
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3007110002 福島県 有限会社いわき自動車鈑金塗装 7380002020836
高度化する自動車塗装技術への対応による生産性向上の
実現

福島県商工会連合会

2 3007110501 福島県 藤寿産業株式会社 8380001005903 低質スギ材を用いた高付加価値構造部材の開発 田部良夫

3 3007120005 福島県 有限会社さとう総合印刷 4380002017810 ３Ｄプリンタを活用した立体造形物製作請負サービスの展開 白河商工会議所

4 3007120006 福島県 齋藤りんご園
透過型光センサ搭載連続選果機導入によるりんごのブラン
ド化と販路拡大

福島県商工会連合会

5 3007120008 福島県 株式会社ＣＩＡ 8380001025364
先端無線綴じ製本関連設備導入による、属人化の解消と生
産性向上

福島信用金庫

6 3007120009 福島県 株式会社方南製作所 7011301006455 自動倉庫向け長尺板金部品の高精度加工の実現 須賀川商工会議所

7 3007120011 福島県 有限会社瀧口精工 8380002020521
パレットチェンジャーを活用した試作から量産までの一括受
注体制の確立

福島県商工会連合会

8 3007120012 福島県 有限会社ソーイング・リヴ 5380002028550
自動裁断機導入による柄物・難素材衣料品加工の生産性向
上事業

株式会社福島銀行

9 3007120013 福島県 株式会社ＥＶＩジャパン 6380001024129
再製造（複数回再利用）医療機器のトレーサビリティシステ
ムの確立

公益財団法人福島県産業振興センター

10 3007120014 福島県 株式会社ＤｒｏｎｅＷｏｒｋＳｙｓｔｅｍ 8380001029159 橋梁検査用純国産ドローンの試作開発 有限会社インキューブ

11 3007120016 福島県 レミーラ
展示商談・販売会、イベントでのオーダー製品の即席製造販
売

福島県商工会連合会

12 3007120017 福島県 有限会社アラカワ紙工 1380002017417
高生産性の製函機導入による付加価値提案型の紙器製造
販売の推進

白河商工会議所

13 3007120020 福島県 郡山チップ工業株式会社 8380001005218 リサイクル木材を活用したパレット製造の生産性向上 株式会社グッドビジネスパートナーズ

14 3007120022 福島県 デンティストワタナベ
地域の高度歯科治療を発信するプラットフォーム事業の推
進

アイアンドアイ株式会社

15 3007120023 福島県 株式会社ツボイ 1380001005827
木材加工革新的新技術機械導入による生産性向上及び加
工技術向上計画

株式会社東邦銀行

16 3007120029 福島県 株式会社日畜フード 7380001011191
生パン粉を使用したトンカツ製造及びＩＴを活用した生産性向
上による販路拡大

須賀川信用金庫

17 3007120031 福島県 鏑木ツール株式会社 6380001029169
１０００分の５㎜精度の高難易度製品の脱職人化による生産
性向上と短納期の実現

ベストファーム税理士法人

18 3007120035 福島県 株式会社星総合印刷 8380001011389
最新鋭印刷機導入による一貫生産効率化と高品質・低コス
トの実現

福島県商工会連合会

19 3007120036 福島県 三森歯科医院
一世紀にわたる口腔外科ノウハウの革新とインプラント治療
後メンテナンス技術の確立

株式会社常陽銀行

20 3007120037 福島県 有限会社昇栄 6380002030687 業務一貫受託による成果追求型アウトソーシング 福島県商工会連合会

21 3007120039 福島県 磐梯酒造株式会社 3380001017754 高品質吟醸酒製造のためのびん燗急速冷却装置の導入 福島県商工会連合会

22 3007120040 福島県 橘内畳店
生活スタイルの変化に合わせた薄畳の生産性向上のため
の設備導入

福島県商工会連合会

23 3007120043 福島県 太田歯科技工所
歯科技工における高齢化社会への対応とデジタル化への移
行

福島県商工会連合会

24 3007120046 福島県 有限会社イタバシ 6380002021686 生産プロセスと労働環境改善を実現する設備投資計画 福島県商工会連合会

25 3007120047 福島県 フォーク株式会社 4030001032655
機能とデザインを両立した女性用ユニフォームの高効率な
生産体制構築

クレアスト株式会社

26 3007120048 福島県 有限会社Ｍｏｎｓｉｅｕｒ－夢酒 5380002035761
自社メニューの開発と他社メニュー開発プロデュースによる
革新的サービス事業

福島県商工会連合会

27 3007120049 福島県 郡山冷蔵製氷株式会社 2380001005248 板氷製造における氷のスライスと包装工程の自動化 株式会社東邦銀行

28 3007120050 福島県 有限会社日向製作所 1380002020668
品質保証体制の確立による生産性の向上とベトナムへの営
業展開

福島県商工信用組合

29 3007120051 福島県 木田歯科医院
自由診療を支える、患者の納得性を高めるための歯科治療
のビジュアル化

有限会社インキューブ

30 3007120052 福島県 有限会社横田菓子店 1380002030551
焼き菓子個包装自動化で作業効率改善と陳列個数増で顧
客満足度向上

一般社団法人福島県中小企業診断協会

31 3007120053 福島県 株式会社ヘレナ・インターナショナル 5380001014980 ゴルフ・乗馬・イチゴ観光農園を核とした複合型リゾート事業 株式会社商工組合中央金庫

32 3007120054 福島県 株式会社須賀川東部運送 2380001011270
ＩｏＴ技術を活用したスマホの活用で顧客サービスと労働環境
の改善

株式会社大東銀行

33 3007120056 福島県 有限会社長久保食品 1380002025147 果実ピクルスの販路拡大に向けた製造体制整備 福島県商工会連合会

34 3007120057 福島県 株式会社アサカ精機 3380001008638
最新３次元ＣＡＤ導入と設計源流構想参画による開発生産
性の抜本革新

株式会社ＰＱＭ総合研究所

35 3007120060 福島県 有限会社コレクト 2380002001345
地域歯科医療を支える中小技工所のネットワーク化と歯冠
物製造の改善

株式会社東邦銀行

36 3007120061 福島県 有限会社越後屋 8380002000564
ＤＣインバーター冷凍機導入による、日本酒温度管理の見え
る化

福島信用金庫

37 3007120064 福島県 有限会社添田木工所 6380002020507
木材加工技術と生産性向上による高品質木製家具の受注
拡大と新規事業への展開

福島県商工会連合会

38 3007120065 福島県 荒川畳店 薄畳製造技術の導入と生産性向上による販路拡大計画 福島県商工会連合会

39 3007120066 福島県 ニューフロンティア株式会社 1380001025503
ナノバブル技術を用いた高効率養鰻プロセス及び完全無投
薬の実現によるブランド力強化

株式会社東邦銀行

40 3007120068 福島県 有限会社第一薬局 9380002000027
自動分包機導入による業務改善を行い地域の健康づくり支
援薬局の実現

株式会社東邦銀行

41 3007120072 福島県 合資会社白井酒造店 3380003001772
“きれいな酒づくり”を目指す為の高品質化と生産性向上へ
の取組み

福島県商工会連合会

42 3007120074 福島県 土屋工業株式会社 3380001003275
新型溶接ロボット導入による多様なニーズ受け入れ体制強
化計画

福島県商工会連合会

43 3007120076 福島県 合同会社ねっか 5380003003676 発泡性低アルコール米焼酎商品化のための設備導入事業 福島県商工会連合会

44 3007120077 福島県 株式会社桜八 8380001012115
顧客ニーズ対応のための生産性向上設備の導入および業
種拡大事業

郡山商工会議所

45 3007120078 福島県 コンクリートコーリング株式会社 1011601002283
工業用ダイヤモンド工具の生産能力高度化による生産性向
上と技術伝承の実現

山地真吾

46 3007120080 福島県 株式会社ミルテック 9380001008070
最新鋭研磨盤導入による生産性の改善そして低コスト化実
現。

椎根保司

47 3007120081 福島県 株式会社榑林製作所 2013401002306
画像寸法測定器による内視鏡など高精度部品の品質およ
び生産性向上

米倉博彦

48 3007120083 福島県 渡辺電機製造株式会社 8011001117816
計測制御機器製造における極小部品に対応した生産プロセ
スの改善

税理士法人エーピーエス

49 3007120084 福島県 長瀬印刷株式会社 9380001013500
箔押し中綴じ冊子の生産体制構築により全国からの受注を
獲得する

いわき信用組合

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

福島県採択案件一覧（88者）



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

50 3007120085 福島県 ＶａｎｉｌｌａＣｌｏｕｄ 小さなデジタルものづくりスペースの創出 相双五城信用組合

51 3007120088 福島県 株式会社コンノ製作所 8380001003485
高性能ショットブラスト機導入による安全性・生産性・効率性
向上事業

福島県商工信用組合

52 3007120090 福島県 有限会社大谷花卉 9380002005612 花束自動結束装置導入による生産プロセスの改善 税理士法人ケーエフエス

53 3007120093 福島県 こばりファーム
高品質米の出荷体制確立に向けたフルカラー色彩選別機
導入

福島県商工会連合会

54 3007120094 福島県 株式会社カトウファーム 7380001024953
安全安心とおいしさを、手から手へ伝える冷凍おむすびの開
発

株式会社常陽銀行

55 3007120095 福島県 株式会社マニフィークデシャンピニョン 1380001027111 米麹を使用した米粉パンの開発と新たな顧客創出 会津信用金庫

56 3007120097 福島県 株式会社クリタ 2380001017961
全自動洗濯脱水機導入により既存配送網を活用した新サー
ビスの提供

株式会社東邦銀行

57 3007120098 福島県 会津エンジニアリング有限会社 8380002034001
働き方改革に対応した遠隔管理システムの確立と生産性向
上事業

会津商工信用組合

58 3007120099 福島県 株式会社ワールド 5380001003819
バイオ酵素を用いた県産ブランド鶏の肉質コントロール技術
の確立と真空包装機を用いたサラダチキンの商品化

株式会社福島銀行

59 3007120100 福島県 会津若松食肉事業協同組合 4380005008014
ＨＡＣＣＰ対応設備導入による会津馬肉文化の伝承と生食提
供の実現

鈴木憲司

60 3007120101 福島県 有限会社幸栄 2380002017754 パルパー導入によるＦＳＣ認定商材専用の生産体制の確立 白河商工会議所

61 3007120103 福島県 株式会社サンシートレーディング 5380001014188
設備導入によるヘルメット下地処理工程の内製化と独自塗
料の応用

株式会社東邦銀行

62 3007120508 福島県 株式会社ミウラ 6380001008437 実態強度シミュレーション評価技術の開発 株式会社東邦銀行

63 3007120509 福島県 林精器製造株式会社 6380001011341
パレットチェンジャー導入による医療器具加工工程の無人稼
働

協同組合さいたま総合研究所

64 3007120511 福島県 豊國酒造合資会社 3380003000799 需要ニーズに対応した製造設備の導入による生産性の向上 福島県商工会連合会

65 3007120514 福島県 株式会社エヌ・ティー・エス 7380001011679 高効率段取りシステムの開発による、生産性向上の取組み 株式会社東邦銀行

66 3007120517 福島県 株式会社サンポリ 1250001001987
再生プラスチックを原料とする成形製品を再現性良く高効率
で生産するための自動化ラインの導入

株式会社山口銀行

67 3007120521 福島県 株式会社Ｙ・フジ 8380001010465
プラスチック射出成形加工の高品質・短納期・生産性向上の
実現

福島県商工会連合会

68 3007120522 福島県 正栄工業株式会社 3020001071011
高精度ワイヤーカット加工機の導入によるメキシコ工場への
高精密金型の製作と供給

公益財団法人川崎市産業振興財団

69 3007120523 福島県 根津鋼材株式会社 5011501008229
セパレーター自動位置決装置と製造システム連携による生
産・品質向上計画

須賀川商工会議所

70 3007120525 福島県 有限会社ホシ造形 5380002035621
生産性向上による消費者ニーズにあわせた木製立体造形
物の制作

福島県商工会連合会

71 3007120528 福島県 有限会社ミツワエンジニアリング 3380002021177
３Ｄスキャナー・３ＤプリンタによるＦＲＰ製品生産プロセス改
善

福島県商工会連合会

72 3007120529 福島県 有限会社白虎食品 8380002033333
低温乾燥の導入による食品乾燥加工工程の合理化と商品
力強化事業

福島県商工会連合会

73 3007120531 福島県 株式会社サンコウ 7020001002061
次世代航空機エンジンの整流効果を向上させるシュラウド部
品の製造技術確立

株式会社コムラッドファームジャパン

74 3007120532 福島県 有限会社マルヨ建匠 7380002035652
児童の発育を促進する木製遊具、エクステリア・インテリアの
開発・販路開拓

福島県商工会連合会

75 3007120534 福島県 福島県環境検査センター株式会社 4380001006450
最新のＢＯＤ測定装置導入と管理システムの連携による業
務効率化及び売上拡大の実現

株式会社商工組合中央金庫

76 3007120535 福島県 有限会社よしだや 1380002021088 和菓子の生産性向上と効率化による新たな需要開拓 福島県商工会連合会

77 3007120536 福島県 株式会社ウチヌキ 8021001027246
建材向けパンチングメタル製品等の生産性向上による受注
拡大

株式会社エフアンドエム

78 3007120538 福島県 トーコーケミカル株式会社 5030001052090
プラスチック押出成形品の高精度化を目的とした超音波洗
浄機導入計画。

株式会社武蔵野銀行

79 3007120541 福島県 有限会社上遠野精機製作所 5010902004233
精密ＣＮＣ旋盤を活用した需要が増加している大型の試作
品加工体制の構築

米倉博彦

80 3007120545 福島県 株式会社アラオカ 1010901000781
加工工具のデジタル管理を活用した特殊精密歯車加工の精
度向上

角田光則

81 3007120547 福島県 有限会社サキダス 4380002015021
食品残渣を利用したバイオマスステーション製作用ロボット
溶接機導入による生産効率向上計画

株式会社東邦銀行

82 3007120551 福島県 株式会社有明 5380001004503
熱溶着データを活用したポリエチレン製袋の品質と生産性
向上計画

株式会社東邦銀行

83 3007120552 福島県 近藤パン店
非効率な作業を解消し生産性向上と品質の安定へ向けた計
量型自動分割機導入計画

福島県商工会連合会

84 3007120555 福島県 株式会社エクストエンジニア 7380001007900 高度切削加工技術力を活かした試作対応力向上事業 株式会社商工組合中央金庫

85 3007120565 福島県 合同会社ドゥミール 9380003002360 地元の甘酒を使用した低糖質ジェラートの開発事業 会津商工信用組合

86 3007120568 福島県 株式会社石川製作所 1013201000527
プラスティック成型技術高度化による自動車向け照明部品
加工技術の精度向上

清水一夫

87 3007120573 福島県 滝口木材株式会社 6380001013313
高品質化・生産性向上のための木材用バイオ乾燥機導入に
よる競争力強化

株式会社七十七銀行

88 3007120575 福島県 有限会社薄商店 2380002031276 労力、機械力を集中した農地管理代行サービスの開始 福島県商工会連合会


