売

10,000,000

平成30年8月8日

25 株式会社三橋商会

油圧発電式マグネット導入による鉄スクラップ回収省
力化事業

4,986,000

平成30年8月8日

合資会社喜多の華酒造 創業から１００年続いた造り酒屋を次世代に継承す
場
る。

10,000,000

平成30年8月8日

短納期要請に応えるためボトルネック工程の改善と
独自ノウハウの形式知化を実現させる設備投資

10,000,000

平成30年8月9日

共栄自動車整備協業組 車検ネットワークシステム導入による生産効率と付
合
加価値向上計画

10,000,000

平成30年8月9日

29 テックセイコー

測定検査工程の高度化により複雑形状化する半導
体製造装置部品の新規受注の獲得

4,812,000

平成30年8月9日

30 株式会社太郎庵

商品力により磨きをかけたチョコレート製品開発によ
るブランド力強化事業

3,633,000

平成30年8月9日

31 有限会社アクト精密

測定検査工程の高度化による、製品の高品質化、
短納期化の実現

3,280,000

平成30年8月10日

32 有限会社矢内製作所

複合加工機導入による内製化と受注機会拡大計画

10,000,000

平成30年8月10日

33 株式会社和知鐵工所

最新溶接ロボットの導入による加工品質と生産性の
向上

10,000,000

平成30年8月10日

34 株式会社ファスナー産業

水溶性溶剤を塗布した高精度ネジ開発に伴う製造
加工及び検査体制の構築

5,836,000

平成30年8月10日

35 株式会社関根製作所

金型冷却設備導入による不良率低下と生産性向上
への取り組み

5,728,000

平成30年8月10日

36 ティエフオー株式会社

目視検査に替わる熱間鍛造品の全自動外観検査ラ
インの導入

10,000,000

平成30年8月10日

26

27 株式会社エバタ製作所
28
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申請者名称

事業計画名

37 株式会社ケイエスエム

表面処理改質装置導入による、工程改善と品質安
定化による付加価値創出と販路拡大事業

38 有限会社塚原製作所

交付決定額

交付決定日

6,000,000

平成30年8月10日

難加工素材部品製造のための新たな加工技術導入
による技術の高度化

10,000,000

平成30年8月10日

39

有限会社日乃出屋物産
地場農産物を使った新商品量産のための設備導入
店

3,332,000

平成30年8月16日

40

南会津マウンテンブルー 地元産果実果汁を使った発泡酒販売拡大のための
イング
瓶詰機設備導入事業

1,790,000

平成30年8月16日

41 大野農園株式会社

フルーツの風味を閉じ込めた「おいしいお菓子」の製
造ラインの整備

2,698,000

平成30年8月16日

42 株式会社伊藤産業

２面継グルアー設備導入による生産性・技術力向上
と製品の差別化

10,000,000

平成30年8月16日

43 アド・エージェント

「オーダーグッズビジネス」 内製化システムの導入に
よる販路拡大

4,902,000

平成30年8月16日

44 株式会社米夢の郷

キューブ米の製造工程における生産プロセスの改善

3,077,000

平成30年8月16日

45 有限会社オチアイ

地元の郡山さくら鯉を使用した安全・安心で新鮮な
骨抜き切り身とその加工品の販売事業

2,733,000

平成30年8月16日

46 豊國酒造合資会社

高付加価値日本酒の更なる品質向上、増産に向け
た氷温保管庫の整備

4,933,000

平成30年8月16日

株式会社エヌ・シー・ロー 手磨きゼロ化技術の導入により納期短縮と手磨き熟
ド
練者の高齢化対策

8,400,000

平成30年8月16日

48 日本伸管株式会社

加工能力向上による、高機能アルミ部品の一貫した
生産体制構築

4,995,000

平成30年8月16日

49 東邦ラス工業株式会社

エキスパンドメタルの生産ライン化実現による生産性
向上

10,000,000

平成30年8月16日

50 株式会社ヒロタテクノ

光学機器向け精密部品加工における生産性向上

10,000,000

平成30年8月16日

51 株式会社リード

光学機器向け精密部品加工における検査プロセス
の革新

10,000,000

平成30年8月20日

52 有限会社佐藤製麵

多品種対応型高速包装機導入による生産能力増強
事業

8,302,000

平成30年8月20日

53 有限会社井筒屋

お客様の好みに合わせた温泉成分の提供サービス
の開始による経営革新計画

10,000,000

平成30年8月20日

54 有限会社マルヨ建匠

全社員の企画力結集で建築端材を活用する木製品
開発と地域発販路開拓事業

3,913,000

平成30年8月20日

55 高野歯科医院

被ばく線量の少ないＣＴ撮影の提供、および歯周病
の画期的治療法の確立による地域社会への貢献

9,500,000

平成30年8月20日

56 イービーエム株式会社

手術訓練用ハイブリッド型動脈剥離モデルの開発

5,000,000

平成30年8月20日

57 株式会社シザーハンズ

訪問理美容における潜在的有資格者を活用した新
たなビジネスモデルの展開

2,673,000

平成30年8月21日

47
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58 宮沢歯科クリニック

交感神経の緊張による全身的不定愁訴に対する歯
科的アプローチの確立

6,553,000

平成30年8月21日

59 宍戸歯科医院

従来のインプラント治療の構造的欠陥に対する咬合
学的アプローチ

6,496,000

平成30年8月21日

60 株式会社アステス

〈調合システム〉導入によるパーソナル製品類ＯＥＭ
の生産性向上

10,000,000

平成30年8月21日

61 株式会社カノウ機械設計

機械設計に提案の価値を融合したコンサル機械設
計による商圏拡大

1,255,000

平成30年8月21日

62 ユニオンテック株式会社

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム及び測定器の導入による製造
技術と社内検査精度の向上

10,000,000

平成30年8月21日

9,000,000

平成30年8月21日

63

福島県環境検査センター 環境検査管理システムの高度化による効率化及び
株式会社
信頼性確保の実現

64 株式会社会津技研

Ｐｄイオンめっき法を用いたＭＩＤめっき技術の開発と
事業展開

9,583,000

平成30年8月21日

65 株式会社富久栄商会

包装システムの導入による商品ブランド化および地
元喫茶店活性化事業

10,000,000

平成30年8月21日

66 根田醤油合名会社

地元素材を活用した６次化商品「野菜のこうじ甘酒」
の開発

5,000,000

平成30年8月24日

有限会社矢祭自動車整 顧客からの超短納期要求に応える即日修理サービ
備工場
スの立ち上げ

10,000,000

平成30年8月24日

68 株式会社第一印刷

オンデマンド印刷機を活用した新たな印刷サービス
の提供と販路拡大

1,960,000

平成30年8月24日

69 丸和精光株式会社

金型分野参入事業

9,529,000

平成30年8月28日

70 合資会社大和川酒造店

分析用精密機器導入に拠る品質向上及び製造コス
ト削減事業

2,503,000

平成30年8月28日

5,000,000

平成30年8月28日

2,506,000

平成30年8月28日

有限会社木村紙器製作 ラベルロール品のスリッター機生産における品質と
所
生産性の向上

10,300,000

平成30年8月28日

74 株式会社中野製作所

ツールプリセッターと専用ソフト導入による段取り工
数の削減

10,000,000

平成30年8月28日

75 株式会社中商

遠隔無人操作磁力選別クレーン導入による再生金
属選別技術革新事業

10,000,000

平成30年8月28日

76 笹の川酒造株式会社

特定名称酒での搾り後の貯蔵管理方法の向上によ
るニーズへの対応

7,293,000

平成30年8月28日

77 松崎酒造店

自動分析機の導入による酒質向上と増産への取組
み

3,813,000

平成30年8月28日

67

71

有限会社エーエフピーオ
加工設備の導入による福島プレミアム商品の開発
フィス

72 有限会社佐島屋印刷所

73

ＵＶプリンターによる「時を刻む」グッズ開発と販売構
造改革
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交付決定日

78 株式会社エルマーノ

ホールガーメント横編機導入によるニット生産のオー
トメーション化

10,000,000

平成30年8月28日

79 株式会社福島明工社

配線器具等の端子部品加工における自動プレスライ
ン構築による短納期化計画

10,000,000

平成30年8月28日

80 株式会社光陽社

撹拌機並びにそれに連動するプレス機を利用した製
造方法自動化事業

10,000,000

平成30年8月29日

81 カーナデンタルクリニック

先端歯科スキャナーを用いた訪問医療を通じた潜在
的訪問困難者へのアプローチ

4,200,000

平成30年8月29日

82 野地株式会社

ＩｏＴシステム導入で新規生産管理体制構築による生
産性・品質向上

7,743,000

平成30年8月31日

83 やまさ味噌こうじ店

こだわりの「生糀」の品質の安定と生産性向上による
新商品開発

1,319,000

平成30年8月31日

84 株式会社小野モータース ＩｏＴを活用した新たな自動車販売店モデルの確立

10,000,000

平成30年8月31日

85 湯田木材株式会社

高性能林業機械導入による作業システムの革新

10,000,000

平成30年8月31日

86 かたの歯科医院

白河市における大都市と変わらない歯科先端治療
の提供

9,320,000

平成30年8月31日

87 会津紙工株式会社

生産ラインの自動化と企画・提案力を生かした代理
店との営業体制確立による企業革新

10,000,000

平成30年8月31日

88 有限会社金敷製作所

高品質製品の出荷体制確立に向けた複合旋盤機導
入

10,000,000

平成30年9月4日

89 ひきち印刷

町の印刷会社の高生産性・小ロット新商品開発を実
現する設備導入

4,076,000

平成30年9月5日

90 人気酒造株式会社

福島県発スパークリング日本酒の量産体制の構築
による拡大する海外需要の獲得

5,000,000

平成30年9月5日

91 有賀醸造合資会社

安定的かつ効率的な土蔵内通年醸造の確立と増産
へ向けた基盤整備

5,000,000

平成30年9月5日

92 株式会社ライジング

ユーザーには見えない車体下部フレーム、足回りか
らの防錆メンテナンスサービスの提供。

5,000,000

平成30年9月6日

93 株式会社小野工業所

橋梁補修の品質向上、工期短縮を実現する３Ｄレー
ザースキャナーの導入

9,763,000

平成30年9月6日

94 おぐらじ歯科医院

顎関節症にサブミリ単位で調整する３Ｄプリンタでの
マウスピース治療

5,000,000

平成30年9月7日

95 志賀塗装株式会社

先進の住宅高度診断の実現・生産性向上を可能に
する試作開発

5,000,000

平成30年9月7日

96 株式会社松竹工芸社

ＮＣルーターを用いた曲線ブロックの製作による桐壁
紙生産力の向上計画

6,666,000

平成30年9月7日

97 小瀧技工所

白い・きれい・自然な色の義歯を提供する歯科技工
の高付加価値事業

5,000,000

平成30年9月10日
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98 株式会社ａｇｒｉｔｙ

最先端のコールドプレスジュースを提供する農家の
ベジタブルバー事業

3,358,000

平成30年9月14日

99 有限会社ベルクール

販路拡大、新規事業分野（６次化加工事業）の拡大
に伴う設備導入事業

2,300,000

平成30年9月14日

100 株式会社福永

情報システムによるコスト低減及び高付加価値製品
の生産性向上

10,000,000

平成30年9月18日

101 ハナブサ精密

三次元測定機導入による、幾何公差（真円度）追及
による生産性の向上

5,000,000

平成30年9月18日

102 株式会社アイデン

超微細加工製品の高品質化及び生産性向上のため
のプロセス開発

5,930,000

平成30年9月18日

103 株式会社一十八日

木材乾燥機排気から精油・芳香水を分離させる蒸留
器の開発と高純度の精油抽出技術の確立

5,300,000

平成30年9月26日

104 株式会社農

日射熱による気圧変化を利用した大型プランターの
開発

10,000,000

平成30年9月26日

10,000,000

平成30年9月26日

9,952,000

平成30年9月27日

105

株式会社エヌ・ティー・エ ＩｏＴを活用した工程一元管理システムの構築によ
ス
る、抜本的業務プロセス改善

106 株式会社流紋焼

低圧配電線用碍子のプレス成型および製造プロセス
の革新によるマーケットリーダー化
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