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福島県ものづくり補助事業
成果事例集平成25~30 年度実施事業者

はじめに

　福島県中小企業団体中央会では、「平成24年度補正ものづくり中小企業・小
規模事業者試作開発等支援補助金」から地域事務局としての業務を行い、福島
県内の中小企業・小規模事業者を支援してまいりました。
　平成24年度から平成30年度までの 7年間で延べ 967 事業者が補助金を活用し、
新たなサービスや試作品の開発、設備投資に取り組み、成果を上げております。
　本書では、平成25年度補正から平成30年度補正ものづくり補助事業において
採択された事業者の中から24事例を選定し、その成果を内外に広く発表するた
めに成果事例集として取りまとめました。
　この成果事例集が、今後新たな事業展開にチャレンジしようとする中小企業
の皆様の参考となりましたら幸いです。
　最後になりますが、本書作成にあたりご協力いただきました皆様に、この場
を借りて厚く御礼申し上げます。

令和 3年１月
福島県地域事務局

福島県中小企業団体中央会

福島県ものづくり補助事業
成果事例集平成25~30 年度実施事業者

はじめに

　福島県中小企業団体中央会では、「平成24年度補正ものづくり中小企業・小
規模事業者試作開発等支援補助金」から地域事務局としての業務を行い、福島
県内の中小企業・小規模事業者を支援してまいりました。
　平成24年度から平成30年度までの 7年間で延べ 967 事業者が補助金を活用し、
新たなサービスや試作品の開発、設備投資に取り組み、成果を上げております。
　本書では、平成25年度補正から平成30年度補正ものづくり補助事業において
採択された事業者の中から24事例を選定し、その成果を内外に広く発表するた
めに成果事例集として取りまとめました。
　この成果事例集が、今後新たな事業展開にチャレンジしようとする中小企業
の皆様の参考となりましたら幸いです。
　最後になりますが、本書作成にあたりご協力いただきました皆様に、この場
を借りて厚く御礼申し上げます。

令和 3年１月
福島県地域事務局

福島県中小企業団体中央会
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役 ‒ 藤橋　真 ●設立 昭和 27年
●資本金 300 万円 ●従業員 10 名

〒 960-8071　福島県福島市東中央２丁目53 番地
TEL.024-534-6321　　FAX. 024-534-2663

有限会社 藤橋歯車鉄工所

代表取締役　藤橋真

時代の変化に合わせ、産業を支える歯車製品を常に刷新し続ける

現在、歯車加工及びスプライン形状の加工を行う企業が、中小零細企業
においては減少傾向にあります。しかしながら、産業機械の中に組み込
まれる歯車製品は、動力を伝える機構として不可欠な部品であるため、
今後も製品の需要は続いていくだろうと予想されます。今後は今回行った
スプライン溝加工だけでなく、その他のカム形状等においても同様に加
工技術の向上に努め、５年間の目標値として売上規模を最終的に３％以
上押し上げるよう新規営業活動を行っていきます。具体的には、新規機
械の操作技術向上と機械的な加工可能限界の調査・研究にあたり、同時
に機械的特性を生かした製品の受注を目指します。そして、試加工や切
削条件の最適化を行いながら、売上増を図っていこうと考えています。

歯車の設計製作、一般精密治具の製作で知ら
れる130 年を超える老舗企業。少量から量産
までお客様のニーズに合わせて製造を行い、創
業以来地域を支えてきました。自動車産業部品、
輸送機器、メカニカル精密部品といった産業用
精密部品を始めとする、各種歯車製品等の加
工から熱処理、メッキまで一貫して製品の仕上
げまで行っています。マシニングセンター、NC
旋盤、立型旋盤、歯切りホブ盤、スロッター＆
ブローチ、平面研磨盤、汎用旋盤、汎用フライ
ス、ラジアルボール盤、ボール盤、CADCAM
などの生産設備を駆使して、組み立て部品をトー
タルで管理する、福島市内唯一の歯車工場です。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

歯車加工の工程集約と自動割出装置
による高精度溝加工の技術確立

仕上がりの精度を上げ、
加工時間も短縮

新規導入機械に合わせた
新工程加工の模索

現在の加工ノウハウを活かして、加
工精度を同等以上に維持・向上さ
せ、加工時間を大幅に改善すること
を目的として、新たな機械装置（自
動割出装置（DDRT））付き立形マ
シニングセンター（NVX））を導入し
ました。試加工に際しては、新規導
入機械の機械本体剛性等を踏まえ
て、工具剛性が高く寸法精度維持
に適した超鋼母材工具（超鋼エンド
ミル・ハイスエンドミル・ハイスドリ
ル）を選択し、超鋼母材工具の特
性に合わせて回転数を高めに設定
しています。なお、計測はデジタル
マイクロメーター（0.001㎜まで計測
可）を用いて、従来加工と新工程
加工の精度の違いを比較しました。

NVXの加工プログラムデータ（数値
制御による自動運転）と自動割出
装置（DDRT）の機械仕様上の高い
位置決め精度により、作業者の熟
練度合によらず均一に維持できる
動作を確認しました。従来であれば
位置決めに最も時間がかかるところ
ですが、本工程でスプライン溝と穴
あけ加工を同時に行えるので工程数
を削減し、寸法精度の維持が可能
となったのです。また、DDRTの機
械的剛性が高いため超硬工具を使
用でき、加工スピードを上げつつ綺
麗な仕上げ面となりました。これに
より再切削が必要でなくなり、さら
に時間の短縮につながりました。完
成までの時間の短縮は約 60％とい
う結果でした。 
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補助事業

ものづくり技術

歯車やスプライン溝加工等での主力
は、ホブ盤等の手動汎用機械です。
一方、複雑なスプラインや円筒カム
溝等は、汎用フライス、手動割出
器具を用いて、治具との組み合わせ
により加工を行っています。どちら
の方法も加工工程が多いため、工
程間の待機時間が長くなります。ま
た、工程チェンジ時の寸法精度維
持は主に手動割出器具によります
が、勘（熟練性）に依存する要素
が大きいため、作業者によって出来
栄え（仕上り精度）のバラツキや、
その加工時間（位置決め調整時間）
に長短が出やすくなるという課題が
あります。これにより、トータルの
加工時間が長めになってしまうこと
がよく起こっていました。

加工方法と加工時間に
スリム化が必要
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役社長　岡部弘幸

●代表者 代表取締役社長 ‒ 岡部弘幸 ●設立 昭和５年７月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 正社員 60 名
●URL http://www.okb100.co.jp/ パート 60 名

〒 963-0547　福島県郡山市喜久田町卸三丁目32 番
TEL. 024-959-6030　　FAX. 024-959-6031

株式会社 岡部

販売先である小売業は二極化が進んでおり、勝ち組と言われる小売業は
ますます出店を加速させています。例えばスーパーマーケットチェーンを
展開する取引先様の店舗は、200 を超えているところです。こうした中、
小商圏に対応する個店対応や多品種少量バラ出荷など、卸には物流の高
度化とローコスト化を求められています。従来、機械化・システム化され
ていなかった企画商品のピッキング作業を可能にした今回のシステムは、
それらを両立させるための新たな武器になると思います。今後に向けて、
このシステムの強化が優秀な小売業様との取引を一層深め、信用度を上
げることにつながると考えています。

再編が進む小売業界の要望に柔軟に応えていく

「豊かで幸せな暮らしと社会の繁栄に貢献しよ
う」との経営理念のもとに発展してきた、昭
和 5 年創業の家庭用品総合卸商社です。約
20,000アイテムの売れ筋商品および全家協のプ
ライベートブランド「プロリーブ」を常時在庫し
ています。取り扱う商品は、日常生活のあらゆ
るシーンで必要不可欠な、そして魅力のある商
品ばかりです。また、次代にもしなやかに対応
できる中間流通業のエキスパートとして、メー
カー様、お得意先様、お客様に何ができるかを
常に考え、創業以来変わらない使命である「す
べては幸せな暮らしを実現するために。」をこれ
からも探求し実践していきます。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

商品ピッキング表示器のセットアッ
プを容易にするためのソフトを新た
に開発した結果、企画商品に対して
もデジタルピッキングシステムを利
用できるようになり、また、ピッキ
ングのスピードが早くなり、出荷生
産性は 2 倍となることが確認検証
できました。今後の本格運用面に
おいて大型の商品や大量に出荷さ
れる商品は、棚に入るスペースが決
まっているため、補充回数が増加し
生産効率が下がることもあることか
ら、商品特性を考えたセットの検討
が今後の課題といえます。また、出
荷効率が倍増することにより、経営
的には人的コストを含めた配送コス
ト圧縮の可能性も見えています。　

新たに明確になった
企画商品での問題点

蓄積されたノウハウを活用し
ソフト開発を行う

一般的なピッキングシステムでは、
商品探しなどの無駄な時間浪費が
47％あることから、デジタルピッキ
ングシステムを導入すると、「誰でも、
速く、正確な」ピッキングを即座に
実現できるようになります。今まで
のデジタルピッキングシステムは、
小売店からのオンラインデータを基
にした固定的な棚番での表示器利
用のみでした。オンラインデータで
はなくエクセルデータによるデータ
の取り込みが可能となるシステムを
開発会社と共同開発し、今までは
デジタル利用によるピッキングが不
可能であった企画商品でも、デジタ
ルピッキングシステムを利用するこ
とができるようになりました。

10 年ほど前から得意先の多店舗化
が進み、大手量販店からのリードタ
イムの短縮といった要望に応えるた
め、デジタルピッキングシステムを
開発し導入しています。多品種少量
の特性がある家庭用品は定番商品
と企画商品に分類され、まず定番
商品にシステムを導入しました。運
用面での試行錯誤を続けた結果ノ
ウハウの蓄積が進み、デジタルピッ
キングシステムを有効に活用するに
至っています。卸売業としてのさらな
る効率化を目指し、企画商品につい
ても作業効率向上とコストダウンを
図るために、デジタルピッキングシ
ステムを開発し導入することになり
ました。

定番商品向けのシステムを
企画商品でも実用化したい

多数店舗への非定番商品（企画商品）
の革新的仕分けシステムの開発
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革新的サービス
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役社長 ‒ 鈴木英孝 ●設立 昭和 47年６月
●資本金 4,800 万円 ●従業員 41名
●URL http://www.abukumafoods.co.jp/

〒 960-0627　福島県伊達市保原町4丁目14 番地
TEL. 024-575-2271　　FAX. 024-576-4329

あぶくま食品株式会社

代表取締役社長　鈴木英孝

昭和 47年の創業以来、胡瓜、茄子の漬物と福
島県産の果物を原料とした製品の製造販売を
行っています。代表的な製品「旨さの極みきゅ
うり」は平成 27年度優良ふるさと食品中央コン
クール国産農林産品利用部門において、農林
水産省食料産業局長賞を受賞しました。「お客
様にとって価値のあるものを創造し、お客様に
満足頂ける商品とサービスを提供します」をス
ローガンに、お客様に少しでもご満足していた
だける商品を提供できるよう、商品開発と製造
販売を一体にして取り組んでいます。最近では
輸出部門にも力を入れており、欧米、アジアで
順調に売り上げを伸ばしています。

製造コストの圧縮の成果をもとに海外市場への進出を加速

日本の人口減少による、地方経済への影響は年々大きくなっています。徐々
に国内市場は縮小していく傾向にあると考えられ、当社でも対応していかなけ
ればなりません。そこで、海外市場でのシェア拡大と競争力の向上のためにさ
まざまな方策を練ってきましたが、まずは国際的に通用する価格、つまるとこ
ろ原価を抑えることが先決です。この度、設備導入による試作・検証の結果、
技術的課題はすべて良好な結果が得られ、製造コストに関しても人的コスト
を含め大幅な圧縮が可能となるなど、想定以上の成果の確認ができました。
この結果を受け、事業目標である「若桃甘露煮の海外市場進出」に向けた事
業環境は整ったと判断しています。今後は、欧米、アジアでの販路開拓を現
地代理店とタイアップして強力に押し進め、個別企業訪問や同行販売を行う
ほか、現地展示会に積極的に参加する予定です。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

通常「皮むき設備」は対象原料の状
態に応じて、各々の野菜や果実ごと
に開発され市販されています。若桃
（摘果桃）は新規原料のため専用機
械は存在していませんが、導入機で
の浸漬工程および除去工程は想定ど
おりの結果が得られました。さらに、
従来のバッチ式で皮をむいた原料よ
りも表面の緑色が綺麗で皮のむけ残
りもなく、想定以上の品質で処理で
きることも確認しています。当初、原
料の特性や手作業を中心とした加工
方法により長時間の稼働を必要とし
ていたところを、新しい設備で自動
化できたため大幅に作業時間の削減
ができたばかりか、今までより品質の
良い原料に仕上がることも判明して
います。

作業時間を圧縮しても
仕上がりは予想以上に

既存の製造環境を整備し
「皮むき」を自動化

海外での売価を抑えるために
製造コストの圧縮が必要

若桃甘露煮の原料の桃（摘果桃）
は皮と実がもともと分離していない
ため、皮をむくというよりは表面を
化学的に溶解させる浸漬工程があり
ます。さらに溶解させた表面部を綺
麗に洗い流す除去工程があり、これ
ら２つの工程を自動的かつ連続的
に処理できる設備を新規で導入しま
した。まず浸漬工程で使用するボイ
ル機は、原料が浮かないようにした
り、浸漬時間を速度で調整できた
りするコンベアーを有します。これ
は、もともと野菜の異物除去装置を
摘果桃仕様に変更したものです。次
の除去工程の連続式異物除去洗浄
機は、綺麗にむけた皮を廃棄用容
器へと自動投入し、再度原料に付
着することを防ぎます。

海外での販路を目指して若桃甘露
煮は、平成 25 年からヨーロッパや
アジアの食品展示会に出品され、多
くのバイヤーから興味を示されてい
ます。しかし、輸出には、輸出諸経費、
運賃、関税などが発生するために、
最終売価が国内売価の2～3倍に
膨れ上がり、価格的に輸出の拡大
が難しい状態です。国際的に通用
する価格で販売するためには、製
造環境の整備による製造コストの削
減が課題でした。本製品の製造は
手作業が多いためコストの大部分を
人件費が占めていて、特に「皮むき」
は手作業が中心です。これを設備導
入により自動化することができれば
人件費を圧縮でき、売価を下げても
同じ収益性が確保できます。
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若桃甘露煮の海外市場進出に
向けた製造環境の整備
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

一般建築用鋼材の販売をメインに、鋼材の一次
加工も行っている鋼材の卸売会社です。鉄工所
を始め、板金工場、金物店などに向けたあらゆ
る鋼材を扱っており、コラムおよびＨ形鋼の切断、
穴明け、開先加工、鋼板およびステンレス切断
折曲加工、一般条鋼材精密切断、コラムコア組
立加工、Ｃ形鋼、山形鋼切断穴明加工、スプラ
イス加工などのサービスも提供しています。また、
顧客のあらゆるニーズに応えるため、小ロットでも
多品種にわたっていても在庫を持ち、１ｔ車から
15ｔ車までの自社トラックを活用して県内全域に
毎日配達をしています。鋼材の加工から販売、配
達までを自社で一貫して行う、「全員が営業マン！」
を合言葉に社員全員が考えて行動する会社です。

代表取締役　市川恵朗

●代表者 代表取締役 ‒ 市川恵朗 ●設立 昭和 61年 6月
●資本金 3,000 万円 ●従業員 56 名
●URL http://www.toa-tusho.co.jp/

東亜通商 株式会社
〒 963-0726　福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下 1-16
TEL. 024-944-6616　　FAX. 024-944-8836

配送の柔軟性が高くなり、スピード重視へと舵を切る

将来的にデリバリーの面で、他社よりも一歩先を行くものと考えています。
今回導入した「配送管理システム」を活用することで、日常の配車作業等
が効率化される上に、配送の追加・変更等に対する柔軟性が向上したこ
とは非常に大きな成果です。また、従来よりも短納期で加工品が配送可
能になるということを、今後大きな付加価値として活用しうるととらえてい
ます。これから建築業界では大幅な物件の増加が見込まれていて、物件
の数量がさらに増えてくると納期がタイトになることは明白です。そのた
め、価格よりもスピードを重視することになると想定しているからです。現
在、当社のメインターゲットである鉄骨ファブリケーターも、ゼネコンから
の受注金額は大きく上昇傾向にあるということもあり、この5年間で現在
の1.5 倍の売上増を計画しています。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

配送状況の共有化による
さまざまなメリット

従来は受注伝票を発行し、それを
顧客別に振り分け、さらに重量・商
品の長さ・時間指定・配送エリア等
の条件により配送するトラックを決
め、配車予定を作成していました。
新システムは、既存の基幹システム
から受注データを取り込み、配車予
定等が自動的に作成されます。配送
計画の作業について大幅な時間の
短縮が可能になりました。さらにシ
ステム上で作成された配車予定はク
ラウドシステム上に保存され、配送
員、営業、事務員からリアルタイム
で照会が可能になったことは、顧客
からの問い合わせへの対応時間を
短縮し、配送員の負担軽減や確実
性の向上につながる感触が得られま
した。

配送計画を手作業から
ITシステム化する

新システムを開発・導入するにあた
り、その内容について各業務部門
で検討・立案を行いました。策定し
た目標は、次のとおりです。現状手
作業で行っている配送計画をＩＴシ
ステム化することにより、的確性や
迅速性を高めること。配送員が所
有するスマートフォンのGPS 機能を
活用して、配送員との直接の電話連
絡なしに位置情報を取得し、顧客
毎の到着予定時間を予測すること。
配送員（車両）毎に配送当日の最
適ルート案内により、経験の浅い新
人であっても即応性を向上させるこ
と。これらを設定したシステムを発
注し、テスト運用により効果の確認
を行いました。

本社のある郡山を拠点として、福島
全域へ毎日建築用鋼材を配送して
います。ここ数年は、東日本大震災
の復興需要と相まって受注量が急増
し、その対策として大型車両の導入
や配送員の増員等を行いました。し
かし、日常的に行う配送計画作業
に多大な時間を要し、時として混乱
を来すことがあり、また、顧客から
の到着予定時間等の問い合わせに
対するレスポンスに遅れが生じる等
の問題も顕在化していました。そこ
で、これらの問題を解決するために、
新たな配送管理を支援するシステム
を開発・導入し、配送効率ＵＰ（車
両１台当たりの配送件数・重量のＵ
Ｐ）と納期短縮を図ることにしまし
た。

受注量の増加がもたらす
配送現場の混乱

配送支援システムの開発による
付加価値を作る配送組織の実現
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

アルテッツグループは、３つの事業から成り立っ
ています。①半導体関連の特殊ガラス類の高精
度研削加工部門、②プラスチック射出成形用の
金型の設計・製作部門、③生産設備保全部門
（工場クレーンの販売・保守・点検など）となり、
半導体、自動車、医療、航空宇宙、大学や研
究機関といった様々な分野のお客様に、高付加
価値のサービスと確かな品質を提供しています。

当社の事業内容

株式会社 アルテッツ
〒960-2155　福島県福島市上名倉字文地 9-16（佐倉西工業団地内）
TEL. 024-594-0337　　FAX. 024-594-0339

●代表者 代表取締役 ‒ 桜井　芸 ●設立 平成 11年 7月23日
●資本金 3,000 万円 ●従業員 49 名
●URL http://www.alt-altezza.jp/

国内産業の発展にいかに貢献出来るか

今回導入した大型ロータリー研削盤の加工精度を、小型・中型のロータリー
研削盤と同等のレベルにするには、かなりの労力を費やしましたが、前述
のとおり生産性は飛躍的に向上しました。世界の「IoT」市場は今後も成
長し続ける事でしょう。特に半導体市場は、台湾・韓国・中国といったア
ジア諸外国との競争は熾烈ですし脅威です。今回導入した設備と構築し
た技術が、半導体業界のみならず様々な分野の国内メーカーの生産活動
に寄与出来るよう、情報発信をしていきます。また生産性向上のみならず、
電力の省力化など「環境にも優しいものづくり」の更なる実現を目指して
社員一丸となって取り組んでいきます。

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
25
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

05  
平成 25年度
補助事業

ものづくり技術

大型ロータリー研削盤の導入による
研削技術の確立

当社は、半導体製造装置や液晶ディ
スプレイ用のフォトマスクに使用され
る石英ガラス品などの高精度な研削
加工を行っています。大型ガラスの
厚み出し研削加工は、平面研削盤に
よる加工が一般的ですが、この加工
機での対応では、近年の「短納期対
応」に応えることが難しくなってきま
した。そこで、生産性の向上が見込
まれる「大型ロータリー研削盤」を
導入することにしました。しかし、こ
れは製品の取り出し方法や機構上の
品質問題などの課題をクリアさせる
必要がありました。幸い、中型ロー
タリー研削盤は保有しており、長年
の技術データの蓄積とノウハウがあ
りましたので、必ず成功するという確
信の下、導入をしました。

大変高額な大型石英ガラスを真上か
ら簡単にセット出来る平面研削盤と
は異なり、製品を傷付けることなく真
横からスライドさせてセットをする必
要がある為、セット治具の改良を重
ね、この問題を解消させました。次
に加工条件の改善です。ロータリー
研削盤は研削面積が広い為、加工
時間を短縮させるには有効な手段の
一つですが、設備や製品が大型化す
ればするほど、回転テーブルへの負
荷は大きくなり、品質が安定しないの
が一般的です。テーブル回転数や砥
石選定などを一から見直し、且つ様々
な条件の「組み合わせ」により、お
客様の品質承認を得ることが出来ま
した。高額な特殊素材が故、限られ
た材料での検証には苦労をしました。

今回導入した大型ロータリー研削盤
での生産数ですが、導入計画時点
では従来比「４倍程度」を目標に
掲げていましたが、結果として平面
研削盤に比べ生産数が「6 倍」と予
想以上の成果になりました。これに
より、当初の目的であった「短納期
対応」という顧客満足に応えること
が可能になったのは勿論のこと、当
然のことながら受注量も増加しまし
た。また、工場工数にも余裕が出
来たことより、新たな課題などへの
取り組みも可能となり、結果として
工場全体の品質向上にも結び付き
ました。

製品セット方法と加工条件の
組み合わせが重要ポイントに

当初の予想を超えた生産数に
向上

従来とは異なった加工機にて
生産性UPを目指す
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役 ‒ 安彦雅裕 ●設立 昭和 37年６月
●資本金 300 万円 ●従業員 27名
●URL http://www.happy-happi.jp/

〒 960-1111　福島県福島市五老内町 9-18
TEL. 024-534-4506　　FAX. 024-534-5840

有限会社 安彦染工場

当社の事業内容
呉服の友禅染工場として始まった安彦染工場は、
お祭り、イベントなどの法被や暖簾、手拭い、
神社関連の幟や幕など多様な製品を、染めは
元より写真製版から縫製まで完全自社加工を行
う会社です。今から25 年程前に印染へ転向し、
20 年程前から顔料・反応捺染を主な製造品目
としていましたが、カチロン染料でのアクリル繊
維が主力製品となり、同時に袢天、暖簾などの
綿商品も増えてきました。そのため、ポリエステ
ルの本染にも本格的に力を入れることとなりまし
た。現在、インクジェット、昇華転写の普及に伴い、
商品自体がますます複雑化し、競争が激しくなっ
ていますが、あくまでも染めにこだわり、「心と技」
で大切に作製に取り組んでいます。

新規分野で長年培った技術を基に独自性を打ち出していく

代表取締役　安彦雅裕

当社が拡大を狙っている「よさこい踊り衣装」は高知から始まった参加型
の新しいスタイルのお祭りで、全国 200 か所で開催され 40万人の踊り子
がいると言われています。開催地・踊り子ともに年々増加しているため、
よさこい踊り衣装の市場は伸びています。高知県のよさこい衣装製造業者
の計算によると、よさこい衣装の市場規模は 500 億円あるとのことです。
当社の取引先でもよさこい衣装を製造している会社は数社ありますが、縫
製が複雑なため納期のズレと、お祭りの開催時期が重なり製造が間に合
わない現状です。当社が今回の新サービスを始めることは当社の縫製力
を良く知っている取引先からも期待されており、今まで以上の信頼関係が
築けることは間違いなく、また、受注拡大につながるものと確信しています。
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革新的サービス

染工場の和装デザイン、縫製力を活かした
よさこい踊り衣装の短納期・受注生産の開始

これまで伝統的な型友禅の技法に
加えて、印染（法被・旗等）の新た
な分野への進出を果たし、伝統技
術と製版から縫製まですべて自社
製造にこだわる染元としての地位を
築いてきましたが、近年、染め物素
材がデザイン性や風合いの問題の
ため、綿素材からポリエステル素材
へ変わりつつあります。また、需要
が拡大している「よさこい踊り衣装」
はブームの影響等で、より多色でグ
ラデーション等の複雑なデザイン
物が好まれるようになってきました。
その上、お祭り開催時期が集中する
ことにより、従来の捺染での衣装の
製造では作業工程が多いため、短
納期への対応が難しくなっていまし
た。

近年、法被や踊り衣装は従来の伝
統的染色技法では製作が困難に
なっています。そこで、短納期での
複雑なデザイン物の生産を目的に、
昇華転写用インクジェットプリンタと
ドラム式昇華転写プレス機を導入し
ました。まず、操作技能習得と機
械トラブルへの対応等の実施検討と
して、事前に色のブレを防ぐために
プリンタの設定やカラーチャートの
作成などで色の調整を行ったほか、
プリンターヘッドの破損につながる
コックリング現象や転写機でのゴー
スト現象の防止を図った上で試作へ
と進みました。試作では短納期の
実現性を探るために、プリンタの高
速連続運転による検証も行いまし
た。

よさこい踊り衣装の試作を行った結
果、多品種・小ロット・短納期が可
能であることを確認できました。従
来の工程では、デザイン・企画から
縫製まで合計 20日かかっていたと
ころが14日となり、６日の短縮です。
しかも、よさこい踊り衣装の高い受
注単価や３％の削減となった人的コ
ストまで含めると、価格競争力の向
上が大いに期待できます。また、鮮
やかな色の染め表現が可能となり
顧客ニーズへも対応できることから、
将来的には自社でデザインした衣裳
をチームへ提案を行う提案型営業
体制の構築が考えられ、ひいては
受注確保に向けて他社との差別化
が図れるものとなりました。

表現力の高い染色と
短納期の達成を確認

新規プリンタの導入で
異業種参入を確実にする

変化する顧客ニーズと
生産性向上への対応
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　藤井義男

当社の事業内容

●代表者 代表取締役 ‒ 藤井義男 ●設立 昭和 40 年 4月
●資本金 700 万円 ●従業員 22 名
●URL http://www.fujii-seisakusyo.co.jp/

有限会社 藤井製作所
〒 969-0251　福島県西白河郡矢吹町神田南 230
TEL. 0248-45-2524　　FAX. 0248-45-2360

おもちゃ製造で創業後、自動車部品製造で発
展してきました。精密板金加工および精密プレ
ス加工の両看板を掲げ、各工程でのプロフェッ
ショナルが、コンプレッサー機器部品・空調設備・
制御盤・配電盤・蓄電池設備・OA 機器部品関連・
建設電子機器部品などを、妥協のない姿勢で
製作しています。試作品から量産品まで細やか
なニーズにお答えするだけでなく、各工程での
検査と出荷前での最終検査のダブルチェック体
制で製品の不具合を防ぎ、顧客の満足度の高
い製品・サービスを提供し続けている会社です。

将来的には介護機器のオリジナル商品開発を見据えています

福島県の「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」の下、医療機器
メーカーの産業集積が進み、世界的医療機器メーカーの生産拠点がいく
つか県内に立地しています。福島県の医療機器の生産額はますます大き
くなっていくと予想されることから、今後、積極的に医療機器部品の製
造事業への新規参入を図っていく予定で、医療機器分野の近隣産業であ
る介護機器分野への事業展開も検討しているところです。高齢化社会に
より、介護分野の市場は医療機器以上に拡大していますが、介護に携わ
る人材が圧倒的に不足しています。その解決策として期待されているのが、
介護ロボットや補助するための介護機器です。それらの機器を開発する
ためのノウハウを医療機器産業から学び、ゆくゆくは自社でオリジナル商
品の開発までも行っていきたいという心づもりを持っています。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

技術力の向上により
営業展開への道を拓く

Ｒ曲げ技術については、金型の跡
が出ない加工を実現でき加工技術
の幅が広がりました。通常のＬ曲
げでは、安定的かつ高精度（0.1㎜
→ 0.01㎜に精度向上）に寸法が出
せるようになったため、曲げ工程の
精度が向上しています。作業時間の
短縮については、機械性能とステッ
プベンドにより、大幅に作業時間を
短縮（従来に比し約 20％短縮）で
きましたが、目標に掲げた加工時間
の 50％削減は未達成に終わりまし
た。しかしながら生産体制を見直し、
生産におけるムリ・ムダ・ムラを減
らすことによって、以前よりも短納
期で効率的に生産できる体制の構
築が可能になり、新規参入への準
備が整ったと言えます。

曲げた時の角を丸める加工 (Ｒ加
工 )は、これまではベンダーで無理
やり形状を変えたり、ヤスリで削っ
ていたりと、熟練技術者の勘や経
験をもとにした手作業に頼っており、
金型を当てた跡が筋状に残ったり、
歪な形状になったりしていました。
導入したＲ曲げ専用金型では一回の
パンチでＲ形状に容易に成形できま
す。その上、複数のR 形状の成型
が可能で高い汎用性があります。さ
らに製品に金型の跡をつけないため
に軽量プラスティック製の下型を組
み合わせ、見映えの良いＲ形状の
製品を加工することを目指し、試作
開発と評価確認を行いました。

製品の精度を高く
加工時間は短く

安定的な成長が見込める
医療機器分野への進出

リーマンショック前までは、プレス
加工と精密板金加工の売上比率は
半々でしたが、ここ数年は板金部
門が売上の 8割を担っています。製
品別に分類すると、プレス部品・産
業用制御盤・通信機器・空調設備・
その他の5つに分かれます。これら
に安定的な成長が見込める医療機
器の受注を増やして、顧客と売上の
さらなる分散化を図り、リスクを軽
減していくことにしました。そこで
外観を重視する医療機器のカバー
等を製作するに当たり、高品質なＲ
曲げの取り組みを進めるために、最
新鋭のベンディングマシンとＲ曲げ
専用金型を導入し、技術の確立お
よび生産プロセスの改善を行う必要
が出てきました。

医療機器分野の受注獲得へ向けた
高品質Ｒ曲げ技術の確立と生産性向上
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9



当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　吉田重男

●代表者 代表取締役 ‒吉田重男 ●設立 平成 15 年 11月
●資本金 300 万円 ●従業員 8 名
●URL http://www.f-beer.com/

〒 960-2156　 福島県福島市荒井字横塚 3-182
TEL. 024-593-5859　　FAX. 024-593-6139

有限会社 福島路ビール

福島市郊外の丘陵にある、家族経営のクラフ
トブルワリー。ユーロモルトとチェコホップをド
イツ酵母で一桶ごとに手仕込みしてじっくり熟
成し、職人の確かな経験と技術、豊富な知識
の下で基本に忠実なビールを造っています。本
場ヨーロッパから厳選した麦を取り寄せていま
すが、醸造する福島の環境に最適な品種を使
用することで、最高の味、旨みを引き出します。
また、仕込み水には吾妻山系の伏流水を汲み
上げて使用し、一切人工的なものを加えず自然
の力のみで造られるビールは、徹底した品質管
理を行った後出荷します。手塩にかけて造られ
たビールは工場に併設されたバーで味わえ、全
国各地へ出荷されています。

今後は、さらなるフルーツビールの試作開発と自社クオリティ基準の見直
しにより他社との差別化を図り、売上増加を目指します。そのため、まず
行うのは地元産各種フルーツのビールや液糖を加えない発泡酒の試作開
発への着手です。競合品調査、料飲店でのモニター調査、酒卸・酒販店
のマーケティング調査といったマーケティングリサーチを首都圏で行うほ
か、試飲会を東京と福島で開催します。また、販促ツールやブランド戦略
の検討にも入り、並行して料飲店の開設としてフラッグシップ店舗（ビア
パブ）展開を福島で考えています。販路開拓については、都度スーパーマー
ケットトレードショーおよび酒販卸主催の展示会に参加していく予定です。
売上げは直近期末対比では、フルーツビールの５年後の売上額を63％アッ
プ、会社全体の売上高で25％のアップを目標とします。

地元産フルーツで造るビールのラインナップを充実させていく
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地域資源を利用したフルーツビール
（高炭酸ガス）用の瓶詰機の導入

溢れ出る泡を抑えて
瓶詰効率が向上

桃のラガー330ml 瓶の製造を高
ガス発泡飲料対応の瓶詰機で試
運転した結果、瓶詰効率は従来機
に比べて40％アップ（当初目標値
30％）、時間当たりの充填本数は
500％アップ（当初目標値 150％）
となりました。また、使用した桃の
ラガー30リットルのうち瓶詰になら
なかったビールは、泡などの形で流
出してしまったビール 845ml、水の
混じったビール 655ml、瓶内の半
端なビール 845ml で合計 1,620ml
となり、瓶詰効率は 94.6％でした。
この高ガス発泡飲料対応の瓶詰機
導入により、適正な製造原価と粗
利確保の成果を確認することがで
き、十分な競争力を持つことの見通
しがつきました。

炭酸ガスの高いフルーツビールで
は、瓶内の圧力が低いためにビール
から炭酸ガスが分離して泡となり、
瓶詰の際にふきこぼれてしまいます。
この泡を少なくしようとして時間が
かかっていました。原因は、圧力が
高くなると漏れが発生する、瓶への
充填機のバルブ機構にあったので
す。そのため、瓶内の高圧に耐えら
れるバルブ機構を備えている機械が
必要となり、高ガス発泡飲料対応瓶
詰機を導入しました。実際に桃のラ
ガー30リットルを使用して充填時
間と瓶詰め効率の測定をして性能の
試験を行いましたが、泡の発生は、
瓶詰時のスピードに左右されるので
調整には注意が必要でした。

フルーツビール製造過程において、
瓶詰の際に技術的課題が生じてい
ます。桃のラガーと林檎のラガーの
フルーツビールでは、従来使用して
いた瓶詰機では非常に時間がかか
るばかりでなく、泡として廃棄してし
まう部分が多くなり、瓶詰効率が低
くなっていました。そもそもフルーツ
の味を残すことやビール本来の味を
保つことを目的に、濾過をしないで
樽詰めや瓶詰を行っているので、糖
分が多いなどの理由で発酵が樽詰
めの後からも進むことがあり炭酸ガ
スが多くなってしまいます。これを
改善すべく、樽からのガス抜きなど
を行っていましたが改善はほとんど
見られませんでした。

高圧に耐えられる
バルブ機構を採用

フルーツを用いて造る
ビールの特性に起因
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

初代　金澤良吉

内閣総理大臣賞受賞

●代表者 金澤良吉 ●設立 昭和 54 年７月
●従業員 ２名
●URL http://www9.plala.or.jp/doorshop/

〒 963-5201　福島県東白川郡矢祭町中石井字舘谷26番地１
TEL. 0247-46-3681　　FAX. 0247-46-3701

カナザワ建具店

50 年にわたって建具の技を培ってきた代表と、
組子を現代から未来へとつなぐべく革新的創造
性を伝統とシンクロさせる２代目。親子２代で一
般住宅の襖や障子、木製家具などを手掛けるほ
か、公民館や学校等の公共工事も積極的に受注
しています。代表は、平成８年に福島県技能者
表彰（木製建具・製造工）を受賞、平成 21年に
は一般社団法人全国技能士会連合会マイスター
にも認定されています。同年には、全国の建具職
人が最高の技を競う第 43回全国建具展示会に
おいて、内閣総理大臣賞を受賞しました。また、
親子２代で「ものづくりマイスター」として、小学
校での体験学習等で実技指導を行い、ものづく
りの魅力発信にも積極的に取り組んでいます。

日本の組子のすばらしさを世界中に広めたい

日本伝統の技法とはいえ組子製品には、需要の掘り起こしの余地が日本
に残されていると思われます。小物組子製品では全ての世代層が想定で
き、大型の組子製品は日本家屋に住んでいる金銭的にゆとりのある50 代
～70 代の層（日本の個人金融資産の 6 割以上を保有）および 40 代前半
（住宅建設世帯主の平均年齢）を想定しています。また、日本家屋に限定
されない商品開発を行って、国外に組子のすばらしさを知らしめていけば、
日本の伝統産業が国内にとどまらず認知拡大および継承につながります。
当社の経営基盤の強化という面においても、既存事業（木製建具・家具
製造販売）を維持しながら組子製品の市場を拡大させることは、売上・
利益率の増加が図られて収益力の向上に結び付き、経営基盤をより強固
なものにすることができると考えています。
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加工時間の短縮から
新ブランドを打ち立てる

全自動ＮＣラジアルソーの導入で機
械化が進んだことにより生じた作業
余剰時間を活用し、オリジナルブラ
ンド「ふくしま組子　木良（ＫＩＲＡ）」
を生み出しました。親子２代の建
具職人それぞれが持つ技と感性の
全てを吹き込んだこのブランドの製
品では、木材自然色を組み合わせ
て「赤・黄・青」の三原色に近い色
合いを演出。ナチュラルな組子や組
子材の全てを六面体に加工し、立
体的に見せる最高難度の技術である
「面取り組子」などの匠の技が凝縮
され、他に類を見ない美しいものと
なっています。難度の高い技術や品
質を保ちながらも、現代の暮らしに
取り入れやすい価格になりました。

効率的な生産体制の確立と達成に
向け、全自動ＮＣラジアルソーを導
入して試運転を行い、面取り組子な
らびに曲げ木組子240 か所（風炉
先屏風の一部）を試作しました。こ
れまで製品製作では「加工を記す
工程」と面に被さる部分の「先端ツ
ノ型切取加工」、さらに「曲木組子
のV溝加工」に手作業が多いため、
材料や時間のロスが多くなっていま
す。これらの工程で導入機のNC 計
算機能およびテーブル自動位置決
め装置の活用や、高精度な治具と
特殊 Vカッターの付加などによって
手作業を機械化し、技術的課題と
コストダウンの実現性について検証
を行いました。

機械化で手間を省き
コストダウンを図る

衰退の危機にある
日本の伝統技術

近年、一般新築住宅での和室の減
少に伴い、日本古来の木製建具需
要が低迷し、「組子技術」を施した
製品を提供する機会も減っていま
す。一方、自然素材を使った木製
建具が見直され、寺社、高級料亭
などでは質の高い木製建具や観賞
用建具のニーズが依然として健在で
す。伝統ある日本の建具技術の中
でも特に緻密さが必要な組子です
が、新たな施工技術を開発し、県
内では他社にない技術も保有してい
ます。しかしながら、最高難度の組
子技術を用いた製品は、長い製作
時間と過程において高度な形状算
出法が必要であり、非常に手間がか
かり、結果的に高価格で買い求めに
くいものとなっていました。

日本の伝統的木工技術「組子」を
用いた製品の製作販売促進事業
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

社長室長　佐藤健太郎

当社の事業内容

●代表者 代表取締役 ‒ 佐藤富次郎 ●設立 昭和 61年 6月
●資本金 2,000 万円 ●従業員 80 名
●URL https://kawakyo.co.jp/

〒 966-0902　福島県喜多方市松山町村松字常盤町 2681
TEL. 0241-22-0875　　FAX. 0241-22-0853

株式会社 河京

昭和 31年創業以来、会津ふるさと産品との出
会いをテーマに地域社会の発展に貢献してきま
した。素直で勉強好き、常にポジティブマイン
ドの精神をもって、数々の商品開発を行ってき
ました。商品のエースはもちろん喜多方ラーメ
ン。最大の特徴は麺にあり、太目平打ちちぢれ
多加水麺は他の土地ラーメンと比べてもかなり
太めです。厳選された素材と、手間暇をかけた
熟成によって、食感・のど越し共に最高な麺を
生み出しています。今後も喜多方ラーメンの製
造を核としながら、安全、安心、個性豊かな地
場産品の製造に取り組んでいきます。

一杯のラーメンが生活に潤いをもたらすことを願って

「とろっとチャーシュー」は常温での流通、保管が可能で、さまざまな
市場での取扱いができるようになり、食品業界全体への強いインパクト
を与えることができそうです。チャーシューとラーメンをセットした新商品
「チャーシューラーメンセット」の拡販もしていき、革新的サービスを供給
する体制整備を図っていきます。お土産品市場 ( 外国人観光客も含む)、
インターネット販売、通販市場、老人や介護食市場を主なターゲットとし、
１年目に自社直販で2,000 万円、お土産市場1,500 万円、その他 2,000
万円の売上げを目指します。そのために市場調査、商品開発、販促品を
準備して営業活動を行い、サービスの提供をしていきます。今後の課題と
して、レトルト殺菌釡の前工程における手作業で時間がかかっているので、
効率化への改善が必要です。
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従来との比較では、製造量は量産
化 357%アップ、製造時間 5.5%の
短縮となりました。また、製造日か
ら114日間保存して食味検査を行い、
93日までおいしくやわらかい食感を
保持できることを確認。細菌検査は
製造日から114日間で行い、全項目
において基準のクリアとなりました。
こうして、良質な製造環境と量産化
が確実なものとなり、常温流通が可
能なチャーシュー製造方法も明確に
なりました。また、チャーシューがや
わらかいという特性を生かした新商
品の企画・開発を行い、非常食・介
護食・外国人向けを含む土産品とし
ての活用を目指し、サービスや販売
体制の整備を図っています。

やわらかくおいしさが続く
チャーシューで市場拡大

安全性と味の
バランスを追求する

鍋の中で煮汁（調味液）の温度が
下がって行く時に食材に味が浸透す
るので、温度はできるだけゆっくり
と下げなければなりません。レトル
ト殺菌装置で食材を調味液に浸し
て味付けすることにより、食材の急
激な温度低下を防ぎ、調味料、塩
分等を深部まで浸透が図れます。こ
の浸透味付け法は同時にpH 調整
剤も浸透させ pH 値を4.5 以下に抑
制することで、低酸性食品（pH4.5
～7.0）から酸性食品（pH4.0 ～ 4.5）
へ転換ができ、芯温 120℃×4分
間相当の規定もクリアできます。な
お、酸性食品に転換時に生じる酸
味の解消を図るため、2種類の天然
物由来の有機酸を併用しました。

「とろっとチャーシュー」をレトルトパ
ウチ商品として常温流通させるため
には、厚生労働省が定めた低酸性
食品の規定「pHが 4.6を超えること」
と「中心の温度を120℃で 4分間加
熱する方法またはこれと同等以上の
効力を有すること」という項目をクリ
アしなければならず、これは難しい
技術です。中心温度が 120℃×4分
を得るためには、熱伝導の関係で全
体では50 分以上の殺菌時間が必要
となり、それを実施すると肉蛋白が
異常に硬化して商品として成立しませ
ん。また、これまで通常の鍋でせい
ぜい1時間以内の煮沸で味付けして
いたので、肉の深部まで味がしみて
いませんでした。

常温流通できる
チャーシューの開発

新食感とろっとチャーシューの
製造技術および新商品試作開発事業

10  
平成 26年度
補助事業

革新的サービス

12



当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役 ‒ 大橋弘二 ●設立 昭和 62年７月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 ８名

〒 969-0404　福島県岩瀬郡鏡石町南町 247
TEL. 0248-62-5488　　FAX. 0248-62-5058

有限会社 大橋精密

代表取締役　大橋弘二

医療機器関連、自動車関連、弱電設備関連に
おける部品の試作加工を多く手掛けている会社
です。創業者より業務を引き継いだ、大橋弘二
が 2代目となります。製品の性質上、依頼を受
けた部品の詳細を知ることができないこともし
ばしばありますが、社員一同顧客の要望に応え
ることを第一に考え、顧客満足度を追求し取り
組んでいます。ものづくりの業界では、現在、
設備投資が厳しい状況ですが、情勢の変化に
合わせて技術革新が起こりやすい状況とも言え
ます。機械加工の新技術の展開を敏感にキャッ
チし、得意とする複雑形状加工を技術的にも洗
練させることで、さらなる飛躍を目指しています。

エンドユーザーのニーズをしっかり捉えて確実な受注に

医療機器分野は今後も高齢化等による医療費の伸びが予測されるため、
さらに市場は拡大する見通しです。平成 25 年には市場規模は２兆 6,958
億円となり、金額ベースでは分野別に治療機器が 53％、診断機器が
26％を占めています。いずれ治療機器か診断機器のどちらかでの医療機
器部品製造に進出しますので、成長性・市場拡大性の高いものであるこ
とが期待できます。そのため、新規顧客や既存顧客からの引き合いを確
実に受注に結び付けることが重要です。また、金属部品の高精度化は、
業種によらず付加価値向上と他社に対する優位性に繋がる内容ですので、
「高精度化の更なる追求」といった深掘りや「他材料への展開」「高精度
化を維持しながらリードタイム削減」といった水平展開を図るべく、さら
なる生産技術改善を展開していきます。
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導入した最新高性能 CNC自動旋盤
設備で製品サンプルを製造し、当
初立てた目標の確認を行いました。
まず、保有する技術・ノウハウを医
療機器部品製造向け生産技術に展
開することにより、量産ベースで顧
客要求を満足する高精度・複雑形
状加工が実現し、当該技術が革新
化されました。しかも、顧客の要求
する仕様を量産ベースで達成するこ
とで、量産案件で引き合いのある
際に受注が可能となりました。また、
当社における高精度・複雑加工の
技術基準が向上し、従来顧客にお
いて、より高付加価値の試作案件
等の受注が可能となりました。

量産加工を念頭に顧客要求精度を
全て満足する生産技術の確立を図
るために、最新高性能 CNC自動
旋盤設備を導入しました。これま
でのモデルよりも稼働軸増により複
合・複雑化高性能を大幅に向上で
き、また、小径複雑形状の部品加
工にも自動旋盤での対応により加工
バリエーションも拡大し、医療機器
部品に求められる高品質・複雑形
状加工に対応できます。さらに、ア
イドルタイムの削減による生産性の
向上、回転速度の向上によりサイク
ルタイムの短縮にも対応しています。
新規設備の導入にあたり、加工担
当要員に不足する能力は、導入設
備稼働のための操作内容および操
作技術の習得で補いました。

当時行っていた医療機器部品の試
作生産試作段階において、概ね顧
客要求はクリアしていましたが、も
し量産数が増加すれば精度はさら
に悪化方向となるかもしれませんで
した。形状が複雑であるため、試
作から量産となった場合の精度悪化
が強くなってしまうのがその理由で
すが、一方で加工時における狙い寸
法は顧客要求より厳しい公差で管理
しなければ不良率悪化にもつながる
ため、求められる条件はさらに厳し
くなります。そこで、量産を意識し
た形で顧客要求を達成するために
は、保有する技術がすでに満たし
ている内容については維持しつつ、
達成できない部分についてはさらに
革新化する必要がありました。

高精度・複雑形状加工を
量産ベースで実現可能

顧客要求制度を満たす
最新モデルを導入

試作生産から量産化への
技術革新の要請

高精度・複雑形状へフォーカスした
医療機器部品生産技術確立のための要素開発

13



当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役 ‒ 小松　剛 ●設立 平成 20 年３月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 87名
●URL https://www.fl atwhite.jp/

〒 963-7723 福島県田村郡三春町大字斎藤字仁井道 348－４
TEL. 024-954-7042　　FAX. 024-942-7043

株式会社 キオラガーデン

“ 本物を届けよう”をグランドコンセプトに業種
の異なる9店舗の飲食店を運営。とりわけカ
フェについては、今まで培ってきたコーヒーへ
の情熱を「形」にするため、生産から販売（from 
seed to cup）までの完結型としています。現在
は、自家焙煎が可能となり高品質コーヒー豆の
店頭販売および店舗用として焙煎し、焙煎後１
か月以上の豆は販売していません。また、カフェ
文化の普及とおいしいコーヒーをお客様に飲ん
でいただきたいという趣旨から、コーヒーを知
るための公開教室なども主宰し、新たな顧客層
開拓の取り組みも行っています。店舗スタッフに
は、お客様にコーヒー豆についてスムースに説
明ができるよう、社員教育に力を入れています。

稀有なコーヒー文化の体験を拡大の起爆剤に

店舗の立地している三春には滝桜を中心とした観光資源が豊富で、物販
店や美容室、レストランといった店舗もあり、これらの相乗効果により集
客力は飛躍的に高まると考えられます。また、これまで行ってきたコーヒー
に関わる活動はカフェ文化を広げる効果があり、生豆の確保のためのルー
ト作りにも寄与してきました。複数台の焙煎機による店舗でのオンデマン
ドによる焙煎豆の提供は全国的にも珍しく、設置した大型焙煎機が顧客
の目と鼻の先にあるのもあまり例がなく、話題には事欠きません。このよ
うに整った環境にあり、大型焙煎機を早くフル稼働させるために弊社の焙
煎豆を使用してくれる事業所を確保して収益アップを目指し、小型焙煎機
によるオンデマンド焙煎豆の小売りによりコーヒー愛好者の拡大を図るこ
とを進めていきたいです。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

全体としては、大型焙煎機および小
型（直火式・半熱風式）焙煎機によ
るオンデマンド体制の確立を果たせ
ましたが、大型焙煎機による本物の
高品質コーヒー豆の焙煎では、多品
種類の豆について均一な品質の焙煎
が要求されます。何回かの試運転に
より、効率良く高品質の焙煎豆の生
産が可能であることを確認しました
が、従業員により品質の差が見られ
るという新たな課題が浮き彫りにな
りました。基本的な接客にとどまら
ず顧客の要望に即座に応えるため、
焙煎度の多様化への習熟はもとよ
り、接客によって顧客の好みを聞き
だし、好みに応じた豆の種類と焙
煎度の決定ができるまでに育成する
ことが必要だと考えています。

高品質な焙煎豆には
従業員の育成が必須

さまざまな顧客ニーズに
応えるシステム化

新店舗のオープンに合わせて大型と
小型のコーヒー焙煎機の導入をしま
した。大型焙煎機だと生豆を大ロッ
トで仕入れて仕入原価を安くでき、
事業者向けの卸焙煎豆のリクエスト
に対応が可能となります。一方、小
型焙煎機では、顧客の要望に応じ
生豆と煎り方を選択して、直火式、
半熱風式を使い分けるという、オン
デマンド体制下で焙煎豆を提供する
ことができます。これらの目的を果
たすべく、大型焙煎機使用による作
業効率化および高品質コーヒー豆の
焙煎、小型焙煎機による高品質コー
ヒー豆のオンデマンド焙煎および販
売体制の確立に取り組みました。

従来小型コーヒー焙煎機で運営をし
ていましたが、事業者向け業務卸用
( 大量販売 )や新規顧客の受注焙
煎のリクエスト対応に応えることが
できず、多くの販売機会を喪失して
いました。また、焙煎による生産量
が少ないため、生豆の大きなロット
での仕入れが困難となり価格面で
の競争もできていませんでした。最
近ではコンビニが提供する安くて一
定程度の味のコーヒーによってコー
ヒーの大衆化が進みつつあります
が、本物のコーヒー文化の発信とい
う点では、一定の限界があると考え
ています。コーヒーに競争性を持た
せ、高品質なコーヒーの質での顧客
サービスが必要であり課題と考えて
いました。

競争力をつけるため
焙煎機の大型化を図りたい

三春の地に倉庫を利用した焙煎工房を作り、多様な顧客ニーズ
に対応する高品質コーヒー焙煎豆の製造、販売システムの構築
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革新的サービス
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

六代目　平田征行

●代表者 平田征行 ●設立 明治 35 年 5月
●従業員 6 名

〒 963-8875　福島県郡山市池の台14-17
TEL・FAX. 024-921-4194　

平田屋

明治 32 年に初代仙五郎が創業し、地域で愛さ
れてきた和菓子店。ゆべし饅頭で知られ、現店
主で６代目です。先代は 18 歳の時４年間大阪
に修行に行き、さらに家業として先代から直接
伝統の和菓子作りを学び、以来、店の「味」を
守り発展させてきました。定番商品から季節商
品に至るまでその多くが支持され、いくつかの
看板商品も持ちます。中でも初代の名を冠した
仙五郎羊羹は、初代の仕事を今に伝える昔な
がらの製法に学んだもので、第 23 回全国菓子
博覧会栄誉金賞を受賞しています。店舗は製造
と販売を行っている池の台店と、昔から本店と
いわれてきた販売のみを行う清水台店の２店舗
です。

地域の顧客に向けて和菓子のおいしさをもっとアピールする

国内の和菓子の生産量は全体としてはほぼ横ばいで推移していると見ら
れます。そもそも和菓子業界は従業員数が 10人未満の事業所が９割近
くを占めるという零細性の強い業界だと言われていますが、地域密着型の
経営形態によって安定した業績を保っている理由とされています。確かに
販売商品に生ものが多く、それぞれの規模に応じて地域固定客をつかん
でもいます。とはいえこれからも幅広い年齢層にわたって、和菓子のファ
ンづくりをすることは必要です。主婦層を中心にした和菓子講習会を企画
して、おいしい和菓子を食べる喜びを感じてもらう試みを考えています。
また、直接対話等によって顧客の反応やニーズを収集して、新商品のブラッ
シュアップに生かすほか、地元食材を活用した新商品の開発を通じて、
地域経済への貢献を続けていきます。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

自家製あんの増産に成功し
見た目も味も目標以上に

新煮豆機は一度に大量の豆を仕込
めるので、光熱費・人件費が大幅に
削減されました。仕上がりも、つぶ
れず、ふっくらとした見栄えの良い
仕上がりになったばかりか、理想的
な煮あがりになりました。温度調整
が容易で付き切りにならずに済み、
他の作業を同時にできるようになり
ました。ボリューム式およびタイマー
付きガス調整のできるあん練機を導
入し、焦がさずに練り上げられるの
で、風味を生かしたグレードの高い
あんになりました。あん練機と煮豆
機の導入により、こだわりのある高
品質な自家製あんの増産体制が実
現し、新しい商品開発、販売展開
が可能になりました。

こだわりの自家製あんの
効率的な再現を目指す

現状のあんの製造能力の強化が必
要でした。そのため、煮豆機とあん
練機の導入をしました。煮豆機は小
豆のあんの材料や粒あんを煮上げ
るもので、あん練機は高品質なあ
んを練り上げるために使います。特
に、ガスによる温度の微妙な管理
を行える、「職人の技」の再現が可
能な機種の選択がポイントとなりま
した。導入した設備は従来に比べ
て機能がアップし、煮崩れしない、
ふっくらとおいしい粒あんができま
す。福島ではあまり商品化されてい
ない茶人さんに多用される大納言鹿
の子、白手亡鹿の子などを手掛けら
れ、上生菓子の良さをアピールでき
ます。

これまで「職人の勘」に頼って、あ
んを製造していました。工程は火加
減が難しく、焦がさないように神経
を使います。しかも、高い湿気や
温度の中で、熱くて重い鍋を扱うな
どの手作業が多い重労働です。手
間や時間がかかって作業効率が低
下し、ガス・水道・電気などの光熱
費も高くなっていました。それでも、
一度にできる量は多くありませんで
した。自家製あんが間に合わず製あ
ん業者・組合から購入しているため、
味にこだわったあんの製造に限界が
あり、あんを前面に出した商品展開
ができていませんでした。また、人
気が高い商品の欠品が少なくなく、
顧客の要望に応えられていませんで
した。

機械と作業環境が
風味や販売にも影響

こだわりのある自家製あんの増産を
目指す新設備の導入
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　生田目政広

●代表者 代表取締役 ‒ 生田目政広 ●設立 昭和 45 年 8月
●資本金 5,000 万円 ●従業員 55 名
●URL http://www.nts-co.jp

〒 963-7825　福島県石川郡石川町大字沢井字藤沢95-18
TEL. 0247-57-8777　　FAX. 0247-57-8774

株式会社 エヌ・ティー・エス

昭和 45 年の創業以来、機械部品の加工請負、
試作開発を主な事業としています。現在の取り扱
い品目は、試作開発品、モータースポーツ部品
を中心に航空宇宙、医療など広範囲な分野に及
びます。多様化・高度化する要求に応えるために
新素材の加工技術をシステム化して、加工現象
の解析を実施してきました。様々な加工技術に
対応するなか、特に定評があるのは切削作業で
す。航空宇宙産業を中心に需要が高いマルエー
ジング鋼、インコネル、ハステロイ、また様々な
アルミニウム合金、スチール、チタン合金、マグ
ネシウムなど様々な精密金属部品加工の高精度
加工、高難易度加工の試作および小ロット生産
に真価を発揮する設備環境を整えています。

レース用部品に加えて、医療分野への本格的な参入も視野に

今後は導入した金属３Dプリンターによって金属造形精度を均一化し、そ
の強度などの物性を把握、保証することにより、例えば自動車用の試作
部品を実際にテスト動作させるなどの見込みがつきました。これにより取
引先企業にアルミニウム・チタン合金を使った現行部品の軽量化への更新
提案を行い、受注継続に弾みを付けます。また、造形ＣＡＭソフトウエア
の改善を行うとともに仕上げ工程の追加開発を行うことにより、今までの
切削加工では実現困難な新構造の自動車用部品などについて、提案を行
い受注拡大となるよう計画しています。また、末端製品が一品ごとの特注
製作になる人工骨、インプラント、義肢などの実用検証をタイのキングモ
ンクット技術大学、チュラロンコン大学病院に依頼し、医療分野への進
出も図っていきたいと考えています。
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金属３Dプリンタ製品の材料強度は
特に高温試験においてJIS 規格とも
異なる特性が判明しました。設計者
が求める材料強度を提供するため自
社で蓄積した強度試験データの実績
に基づく評価基準について提示する
ことが可能となりました。また材料
物性や強度特性に関する評価基準
と合わせてトレーサビリティの拡充
を図り、更に精密な分析が可能なノ
ウハウも得ました。最新の設備の導
入による安定性がそれらを可能にし
ています。当設備を使用した製品づ
くりは次世代技術ということもあり、
引き続き内部欠陥の検証や表面処
理、熱処理などを含む様々な技術
課題に取り組みながら技術の高度化
と安定化を図ることが必要です。

金属３Dプリンタ製品の
強度的特長の明確化

商業ベースにのせるための
基盤づくりを検討

金属３Dプリンタ製品には独特な強
度特性と製造条件の最適化が必要
であることが確認できました。製造
条件を研究することで引張試験、縦
弾性率、密度測定、組織観察、疲
労試験などの強度特性だけでなく空
孔率や変形、造形崩れなど様々な事
象を改善したり、安定化が図れるこ
とが判明しました。支援機関の協力
を得て徹底的な試験片評価と、デー
タ取りの分析を実施したところ、材
料に必要な様々な金属パウダーに対
して最適なパラメータを導き出し、発
生した事象に対して有効な要素を見
出すことが出来ました。研究を元に
「品質確認書」の策定を検討し、お
客様の信頼を獲得し、商業ベースへ
の基盤づくりを協議、検討しました。

金属３Dプリンタを使用しているの
は主にお客様からご依頼頂くモー
タースポーツ関連の小ロット試作製
品です。微粒子金属パウダーをレー
ザーで溶解させ固形化していくユ
ニークな金属３Dプリンタの工法を
完全に安定させ制御することは機械
的な課題もあり困難です。造形され
た製品そのものの材料物性、つまり
製品強度が安定しているということ
は、実用製品を設計する設計者に
とってはとても重要な要素です。鉄
鋼メーカーが供給するインゴット材
が JIS 規格の範囲内で安定、保証
されているように金属３Dプリンタ
でも同様なことがお客様からは求め
られましたがそれが容易でないこと
は明らかでした。

金属３Dプリンタ製品の
材料物性検証の必要性

評価基準の独自開発による、金属３D
プリンター造形の成果物の実用化事業
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役社長　菅野高延

川俣工場

●代表者 代表取締役社長 ‒ 菅野高延 ●設立 昭和 44 年 11月
●資本金 2 億 2,000 万円 ●従業員 170 名
●URL https://www.asahi-gp.co.jp/tsushin/

〒 960-8031　福島県福島市栄町 12-21
TEL.024-524-2111　　FAX. 024-523-3210

アサヒ通信 株式会社

業界でいち早く自動機械を導入したアサヒ通信
では、常に最新の設備を導入し、完全自動化、
省力化に取り組んでいます。カーステレオ用の
ハーネス加工からスタートし、今日までエレクト
ロニクス分野を中心に、時代のニーズに合わせ
て技術開発を重ねてきました。また、高度化・小
型化する情報通信機器に対応する超極細同軸
ケーブルの生産設備を自社開発するなど、常に
利用価値の高い新製品への開発に取り組みを進
めています。カーオーディオの分野でも、音へ
の徹底的なこだわりから、車載ハーネスに必要
な高温試験・振動試験などを繰り返し、さらに
TDR 測定器・X 線検査機などで独自の検査基
準をクリアして、高い信頼を得ています。

メイド・イン・福島の製品を新規開発して意欲的にアピール

車載用カメラケーブルの用途は拡大する流れにあり、それらの画像等の
通信は、より高速化・高精度化と変化してきており、今後もますます、軽
薄短小化、高密度化、高周波対応化、複合連携化が求められると考えら
れます。今回、高周波測定器一式（ネットワークアナライザー）を導入し
たことにより、積極的に車載用カメラケーブルの新規部品の開発を行い、
独自に評価分析することで自社開発製品の信頼性を高め、品質の向上お
よび質の高い製品を継続して市場に提供できます。自社での評価試験が
増えると、性能や評価に関するデータやノウハウを蓄積して顧客に新たな
技術を提案することもできます。これは試験時間短縮による納期短縮にも
つながります。顧客から信頼を得ることで優位性を保持し、競合企業と
の差別化を図れるものと期待しています。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

自社開発製品の信頼性を高め、品
質の向上および質の高い製品を継
続して市場に提供するため、自社製
品の品質を評価する品質評価試験
を実施しています。今までその都度
外部委託しており、借用先の設備の
空き状況に左右され、試験実施ま
での時間が不透明でした。それに
より、客先に提案・報告できる時期
が読めず、製品化までの時間がかか
りました。また、試験費用も膨大で、
試験時間によっても異なりますが、
自社で試験実施の場合は電気代の
みで済むところ、外部設備借用時は
１製品あたり約90万円必要でした。
このように、設備を所持していない
ために積極的な自社開発もできずに
いました。

ワイヤーハーネス・ケーブルの端末
加工を行い、種々の機器間接続を
目的とする製品の製造をしています。
中でも車載用ケーブルは、現在、
バックモニターなどのリアビューカメ
ラケーブルが主流ですが、安全性
向上の流れから、車載用カメラはリ
アカメラにとどまらず、車の前方左
右や運転席・助手席などにも取り付
けられ、車の周囲をモニター、ひい
ては自動走行装置へ応用できるカメ
ラなど、その用途は広がっています。
今回、高周波測定器（ネットワーク
アナライザー）の導入により、高精
度カメラケーブルの高周波における
伝送特性測定が可能かどうかの検
証を実施しました。

借用先の設備の空き状況に左右さ
れず「高周波試験」が実施できるよ
うになったため、打合せ・段取り時
間が、これまで（設備導入前）は１
週間から数か月かかっていたものが
必要なくなり、大幅に時間短縮（１
週間～数か月）できました。費用面
でもこれまで外部設備借用代がか
かっていたのが、当社内の電気代の
みに抑えられる見込みになり、性能
不十分である場合には、すぐに中断・
分析の対応ができ、再試験が最小
限の費用で可能になります。また、
設計に関する情報管理を徹底でき、
機密情報漏洩のリスク排除ができる
など、多くのメリットも出てきました。

高周波計測対応と
高精度化対応が可能に

高周波測定機を導入し
従来設備と比較

評価試験の時間・費用面で
ロスを軽減したい

車載用高精度カメラケーブルの
新規開発による競争力強化
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ものづくり技術
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

当社の事業内容

製造部　主任　鈴木亮

●代表者 代表取締役 ‒ 高橋美帆 ●設立 昭和 21年 7月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 45 名
●URL http://www.takayasu.co.jp/

高保製薬工業 株式会社
〒 960-0101　福島県福島市瀬上町字西上新田 25-2
TEL. 024-553-5015　　FAX. 024-553-5081

医薬部外品の製造販売会社として設立。加工食
品向け日持向上剤製剤Ｔフレッシュシリーズ、漬
物用複合製剤ニュービタシリーズ等の製造販売、
食品及び食品添加物製剤の受託加工（OEM）を
行っています。意思決定が速く、顧客の要望にス
ピーディーに応えられ、また大手メーカーではでき
ない小ロット生産に対応していることが強みです。
また、受託製造を主としながらも自社商品の開発
にも力を入れ、企画開発、製造、品質管理まで
一貫した製造販売のシステムを構築しています。
平成 14 年より日本食品添加物協会による食添Ｇ
ＭＰ（食品添加物の製造管理及び品質管理に関
する自主基準：Good Manufacturing Practice）
の認証を受けており、安定した品質の製品を作り
出しています。

新商品の量産化を成功させ、常に進化し続ける

今回導入した1,000L 加熱複合タンクの仕様は、油脂製剤の加工を主眼
に設計したもので、油脂製剤の加工において一番の問題点は、安定した
乳化、分散性を維持することです。今後、食品添加物の知識と今回導入
したタンクのパフォーマンスによってさらに油脂製剤の商品開発を進めて
行きます。まずは福島県産菜種油・エゴマ油を原材料とした新商品の量
産を進め、油脂製剤の年間の売上高を増加させたいと考えています。食
品の商品サイクルは短くヒット商品にならない限りは、随時味の変更が行
われます。顧客の要望に応えるために継続して改良、並びに新規商品の
開発に取り組みながら、今後は、既存顧客以外に業界トップの企業や、
ＯＥＭ商品で実績があるが独自の販売ルートのない、飲料業界、パン業
界も視野に入れ、市場調査、顧客開拓をする予定です。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

乳化油脂製剤のテスト製造において、
のべ作業時間 8時間 40 分（削減率
29％）の短縮を達成し、今後、作業
者の負担軽減、人件費の削減が可能
となります。油脂製剤商品の製造工
程へ革新が図られ、更なる生産性の
向上が見込まれています。また、テス
ト製造品の検査値は全て適合してい
ましたので、導入したタンクに適正な
撹拌力があり適正な混合がされたと
わかりました。試作開発については、
エゴマ油を配合した調味液のレシピ
開発、試作が行われ、一つの基本と
なるベースレシピが出来上がりました
ので、顧客に提案品として紹介すると
ともに、改良を重ね早期の商品化を
目指すことが今後の課題です。

パフォーマンスの高さに
期待が膨らむ

エゴマ油と菜種油の特性を
新規導入タンクで克服

エゴマ油自体は圧搾法で加熱せず
製造できますが、加工食品に使用す
る場合は加熱殺菌が不可欠であり、
温度コントロールと細かい管理がで
きるタンクが必要です。菜種油では
均一に分散した状態を保つために、
原料を70℃まで加熱し高速で撹拌
しながら混合し、それを徐々に冷却
して粘性を増加させて分離をなくす
方法で生産します。また、最大の
製造ロットサイズは 400kg で、そ
れ以上の注文の場合には数回に分
けて加工しなければなりませんでし
た。品質を保持したままでの生産
効率アップを目的に、これらを解決
できる1,000Ｌ加熱複合タンクと付
帯設備を導入し試作開発を兼ねてテ
スト運転を行いました。

東日本大震災以降、人員の採用が
困難になってきており、生産性の
向上が最大の経営課題です。また、
ここのところ油脂製剤の年間の売上
高は減少傾向にあり、これは顧客
の使用量の減少だけでなく、値下
げ要請による単価の引き下げが大き
な原因でした。これらに対応するた
め、地元の生産者や農業法人等と
連携して、福島県産の菜種油やエゴ
マ等を利用したサラダ風漬物用調
味液、ドレッシング等の新製品を開
発し、自社ブランド品として販売す
る計画があります。しかし現状の生
産設備では、撹拌力が低く加工や
洗浄等で多くの問題を抱えているた
め、効率的な生産ができない状況
にありました。

新商品の開発で
売上高減少を打開したい

液体1,000L 加熱複合タンク導入による
新商品開発と品質・生産性の向上
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ものづくり技術
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表社員 ‒清水承玉 ●設立 平成 21年３月
●資本金 800 万円 ●従業員 10 名
●URL http://www.komayanokimuchi.com

〒 961-0835　福島県白河市白坂勝多石 29 番地１
TEL. 0248-21-8444　　FAX. 0248-21-8445

こまや合同会社

代表社員　清水承玉

日本で初めてキャベツキムチを作り、以来韓国伝
統のキムチ作りを守り続けています。もともと自家
用に作っていたものをおすそ分けしていたところ、
その味が評判を呼び、地元白河で販売を始めまし
た。キムチの味付けを研究する中で、本場の韓国
料理の味付けを家庭でもできるよう、つけるだけ、
かけるだけのタレシリーズを開発。韓国伝統の味
を大切にしながら、新商品の開発にも余念があり
ません。なるべく化学調味料は無添加にして食材
の持つ本当の味を安心して味わっていただき、旬
の野菜の自然な旨味を感じていただきたいと、食
材や手作りにこだわって製造しています。また、放
射線検査、金属検出器による異物検査を行い、
安全が確認された商品を提供しています。

福島産で多様化する消費者ニーズに合わせた商品開発を

近年の家計調査によると、１か月の調味料に対する平均支出金額の推移
は増加傾向にあり、将来的にも安定・拡大傾向にあると言えます。今後
は主婦層を中心に、市販品の焼肉のタレに物足りなさを感じている方や
万能タレとして使いたい方、時短料理に活用したい方向けに展開していく
予定です。というのも既存で流通する市販品の焼肉のタレで使用されるフ
ルーツは、りんごを使用する商品が目立つものの、人それぞれ嗜好性が
違うという観点から、桃・梨・りんごなどバリエーションに富んだ福島県
産フルーツを使用した商品開発には大きな可能性があります。また、福島
県産品の風評払拭とPRするきっかけづくりを狙うために、福島県内・県
外の主要な土産店を始め、県内・県外の食料品スーパー・百貨店に対し
て市場拡大を図っていきます。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

タレの製造工程を改善するための新
しい設備の導入を行い、フルーツが
持つ固有の甘味や香りを活かした、
新感覚なタレの試作を実施すること
ができました。5 種類のフルーツを
原料とした、試作品のアンケート集
計総合評価の結果は、1位さるなし、
2 位桃、3 位梨、4位りんご、5 位
ぶどうの順となりました。タレ作り
を通して福島県産フルーツの付加価
値向上を図っていけるという確信を
得られたほか、フルーツ特有の食味・
風味について受けた指摘もあり、事
業化に向けてさらに美味しさを追求
しながら、新たなコンセプトの新商
品開発を進めていきます。

酸味のある「さるなし」が
目新しさとおいしさで一番に

「一つひとつ手作り」を
効率化してスピードアップ

福島県産のフルーツが持つ甘味や
香りを活かした焼肉万能タレを試
作することにしましたが、現在の工
程では家庭用調理器具の使用や手
作業、機械の処理能力などにより、
時間あたりの仕込み量が少なく効
率・生産性が低下していました。そ
こで、タレの製造工程を改善するた
めの新しい設備を導入することにし
ました。また、試作を行って、18名（男
性 10 名、女性 8 名）を対象にした
アンケートを実施。食感、味、香り、
万能性、商品力、訴求性、バラン
ス感、地域色に区分して5（大変良
い）から 4（良い）、3（まあまあ）、
2（悪い）、1（大変悪い）までの 5
段階評価を行いました。

震災後の催事等の出展で福島県産
の風評被害にあった経験から、福
島県産を強くアピールできる商品開
発を実施し、福島県の PRと風評
の払拭に一役買いたいとの考えをこ
れまで抱いてきました。福島県は、
全国有数のフルーツ王国です。そこ
で、福島県産のフルーツに着目し、
フルーツを活用した新商品「フルー
ツ入り焼肉のたれ」を今回新たに開
発することを着想しました。ついて
は、試作開発を行う上でタレの製造
工程の見直しから始めたところ、食
材の仕込みから始まり、攪拌、充填、
打栓、殺菌という流れのうち、手作
業の攪拌以外は作業内容に問題が
ありました。

地元のフルーツを使って
福島県産をアピールしたい

17  
平成 28年度
補助事業

革新的サービス

福島県産のフルーツ入り無添加
の新感覚な焼肉万能タレの開発
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

取締役専務　中上誠

当社の事業内容

●代表者 代表取締役 ‒ 中上　剛 ●設立 昭和 36 年
●資本金 2,800 万円 ●従業員 54 名
●URL https://www.offi  ce-nakagami.co.jp/

〒 961‒0835　福島県白河市白坂鶴子山 66 番地 1
TEL. 0248-28-2942 　　FAX.  0248-28-2922

株式会社 中商

明治20 年の創業以来、「限りある資源を大切に」
をスローガンに掲げ、資源の有効活用に取り組
んできました。昨今、地球は深刻な環境破壊に
悩まされ、環境問題がさらに厳しく問われてい
る状況です。先祖から引き継いできた環境を、
よりよく将来の世代へ確実に引き継いでいく義
務を果たすために、これからも、廃棄物から出
きるだけ多くの資源を回収し元の素材に戻して、
循環系社会を推進していきます。また、廃棄物
発生の抑制に努めて汚染から地球を守り、リサ
イクルに取り組んで限られた資源を大切にして
いきます。

他社に先んじた小型プレス技術を足掛かりに大きく展開

本事業で確立した小型プレス技術を強みとし、小型電炉への転換を図っ
た国内電炉メーカーに対して、新しい製鋼原料の品質基準を提案していく
計画です。普通鋼電炉メーカーの設備投資に関する情報は、日刊鉄鋼新
聞に掲載されることが多いため、営業担当者は日常的に新聞より情報を
収集し、その情報をデータベース化して、グループウェアで共有すること
としました。現在、日本国内で発生する金属スクラップのうち65%のみ
が国内で製鋼原料として利用されており、残りの35%は海外に輸出して
います。電炉小型化により普通鋼の用途を広げることは、国内でのスクラッ
プリサイクル率を高めることに直結し、循環型社会の形成を促進すること
が出来るため、小型電炉に適した製鋼原料を供給できるよう、新製品の
開発と優位性のアピールを今後も継続していきます。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

国内普通鋼電炉メーカーが導入し
た、小型電炉に投入可能なサイズの
金属スクラッププレス加工品の製造
技術を確立しました。これにより、
金属スクラッププレス加工品の付加
価値向上と納入先との取引拡大の
可能性が高まりました。ただし、破
砕鉄と雑品については、純度が不
十分であることが判明しました。そ
こで、金属スクラップの純度向上技
術の確立のため、分別基準書（金
属スクラップ買取品質基準）を制定
して、買取段階での標準化を図って
いくこととし、また、この基準を用
いての教育訓練や力量認定の実施
は、技術と意欲のアップが期待され、
さらに純度の向上につながるものと
見込んでいます。

新製品の製造技術を
多角的に極める

新しい設備と知識の導入で
安定的に生産する道を拓く

電炉設備更新後の普通鋼電炉メー
カーの要求に応えるためには、高純
度小型プレス製鋼原料を加工する
技術をいち早く確立して、競争力を
高める必要があります。しかしなが
ら、純度の高い鉄原料を弱いプレ
ス圧で圧縮する加工は実績がなく、
製鋼原料の純度を上げるための選
別技術や、金属スクラップをプレス
機に投入するための荷役技術およ
び弱いプレス圧で製品を仕上げるた
めの圧縮技術について確立と標準
化をしなければなりません。そこで、
今回、鉄プレス圧縮技術の知見を
持った専門家を活用しながら、設備
導入と技術確立を進め、試験用サ
ンプル品を製作しました。

金属スクラップを原料として鉄鋼
を製造する国内の普通鋼電炉メー
カーは、アジア各国の電炉メーカー
との差別化を図るために、電炉を小
型化し多品種少量生産への切り替え
を進めています。国内電炉メーカー
に製鋼原料を納入する再生資源業
界は、純度向上とサイズの小型化が
厳しく求められ、今後小型プレス品
の需要が高まると考えられます。当
社の金属スクラップの純度は競合に
比べて高い方だと自負していますが、
将来的に国内電炉メーカーが求める
スペックには到達していないだろう
ということと、主力商品は切断品で
あるためプレス品に対応できないと
いう問題が見えていました。

高純度の小型プレス品に
需要が変化の兆し

電炉小型化を見据えた高純度小型鉄
プレス製鋼原料生産工程革新事業
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　根本昌明

●代表者 代表取締役 ‒ 根本昌明 ●設立 昭和 47年 5月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 37名
●URL https://www.kodaimokuty.co.jp/

〒 969-1111　福島県本宮市本宮字作田台 68-1
TEL. 0243-33-5381（代） 　　FAX. 0243-33-6780

株式会社 光大産業

創業者である故根本庄次の木工業の経験を基
に設立した、家庭用木製品の総合メーカーです。
以来、製品企画開発・製造・流通まで一貫した
ものづくりを行い、時代のニーズに対応すべく
設備の近代化とIT化を進め、新製品の開発と
市場の開拓に努めてきました。また、森林保護
に意欲的に取り組み、産地を明確にした安心な
製品を提供しています。平成４年には、モクティ
倶楽部の登録商標を取得し、地球環境に優し
い木製品造りのため間伐材の有効利用を開始し
ています。平成 17年には、環境に配慮した木
材の適切な使用をするためにFSC® 認証制度
の CoC 認証を取得し、より地球環境に配慮し
た取り組みを続けています。

暮らしのさまざまなシーンで木製品を活躍させていく

現在、日本ではバイオマスプラスチックが製品化された日用品の市場は、まだ
ほとんど形成されてない状況です。一部竹のバイオマスプラスチックで乳幼児
用の食器類が出ていますが、檜バイオマスプラスチックによる商品は、市場に
存在しておりません。そこで、抗菌作用が高いという特性を活かした製品の開
発を行って、一般家庭用品としてはカテゴリーショップやホームセンター市場で、
業務用品としては介護用品展示会等で販路の開拓を進めるほか、将来的に
は、衛生用品のOEM供給にも進出する予定です。また、檜オイル原料につ
いては、木製家具の保護剤としての利用や、ひのきの香りのする雑貨品の開
発を進めております。更に消臭スプレーの開発も行っております。今後は、家
庭用品、業務用品を問わずさまざまな生活環境の改善に寄与するだけでなく、
次世代に繋ぐゼロエミッションをより推進していきたいと考えています。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

檜鉋屑の微粉砕装置での粉砕では、
微粉砕粒子精度が目標平均値を上回
る値が得られ、より良い練和での檜バ
イオマスプラスチックペレットの生産に
つながるものとなりました。公的機関
でのテスト結果により、適合性、耐熱性、
Ｏ157に対する抗菌および抗菌活性
値が基準の倍以上あることが証明さ
れ、抗菌に効果的との判断がでました。
また、季節や木材の含水率で採取量
が左右されますが、檜アロマオイル抽
出装置で檜アロマオイルと檜蒸留水の
分離採取を安定的に行えることがわか
りました。この檜蒸留水に含まれるα-
ﾃﾙﾋ ﾈ゚ｵｰﾙ・ﾃﾙﾋ ﾈ゚ﾝ -4- ｵｰﾙの成分によ
りアンモニア（体臭）、トリメチルアミン（魚
の腐った匂い）への消臭効果を活用し
た発展が期待されています。

成分検査で見えてきた
製品化の広がり

技術指導や共同開発で
未経験をカバー

バイオマスプラスチックのペレット
作成に必要な粉砕粒子の数値は檜
で取得したことが無かったため、檜
鉋屑の粉砕装置を導入し複数の粒
度を試しての開発となりました。檜
アロマオイルの抽出については簡易
採取方法しかノウハウがなく、関連
する文献を参照しながらオイル抽出
業者等の装置を見学し、木材乾燥
機メーカーと共同で既存乾燥装置
との連携可能な抽出装置の開発を
行っています。また、檜バイオマス
プラスチックによる試作プレートと
導入した弁当用金型で作成した製
品、および檜オイルの成分や抗菌
性、耐熱性などについての検査を
公的機関に依頼しました。

製造過程で出る木屑は、近隣の畜産
業者に譲って有機肥料として近隣の田
畑に使って頂いております。木屑の他の
利用方法としてバイオマスプラスチック
を知ったのは、東日本大震災後の風評
被害克服のために出展した展示会での
ことでした。檜のバイオマスプラスチッ
クを作るには、檜鉋屑を微粉砕した後
プラスチック原料と混ぜ合わせてペレッ
トを作成して固めますが、製品化へ向け
ての課題である安定した檜鉋屑の微粉
砕粒子精度を獲得し、抗菌性や耐熱
性の確認をしなければなりません。また、
木材乾燥炉から排出される水蒸気を有
効利用するために抽出した檜のオイルと
蒸留水を、ナチュラルフローラルウオー
ターとして供給できるように成分及び効
能検査を行う必要性を感じていました。

バイオプラスチックとして
檜の廃材を有効利用したい

檜バイオマスプラスチックの開発生産と檜精油
の抽出を通して、生活環境改善に貢献する事業
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　須藤厚志

当社の事業内容

●代表者 代表取締役 ‒ 須藤厚志 ●設立 平成 17年６月
●資本金 300 万円 ●従業員 13 名
●URL https://scissorhands.asia/

株式会社 シザーバンズ
〒 969-0221　福島県西白河郡矢吹町中町 14 番地１
TEL. 0248-42-2239　　FAX. 0248-29-8133

理容所と美容所の併設した店舗を矢吹町中町地
区に開業したのが平成 17年。その後、平成 27
年に、隣町である鏡石町本町地区に2号店を開
業。当社の強みは、理容所と美容所を併設して
いることにより、本来それぞれ違う業務の範囲（理
容であればカットやシェービング／美容であれば
メイクやパーマ等）をお客様のニーズに合わせて
提供できる点にあります。最大の特徴としては同
地域内では最大規模の理美容所であり、他店に
比べスタッフ数も多いことから、予約無しでも待
たずに施術が可能であり、あらゆる世代に対応
できる知識や技術を有している点です。経営方針
は、「安い・早い・うまい」。家族全員で利用する
ことができ、地域のみなさんから愛され、地域で
のつながりを大切にするお店を目指しています。

スタッフのモチベーションを上げることが、顧客満足を向上させる

「まごのてネットワーク」は、働きたいが家庭の事情等によりフルタイムで
勤務できない方が、自分で働き方を決めることができるシステムを構築す
るものであるため、新規雇用に大きく貢献できます。当面の目標として専
門スタッフの確保と潜在的有資格者の掘り起しを進めていくとともに、資
格取得等のキャリアアップ支援や常用雇用への転換等の内部の受け入れ
態勢を整備していきます。これらの実施により、働く意欲が湧く職場を目
指し、スタッフの満足度が上がれば利用者の顧客満足度の向上にも繋がっ
ていくと考えられます。現在、行政や町内社会福祉協議会へ定期的に訪
問し、当社の認知度向上と利活用に向けての営業活動に注力しています。
町内や近隣町村の介護施設から説明要請があり、福島県全域での販路
拡大に結び付けていく大詰めを迎えているところです。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

オリジナル車椅子導入による訪問
理美容では、自宅に居ながら散髪、
洗髪の施術を受けられることから、
利用者へのサービスが飛躍的に向
上しました。実際に使用したスタッ
フの評価でも、実用性・機能性・
安全性・操作性いずれにおいても
基準を達成しています。さらに、同
設備の重量や操作性の不便さでは
改良の余地を残すも、利用者の安
全を第一に考えると、安心して施術
を受けていただくためには致し方な
い面があります。また、理美容師の
潜在的有資格者の雇用については、
今回のビジネスモデルの核ともいえ
る訪問理美容専門のスタッフを確保
することができました。

訪問理美容専門スタッフが
オリジナル車椅子で施術

訪問理美容分野に
新しいビジネスモデルを構築

理美容師の潜在的有資格者の求職
動向や市場動向・顧客ニーズに加え、
法改正等の社会的側面を踏まえて、
需要拡大中の訪問理美容に着目し
新たにシステムを構築しました。そ
れが、「まごのてネットワーク」です。
これは労働者の勤務条件に合わせ
て、自宅から直接お客様のところへ
訪問施術を行うシステムです。同時
に、主として利用が想定される高齢
者や要支援・要介護者、および介
護支援者への訪問理美容で、重度
の要介護者の場合、車椅子に移動
して椅子に乗ったままの状態で散
髪、洗髪が受けられるように「訪問
理美容専用シャンプー台付車椅子」
をオリジナルで開発、導入しました。

当社の理美容師の有資格者の雇用
状況は慢性的な人材不足にあり、
特に理容においては深刻な状況で
す。このような状況の中、今後大き
く成長していくためには、理美容師
の有資格者の雇用の維持拡大を図
ることが大きな課題です。元理容師・
元美容師が辞めた理由についてのア
ンケート調査結果によると、仕事自
体が嫌いになったのではなく、あく
まで給与や勤務時間に対する不満
など、一般的に労働環境によるとこ
ろが大きいと見られます。労働者の
定着こそが成長する上で必要不可欠
な要素であり、労働者のモチベー
ションの向上と労働環境の整備に取
り組んでいく必要がありました。

理美容師の潜在的有資格者の
雇用を確保し安定させる

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
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表　関根健裕

●代表者 関根健裕 ●設立 平成 29 年 6月
●従業員 1名

〒 967-0004　福島県南会津郡南会津町田島字後町甲3983
TEL. 090-2277-9069 　　FAX. 0241-62-0730

南会津マウンテンブルーイング

「地域に愛される美味しいクラフトビールの製造
販売」というコンセプトのもとに、平成 29 年 6
月に事業を開始した南会津初の醸造場です。ク
ラフトビール（発泡酒）醸造に先立ち平成 29
年 10月より、クラフトビールの地域への紹介と
認識を深めるためにビールバー（飲食店：ビア 
フリッジ）を開店しました。国内外のクラフトビー
ルを常時６種類楽しめます。店内のカウンター
や床、コースターに至るまで、醸造長が製材所
の社長ということもあり南会津の広葉樹が使わ
れています。平成 30 年 2月 21日に発泡酒免
許を取得し、初仕込みは平成 30 年 3月26日。
将来は「南会津産ホップ」を生産して、原料と
して使っていきたいという希望もあります。

高品質な福島県会津産クラフトビールで地域活性を目指す

日本のビール市場が縮小を続けている中でも、クラフトビールにおいては
第一次ビールブーム同様の脚光を浴び、地ビール製造業の販売数量は増
加傾向が続き市場は拡大しています。今後の新たな展開として、競合他
社との差別化を図るために、「会津らしさ」を演出する高品質な会津産の
果実やハーブ（木材・山菜・野草）を使用した、完全オリジナルの高付加
価値クラフトビールの製造をする予定です。この福島県会津産の高品質な
クラフトビールを県内外へ流通させることにより、福島県会津産食品の震
災からの復興と原子力発電所事故の風評被害払拭へ取り組むことができ
ます。また、自社の売上高を拡大させることはもとより、事業拡大に伴う
雇用の創出を通して地域経済の発展、さらには地方創生を支えていきま
す。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

実際に試運転を行ったところ小瓶
（330ml）を約 200 本／時で充填で
き、今まで全く製造生産ができな
かった瓶詰商品の製造生産が可能
になりました。また、設備導入した
一連のラインで生産した瓶詰ビール
が樽詰ビールと比べて品質の違いが
無いかどうかについて、飲食店、小
売販売店店主（南会津町内外 5名）
によるヒアリングを行いました。香
り、フレッシュ感、透明感（色合い）、
のどごし（炭酸付き）、味わいの４点
について検証しましたが、樽より瓶
詰が劣ることはないと、全ての飲食
店、小売販売店店主より高評価を
得る結果となり、フレッシュな味わ
い香りを持つ品質の良い商品となり
ました。

製造の効率化と
高品質保持の実現

販路開拓のために
樽詰に加えて瓶詰を製造

クラフトビール（発泡酒）の品質の
維持と安定的な供給（需要への対
応）のためには、樽詰・出荷におけ
る製造工程の改善をしなければなら
ず、新たな販路開拓（小口購入）の
ために瓶詰から打栓までできる設備
を導入しました。現状の樽詰（容量
15L）の工程とは別に、発泡性充填
機を使用して小瓶（330ml）充填を
検証し、今まで全く製造生産がで
きなかった瓶詰商品の製造生産を
試みました。また、リンサー・フィ
ルター・瓶詰機・コンプレッサー・
打栓までの一連のラインに新設備
を導入して、高品質なクラフトビー
ルの瓶商品を安定的に生産するこ
とができるかについても検証しまし
た。

主要商圏である福島県南会津郡の
人口が減少していく中、今後持続的
発展を遂げていくためには、土産品
の開発や首都圏や大都市での販売
拡大に取り組むことが重要です。当
醸造場のビール（発泡酒）は、酵母
が生きている無濾過の要冷蔵商品
で樽のみの提供です。そのため樽
詰の工程で瓶詰ができず販売先が
飲食店などに限定され、多くの個
人客の少量購入・土産品購入への
提供機会を逃しています。また、地
元産果実果汁を使ったクラフトビー
ル（発泡酒）の需要は増加していま
すが、既存の樽詰・出荷設備では
小口対応できないことから効率が悪
く、安定的な出荷に繋がっていませ
んでした。

製造工程の不備から生じる
さまざまな損失

地元産果実果汁を使った発泡酒販売
拡大のための瓶詰機設備導入事業
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

代表取締役　遊佐憲雄

土木工事を中心に、地盤改良・土地調査、造
園、舗装、産廃処理、建築、塗装、解体のほか、
汚染物資の除去、太陽光発電などの再生可能
エネルギー活用まで、多岐にわたって手掛けて
います。また、地域で使用されなくなった農地
の活用からマーケットの開拓・流通・販売まで
をトータルで行い、地域・環境に貢献するマル
ナカファームも運営。基本理念の「“人と地球に
やさしい環境 ”の創造と保全を目指す」に基づ
いて、地球環境に関する調査研究や建設に伴う
環境汚染制御技術などの研究開発にも取り組
み、その技術を通して地球環境に役立つシステ
ムの提案を行っています。

●代表者 代表取締役 ‒ 遊佐憲雄 ●設立 平成 9年
●資本金 2,000 万円 ●従業員 52 名
●URL http://www.marunaka-k.jp/

〒 969-1404　福島県二本松市油井字長谷堂 69 番地
TEL. 0243-54-2869　　FAX. 0243-24-1169

有限会社 丸中建設

地盤改良工事が関わる市場はますます拡大し、民間だけでなく公共事業
においても、ゲリラ豪雨、異常気象等による土砂・風・水災害での要請
が多くなると考えられます。通常、地盤改良工事従事者は数年単位での
現場経験を必要としますが、導入したWILL 工法はリアルタイムに管理
できる専用管理装置を搭載し、タッチパネル方式のため操作が容易とな
り、オペレーター負担が軽減します。しかも、比較的短期間の研修にて
オペレーターとしての能力を取得できるため、新規雇用にも繋がるものと
考えています。WILL 工法の展開としては導入して1～2年間は福島県内
での実績を積み、その後日本全国へ広げることを想定しています。また、
WILL 工法自体の売上高は導入時点より5倍程度の増加を見込んでおり、
併せて、海外進出を前提とした情報収集の開始も予定しているところです。

海外進出を視野に、新工法の実績を積み上げる

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
30
年
度

平
成
25
年
度

平
成
29
年
度
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今回導入したWILL 工法用地盤改
良機は、汎用のバックホウにアタッ
チメントとして取り付けが可能であ
り、経済的にもコストを大幅に軽減
することができます。確認掘削作業
で重要な項目の一つが掘削数量（深
度）であり、いかに精度よく掘削で
きるかがポイントです。操作性はも
ちろんのこと、品質管理の面でも、
掘削深度、角度、セメント流量等を
運転席に座ったまま、管理画面上
の確認によって調整が可能となって
おり、オペレーターの経験等に依存
することなく施工を行えます。以上
のことから、今後の精度向上や受
注向上に大きく前進したと思われま
す。

コスト面と使いやすさからも
最適なWILL 工法

視察研修や情報収集を
綿密かつ着実に進める

３つの地盤改良工法のうち中層混
合処理工法は最も新しく、施工する
企業は少数で、かつ市場は大きく拡
大している分野です。未参入ですが
中層混合処理工法にターゲットを絞
り、まず JETRO（日本貿易振興機
構）および銀行筋から情報収集を
開始しました。東南アジアや九州で
市場の視察研修を行ったほか、全
国の中小建設会社のネットワークを
立ち上げ、情報収集と市場確保の
基盤整備に取り組みました。その際
中層混合処理工法は、シェア８割の
パワーブレンダー工法に施工上の問
題があることがわかり、それに代わ
るWILL工法を事業化することとし、
専用機の導入へと至りました。

道路・建物などの公共施設や民間
のコンクリート重要構造物などにつ
いて、地震による液状化や不良地盤
による不同沈下が問題となっていま
す。東日本大震災以降、その影響
は顕著になっており、対策として地
盤改良工事の需要が高まっていま
す。一般に、地盤改良工法は、改
良する地盤の深度に応じて３つ（浅
層、中層、深層）の工法にそれぞ
れ分類され、そのうち一般的な地
盤改良工法である浅層混合処理工
法と深層混合処理工法の２つを事
業として営んでいます。最近の地盤
改良業界は、需要が増加傾向にあ
るため同業者も増え、地盤改良事
業における他社との差別化が当社の
喫緊の課題となっていました。

地盤改良工事業界での
生き残りを掛けて

地盤改良工事の内、中層混合処理工法の問題点を解決
した「WILL工法」の確立による新たなサービスの提供
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会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

当社の事業内容

●代表者 代表取締役 ‒ 渡邊守栄 ●設立 平成３年 4月
●資本金 300 万円 ●従業員 16 名
●URL http://www.shirakawadaruma.com/

〒 961-0901　福島県白河市明戸 81
TEL. 0248-22-7060　　FAX. 0248-27-0888

有限会社 幸栄

代表取締役　渡邊守栄

販売店舗：白河だるま総本舗「渡辺だるま店」

福島県の伝統工芸品に指定されている「白河だ
るま」の製造および販売を行っています。歴史は
古く、江戸中期に初代半次郎が瓦屋として創業。
その後、江戸末期（約 300 年前）に「白河だる
ま」の製作を始めたのが発祥です。江戸時代に
おいて、紙はとても貴重なもので、無駄にすると
いう概念は無かったため、城下で使用された紙
の再利用として「白河だるま」は製造されていま
した。以来、「白河だるま」は再利用の精神、エ
コフレンドリーの考えに基づいて製造され、地域
の人々に親しまれ続けています。白河市内に２拠
点の工場（萱根第一工場・八竜神第二工場）を
構え、同市中心市街地である横町に、観光客の
受け入れを行える建物の整備を行っています。

伝統工芸品の現状の打開へ向けて、先鞭をつける

だるまの原点に立ち返り環境に配慮した取り組みの一環として、回収紙
や廃棄紙をリサイクルした環境配慮型だるまの絵付けキットの製造を推進
し、SDGsを基軸とした環境への配慮を大切にする層のさらなるニーズ
の把握に努めます。また、製品の改善、販売チャネルの見直し、拡大お
よびアフターサービスの提供などを通じて顧客満足度を高め、当社の収
益に貢献する事業の柱にすることを目指します。販売方法としては、自社
ECサイトの開設やポップアップイベントの開催、子供に人気のあるカプセ
ルトイを使用したキッズイベントや国内外の展示商談会への出展を試み、
さらには外国人旅行客や修学旅行客向けの体験型商品としても活用して
いきます。これら付加価値を生み出す働きかけは、コモディティ化してい
る市場から脱出する先駆的事例となり得ると考えています。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

国際認証紙を材料としただるまの生
産ラインを確立することができ、従
来の製造ラインに比較して原料処
理の全製造工程において約４倍の
処理が可能となりました。また、新
設備では専用ラインを確立したこと
で原料の入替工程がなくなり、パル
パーの清掃に要する時間が８時間を
要していたものが皆無になるととも
に、清掃時に発生していた処分が
必要な原料ロスを約 100％削減し、
加えて、原料処理に要する時間も現
状と比較して約75％削減できること
も確認できました。これにより、生
産性の向上の目途が立ち、かつ、
新規顧客を増加させて売上増につ
なげる体制が整いました。

国際認証紙の生産は専用の
ライン化で円満解決

製造ラインをリニューアルし
無駄を取り除く

国際認証紙商品を製造する小型パ
ルパー内に、国際認証紙製品以外
の材料が混入してはならない。その
ため、使用していた原料の破棄や
パルパー内や貯蔵タンク内の掃除を
行うのに約８時間を要していました。
しかも原料ロスの発生で、工程管
理に大きな負担が掛かっています。
また、この小型パルパーは処理能
力が低く、国際認証紙を液状にす
るのが難しいという欠点がありまし
た。これらを改善するため、新規で
国際認証紙専用パルパーを導入し、
専用の製造ラインの確立を図りまし
た。これにより、製造工程における
無駄をなくし、物的・人的なロスの
削減を目指しました。

伝統工芸品産業は、需要の減少と
海外からの安価な輸入品の増大に
より価格競争が発生し、利益縮小
傾向にあります。だるま産業におい
てもベトナムや中国からの輸入品が
増大し、現状では品質が低いもの
の年々差が縮まっています。将来的
な対応として、製品の新たな付加価
値の増強と差別化する方向性を打
ち出すことが必要と考えていたとこ
ろへ、製紙関連の取引先企業から、
だるまの原料となる回収紙を使用し
環境に配慮しただるまの製作がで
きないかとの依頼がありました。そ
こで、新たな事業として国際認証紙
を材料として作られた、白河だるま
の絵付けキットの製造を開始しまし
た。

白河だるまのブランドを
揺らぎのないものに

パルパー導入による
国際認定商材専用の生産体制の確立
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当社の事業内容

会社概要　Company introduction

今後の展望　Future outlook

●代表者 代表取締役社長 ‒ 渋谷修一 ●設立 昭和 18 年１月
●資本金 1,000 万円 ●従業員 12 名
●URL https://fyk.jp/

〒 960-8162　福島県福島市南町 251番地の１
TEL. 024-546-2893　　FAX. 024-546-2895
（工場）〒 960-2154　福島市佐倉下字笊内16-7
TEL. 024-593-5961　　FAX. 024-593-5962

有限会社 福島熔材工業所

代表取締役社長　渋谷修一

佐倉工場

75 年以上にわたる豊富な経験と実績に裏付け
られた接合技術を用いて、他企業では解決でき
ない製品に対応しています。徹底して人の手によ
る製造を行い、顕微鏡レベルでのマイクロ接合
技術は、半導体及び精密医療機器、電子デバ
イス分野において、信頼性の高い製品を生み出
しています。それを支えているのは、創業当初
から伝わる被覆アーク溶接棒メーカーとしての
溶接技術です。モノ同士を接合する技術は今日
ますます進化しており、日々研鑽を重ねています。
新しく産業用ドローン組立自律調整や精密医療
機器の設計・製造にも進出し、経験に裏付けら
れた技術を新しい産業にも応用することにより、
暮らしの安心を確かなものにしていきます。

高い保有技術の認知度アップを狙って、さらなるPR 活動

熱電対ヒーターチップは従来の供給先である半導体分野に限らず、中長
期的に拡大している医療や電子部品、光ファイバー等の通信関係の分野
などに幅広く活用される技術であり、その根幹を支える製品となることか
ら、受注は今後も増加が大いに見込めます。そこで、各取引先に新技術
導入を案内し、取引先への啓発強化と具体的な案件の掘り出しを行いま
す。実際、大手企業が当社の高い溶接技術をベースにした熱電対ヒーター
チップ製造を期待しており、当社としてもしっかり需要に応えていける体
制を構築したいと考えています。また、熱電対ヒーターチップメーカーとし
て、その技術力と商品力を自社のHP上や「メディカルクリエーションふく
しま」を始めとする展示会でも積極的にPRを図って、新規取引先の開
拓も行いながら、受注増を目指していきます。
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課題　Issue 実施内容　Measures 成果　Results

導入機による検証により、コーナー
加工技術では、寸法精度に関して
は従来値と比較して 80％向上、面
粗さに関しては約 95.6％向上、自
動結線率については 30％向上と、
新技術によって目標以上の成果を
達成できました。また、材質につい
てはタングステンへの対応も可能と
なり、かつ、ヒーターチップの形状
に対して柔軟な対応が可能となった
ことで、顧客の要望にも耐えうる接
合方法が確立でき、パルスヒート接
合の高精度化・耐久性を支えるヒー
ターチップ部分を内製化する体制
が整いました。現段階で改良の余
地も残っており、事業終了後も新設
備の性能を引き出すため加工技術を
高度化していきます。

精度と耐久性を向上する
体制整備へ大きく前進

内製化に着手するための
技術力の強化も図る

熱電対ヒーターチップの内製化に向
けて、新たに最新のワイヤ放電加
工機を導入しました。この導入機は
ワイヤ電極による高精度加工の技術
の実現を図るために、自動結線技
術の向上、短絡等の発生を防ぐコー
ナー加工制御技術の導入、シャフト
リニアモータによる超精密送りの技
術向上が図られておりこれらを活用
するための体制を確立します。また、
導入機によるサブミクロン単位の数
値制御技術は精密加工用電極線と
の組み合わせにより、タングステン
材等への超精密加工が可能となり、
従来では困難であった微細加工を
検証することで増々高度化する顧客
のニーズに対応可能となります。

当社はパルスヒートユニットの熱電
対プラグとヒーターチップ部分に対
して溶接加工を担当していましたが、
昨今接合の高精度化・小型化のニー
ズが高まる中、当社に対する相談
は、溶接個所だけにとどまらず熱電
対ヒーターチップ全体の性能に関す
るところにまで拡大しています。こ
の理由は、メーカーから支給された
ヒーターチップの精度が悪く適正な
電流が流れず、当社で高精度の接
合ができなくなっているためで、パ
ルスヒートによる接合の高精度化と
摩耗への耐久性強化をする必要が
あります。しかしながら、現状の生
産体制で内製化を実現するには、
設計上の基準も満たさなければなり
ませんでした。

熱電対ヒーターチップの
性能悪化をさせる原因

超精密溶接技術を活かしたヒーターチップ
等の内製化による付加価値向上計画
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補助事業名 平成27年度補正
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

事業の概要・目的
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携し
て、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設
備投資等を支援

補助対象者 日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者

補助対象事業

【革新的サービス】、【ものづくり技術】の2つの類型
それぞれについて「1. 一般型」、「2. 小規模型」、「3. 高度生産性向上型※」がある。
※高度生産性向上型については、「IoT 等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」
5%を達成する計画であること。

補助上限額及び補助率

類型 補助上限額 補助率

一般型 1,000万円（設備投資が必要）

3分の2以内小規模型 500万円（設備投資可能）

高度生産性向上型 3,000万円（設備投資が必要）

公募状況

１次公募 公募期間　2016.2.5~4.13
採択件数　116件　　　確定件数　109件

２次公募 公募期間　2016.7.8~8.24
採択件数    　6 件　　　確定件数　 　6 件

合　　計 採択件数　122件　　　確定件数　115件

補助事業名 平成28年度補正
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

事業の概要・目的
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新
的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投
資等の一部を支援

補助対象者 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者

補助対象事業

【革新的サービス】【ものづくり技術】の2つの対象類型
それぞれについて、「第四次産業革命型※」「一般型」「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の
事業類型がある。
※第四次産業革命型については、「IoT・AI・ロボットを用いた設備投資」を行うこと。

補助上限額及び補助率

類型 補助上限額 補助率

第四次産業革命型 3,000万円（設備投資が必要） 3分の2以内

一般型 1,000万円（設備投資可能）
3分の2以内
※雇用増（維持）をし、5%
以上の賃金引上げについて
は、補助上限を倍増
※最低賃金引上げの影響を受
ける場合については、補助上
限をさらに1.5 倍

小規模型

設備投資のみ 500万円（設備投資が必要）

試作開発等 500万円（設備投資可能）

公募状況
１次公募 公募期間　2016.11.14~2017.1.17

採択件数　　88件　　確定件数　　86件

合　　計 採択件数　　88件　　確定件数　　86件

ものづくり補助金の概要

補助事業名 平成25年度補正
中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

事業の概要・目的
ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレン
ジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービ
ス開発、設備投資等を支援

補助対象者 日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者

補助対象事業
【ものづくり技術】、【革新的サービス】の2類型
それぞれについて「1. 成長分野型※」、「2. 一般型」、「3. 小規模事業者型」がある。
※成長分野とは、「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」とする。

補助上限額及び補助率等

類型 補助上限額 補助率

成長分野型 1,500万円（設備投資が必要）

3分の2以内一般型 1,000万円（設備投資が必要）

小規模事業者型 700万円（設備投資は不可）

公募状況

１次公募

【第1次締切】
公募期間　2014. 2.17 ~ 3.14
採択件数　　68件　　　確定件数　　60件
【第2次締切】
公募期間　2014. 2.17 ~ 5.14
採択件数　　97件　　　確定件数　　84件（うち連携体1件）

２次公募 公募期間　2014. 7. 1 ~ 8.11
採択件数　　83件　　　確定件数　　68件

合　　計 採択件数　248件　　　確定件数　212件

補助事業名 平成26年度補正
ものづくり・商業・サービス革新補助金

事業の概要・目的 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携し
て、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援

補助対象者 日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者

補助対象事業

【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資※】の3類型
その中で、【革新的サービス】については「1. 一般型」、「2. コンパクト型」がある。
※本事業に参画する事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企
業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実
施企業全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成でき
る計画であること。

補助上限額及び補助率

類型 補助上限額 補助率

革新的サービス
　一般型 1,000万円（設備投資が必要）

3分の2以内

コンパクト型 700万円（設備投資は不可）

ものづくり技術 1,000万円（設備投資が必要）

共同設備投資 5,000万円（設備投資が必要）
（500万円 /社）

公募状況

１次公募 公募期間　2015.2.13~5.8
採択件数　　99件　　　確定件数　　93件

２次公募 公募期間　2015.6.25~8.5
採択件数　　90件　　　確定件数　　86件（うち共同設備投資2件 )

合　　計 採択件数　189件　　 　確定件数　179件
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№ 補助事業者名
1 株式会社押田製材所
2 合同会社ドゥミール
3 株式会社モリヤマフードシステムズ
4 有限会社ハニー松本
5 堀越正恵（エステティックサロンＨＡＮＡ）
6 有限会社岩下商店
7 株式会社エクスファンディア
8 有限会社ファッションわらび
9 まがら洋菓子研究所有限会社
10 株式会社三恵クレア
11 有限会社相馬ブレード
12 シオヤ産業株式会社
13 株式会社タイヘイドライバーズスクール
14 株式会社ナプロアース
15 株式会社モリビューティコーポレーション
16 株式会社北福島タクシー
17 株式会社コスモラボ
18 酒井直樹（酒井歯科医院）
19 国権酒造株式会社
20 北都オーディオ株式会社
21 会津酒造株式会社
22 株式会社サンコウ
23 株式会社東鋼
24 有限会社藤製作所
25 診療化成株式会社
26 有限会社大内豆腐店
27 トヨタ工機株式会社
28 会津コスモス電機株式会社
29 株式会社片山製作所
30 株式会社日星製作所
31 株式会社髙橋庄作酒造店
32 株式会社ミウラ
33 有限会社大橋工業
34 有限会社サキダス
35 有限会社デンテックス会津
36 内池醸造株式会社
37 株式会社大和製作所
38 関口工業株式会社
39 株式会社松竹工芸社
40 株式会社金門光波
41 株式会社互省製作所
42 福島ＤＩ工業株式会社
43 有限会社藤橋歯車鉄工所
44 株式会社成光工業
45 株式会社スター精機
46 株式会社白井デンタル
47 株式会社ＮＡＫＡＮＯ
48 株式会社安秀会津
49 株式会社福島明工社
50 東日本酒造協業組合
51 株式会社コンド電機

平成25年度補正 補助事業者一覧
№ 補助事業者名
52 株式会社アリーナ
53 有限会社紺野機業場
54 藤寿産業株式会社
55 有限会社岡崎
56 谷電機工業株式会社
57 三進金属工業株式会社
58 ウツミ電気株式会社
59 株式会社川島製作所
60 丸隆工業株式会社
61 株式会社ｔｏｏｒ（連携体）
62 株式会社デザイニウム（連携体）
63 株式会社マストロ・ジェッペット
64 有限会社糸井火工
65 株式会社岡部
66 あぶくま食品株式会社
67 株式会社アイオンライン
68 高野精器有限会社
69 有限会社石山精機
70 共和工業株式会社
71 株式会社食菜工房
72 株式会社ＬａｓｉＱ
73 株式会社シマ商会
74 株式会社ＧｌｏｂａｌＡｓｓｉｓｔ
75 小椋正人（会津ふくろもの工房）
76 南産業株式会社
77 有限会社木紅木
78 東亜通商株式会社
79 株式会社サイトウ
80 株式会社丸峰庵
81 株式会社中商
82 株式会社丸峰観光ホテル
83 羽入縫製株式会社
84 株式会社相模鉄筋工業
85 パワー技研株式会社
86 松下敦（かぼちゃ薬局）
87 株式会社ふたば
88 有限会社熊野屋
89 有限会社エムズファクトリー
90 株式会社有明
91 株式会社会津工場
92 株式会社岡昇
93 株式会社安藤製作所
94 株式会社ヨコハマ吉倉
95 株式会社エルティフードサービス
96 曙酒造株式会社
97 有限会社トライ金型
98 古藤工業株式会社
99 有限会社福寿電気
100 有限会社白井木工所
101 有限会社西坂製作所
102 日昇工業株式会社

№ 補助事業者名
103 エイト工機有限会社
104 株式会社ルキオ
105 ケーツーモデリング株式会社
106 株式会社長谷川機械製作所
107 有限会社仁井田本家
108 株式会社保志
109 有限会社ファインテック
110 アクアクルー株式会社
111 東北ネヂ製造株式会社
112 株式会社長堀鉄工所
113 株式会社住田光学ガラス
114 株式会社丸北工業
115 西田精機株式会社
116 東邦ラス工業株式会社
117 日本機械技術株式会社
118 正栄工業株式会社
119 石橋工業株式会社
120 株式会社サミット
121 岩城ブロック工業株式会社
122 木村可鍛株式会社
123 株式会社エービー
124 株式会社ＤＩＰＳ
125 有限会社ホシ造形
126 トーコーケミカル株式会社
127 東日本ライテック株式会社
128 豊國酒造合資会社
129 株式会社アルテッツ
130 有限会社テクノ東栄
131 滝口木材株式会社
132 株式会社大水
133 船橋屋製菓株式会社
134 株式会社エイチ・エー・ティー
135 磯上歯車工業株式会社
136 株式会社シンテック
137 有限会社タツミ工機
138 エコボンド環境工学リサーチ株式会社
139 有限会社竹内漆器木工所
140 株式会社オギノ
141 有限会社神谷製作所
142 有限会社石川化成工業
143 神田産業株式会社
144 目黒プレス工業株式会社
145 大木産業株式会社
146 マクタアメニティ株式会社
147 株式会社まる善
148 株式会社ミナタック
149 会川鉄工株式会社
150 有限会社高橋工業
151 アベ食粉株式会社
152 株式会社亀饅
153 株式会社会津インターナショナルスイミングスクール

本誌掲載企業

補助事業名 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

事業の概要・目的 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援

補助対象者 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者

補助対象事業

【革新的サービス】と【ものづくり技術】の対象類型に区分
また、「企業間データ活用型※」「一般型」「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の事業類型が対象となる。
※企業間データ活用型は、複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を活用（共有・共用）し、連携体全
体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援。

補助上限額及び
補助率

類型 補助上限額 補助率 その他

企業間データ活用型

1,000万円
（設備投資が必要）
※連携体は幹事企業を含めて
10者まで。1者あたり200
万円が追加され、連携体参加
者数を乗じて算出した額を上
限に連携体内で配分可能

3分の2以内

※生産性向上に
資する専門家の
活用がある場合
は、補助上限額
を 30 万円の増
額が可能

一般型 1,000万円
（設備投資が必要）

2分の1以内
※先端設備等導入計画の認定を取得し
た場合は2/3以内
※経営革新計画を新たに申請し承認を
受けた場合は2/3以内

小規模型

設備投資の
み

500万円
（設備投資が必要）

2分の1以内
※先端設備等導入計画の認定を取得し
た場合は2/3以内
※経営革新計画を新たに申請し承認を
受けた場合は2/3以内
※小規模企業者の補助率 :2/3以内

試作開発等 500万円
（設備投資可能）

公募状況

１次公募 公募期間　2018.2.28~4.27　　　採択件数　110件　　　確定件数　103件

２次公募 公募期間　2018.8.3~9.18　　　　採択件数　　26件　　　確定件数　　24件

合　　計 採択件数　136件　　　確定件数　127件

補助事業名 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

事業の概要・目的 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組む生産性向上に資する革
新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援

補助対象者 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者

補助対象事業 【革新的サービス】と【ものづくり技術】の対象類型に区分
「一般型」・「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の事業類型が対象となる。

補助上限額及び
補助率

類型 補助上限額 補助率 その他

一般型 1,000万円
（設備投資が必要）

2分の1以内
※先端設備等導入計画の認定を取得した場
合は2/3以内
※経営革新計画を新たに申請し承認を受け
た場合は2/3以内 ※生産性向上に

資する専門家の
活用がある場合
は、補助上限額
を 30 万円の増
額が可能小規模

型

設備投資のみ 500万円
（設備投資が必要）

2分の1以内
※先端設備等導入計画の認定を取得した場
合は2/3以内
※経営革新計画を新たに申請し承認を受け
た場合は2/3以内
※小規模企業者の補助率 :2/3以内試作開発等 500万円

（設備投資可能）

公募状況

1次公募

【第1次締切】
公募期間　2019. 2.18~ 2.23　　採択件数　　2件　　確定件数　　2件
【第2次締切】
公募期間　2019. 2.18~ 5. 8　　 採択件数　86件　　確定件数　86件

2次公募 公募期間　2019. 8.19~ 9.20　　採択件数　23件　　確定件数　23件

合　　計 採択件数　111件　　　確定件数　111件
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№ 補助事業者名
91 株式会社クラフト
92 ミリオンテック合資会社
93 有限会社デンテックス会津
94 株式会社髙橋庄作酒造店
95 株式会社ノボル
96 有限会社佐藤精機
97 株式会社エクストエンジニア
98 有限会社村田工業所
99 東北江南株式会社
100 有限会社浦澤製作所
101 株式会社加藤螺子製作所
102 アサヒ電子株式会社
103 株式会社コアテック
104 株式会社松竹工芸社
105 有限会社高橋工業所
106 有限会社カシワテクノ
107 東洋シャフト株式会社
108 フジ紙工株式会社
109 株式会社ＴＴＣ
110 有限会社林製パン
111 株式会社ニュウワテック
112 株式会社長門屋本店
113 東邦ラス工業株式会社
114 株式会社東鋼
115 奥の松酒造株式会社
116 有限会社なかやパン店
117 株式会社長谷川製作所
118 有限会社金敷製作所
119 株式会社羽田製麺
120 株式会社佐藤機械工業
121 アサヒ通信株式会社
122 有限会社西坂製作所
123 冨澤木工所
124 東北ビルハード株式会社
125 秋山錠剤株式会社
126 株式会社大三
127 有限会社丸川製作所
128 興和鐵工株式会社
129 エンゼル産業株式会社
130 長尾工業株式会社
131 大七酒造株式会社
132 株式会社斎藤工機
133 株式会社福島石英
134 株式会社マルヤス工業
135 有限会社大橋精密
136 ソーワ精工株式会社
137 タカラ印刷株式会社
138 北都オーディオ株式会社
139 インターコネクトテクノロジーズ株式会社
140 松崎酒造株式会社
141 株式会社郡山製餡

№ 補助事業者名
142 末廣酒造株式会社
143 豊國酒造合資会社
144 株式会社ランプハウス
145 有限会社ヨネクラソーイング
146 株式会社吉城光科学
147 エス・エム・アイ株式会社
148 有限会社わたなべ
149 有限会社塚原製作所
150 有限会社ジョイテック
151 有限会社タツミ工機
152 株式会社吉成木工所
153 株式会社菅野漬物食品
154 有限会社ホワイトハウス
155 株式会社ドリームディレクション
156 株式会社ピーアンドエム
157 大木産業株式会社
158 株式会社キオラガーデン
159 和田装備株式会社
160 福福堂
161 有限会社斉藤製作所
162 食処くさの根株式会社
163 株式会社信濃屋
164 あぶくま食品株式会社
165 株式会社会津物産
166 株式会社夕月
167 アメリカヤクリーニング
168 株式会社神尾印刷所
169 株式会社NAKANO
170 株式会社ｄｒｅａｍＬａｂ
171 株式会社有紀
172 株式会社富久栄商会
173 有限会社薄商店
174 有限会社櫛田畳店
175 株式会社大黒屋
176 豊富産業有限会社
177 株式会社幸泉
178 福島県自動車車体整備協同組合（共同）
179 株式会社ニューオート（共同）
180 有限会社オートボディーマツカワ（共同）
181 株式会社三善自動車工業（共同）
182 福島県味噌醤油工業協同組合 （共同）
183 星醸造株式会社（共同）
184 国田屋醸造（共同）
185 玉鈴醤油株式会社（共同）
186 立谷味噌醤油店（共同）

№ 補助事業者名
1 有限会社白井木工所
2 六陽印刷株式会社
3 有限会社安齊商店

平成27年度補正 補助事業者一覧

№ 補助事業者名
4 株式会社ヨコハマ吉倉
5 会津コスモス電機株式会社
6 神田工業株式会社
7 株式会社永沢工機
8 株式会社ウチヌキ
9 豊國酒造合資会社
10 株式会社鈴木商会
11 株式会社長谷川機械製作所
12 ティエフオー株式会社
13 株式会社東鋼
14 有限会社武藤製作所
15 東新工業株式会社
16 株式会社エヌ・シー・ロード
17 診療化成株式会社
18 有限会社ファインテック
19 曙酒造株式会社
20 富士工業株式会社
21 昭和電器株式会社
22 株式会社福梁製作所
23 東北ネヂ製造株式会社
24 アサヒ電子株式会社
25 有限会社新港精機製作所
26 豊國酒造合資会社
27 有限会社メタルクリエイト
28 宮本補綴研究所
29 株式会社植田印刷所
30 株式会社双葉紙器
31 有限会社古殿製材所
32 平田屋
33 双葉運輸株式会社
34 エンゼル産業株式会社
35 有限会社クサカ鋼材
36 株式会社サンレディ
37 株式会社ミウラ
38 正栄工業株式会社
39 種まきうさぎ株式会社
40 三正工業株式会社
41 毎日製パン
42 タカラ印刷株式会社
43 ヒメジ理化株式会社
44 三宝製薬株式会社
45 有限会社オヌキ
46 株式会社長谷川製作所
47 株式会社テクニカルタテノ
48 株式会社郡山クロージング
49 佐藤鉄工産業株式会社
50 株式会社シモン
51 株式会社高野精機
52 日吉工業株式会社
53 株式会社エクストエンジニア
54 株式会社三栄精機製作所

本誌掲載企業

№ 補助事業者名
40 有限会社ヤマスギ食品
41 トラスト企画株式会社
42 有限会社ナコソフーズ
43 アルテクロス株式会社
44 有限会社三共印刷所
45 関東工業株式会社
46 鶴乃江酒造株式会社
47 宮泉銘醸株式会社
48 株式会社川島製作所
49 ハナブサ精密
50 有限会社栄真精工
51 合資会社喜多の華酒造場
52 橘工業株式会社
53 株式会社和光プロセス
54 カナザワ建具店
55 有限会社デンタルアコード
56 暮らしの科学研究所株式会社
57 佐藤篤歯科技研
58 株式会社ミウラ
59 有限会社上野台豊商店
60 洋電社総合電設有限会社
61 株式会社ｔｏｏｒ
62 内池醸造株式会社
63 株式会社ニッタ冷熱工業
64 とうふ工房分家奈良屋
65 丸隆工業株式会社
66 有限会社八島食品
67 東亜通商株式会社
68 小滝歯科医院
69 株式会社システムフォワード
70 有限会社ラッキー冷菓
71 株式会社イズムフーズ
72 株式会社河京
73 株式会社ヤマカワドライ
74 オフィス志賀
75 ファーストヘルステック株式会社
76 味の浜藤株式会社
77 有限会社古川コピーセンター
78 株式会社エルマーノ
79 株式会社林養魚場
80 合名会社大木代吉本店
81 株式会社追分
82 株式会社内郷館
83 藤カマンダーソフト株式会社
84 アルファスタイル
85 株式会社第一印刷
86 株式会社齋藤商店
87 シオヤ産業株式会社
88 株式会社羅羅屋
89 いわきデンタルアート
90 石川さくらカード協同組合

№ 補助事業者名
1 有限会社ウルトラパーツ
2 株式会社長谷川機械製作所
3 有限会社安齊商店
4 診療化成株式会社
5 常興工業株式会社
6 マイナーズジャパン株式会社
7 大田精工株式会社
8 ニダック精密株式会社
9 株式会社アベ化成
10 斎脩絹織物有限会社
11 有限会社ファインテック
12 株式会社シラカワ
13 株式会社彌満和プレシジョン
14 株式会社Ｙ・フジ
15 陽光社印刷株式会社
16 笹の川酒造株式会社
17 エスジーエス株式会社
18 会川鉄工株式会社
19 会津コスモス電機株式会社
20 株式会社クリエイティブダイワ
21 昭和電器株式会社
22 福島セラミック株式会社
23 有限会社新日本興業
24 有限会社サキダス
25 東成イービー東北株式会社
26 有限会社藤井製作所
27 有限会社福島路ビール
28 東日本酒造協業組合
29 ニューロング工業株式会社
30 株式会社ファイン電子機器
31 東工株式会社
32 株式会社アトック
33 レインボーファーム株式会社
34 株式会社相馬製作所
35 種まきうさぎ株式会社
36 有限会社飯田製作所
37 株式会社アリーナ
38 株式会社東光エンジニアリング
39 有限会社タカハシ産業

平成26年度補正 補助事業者一覧

№ 補助事業者名
205 佐藤泉太（民宿やまかのうや）
206 株式会社ダイテック
207 古宮縫製株式会社
208 株式会社テック
209 株式会社飛沢製作所
210 株式会社エイト
211 荒川産業株式会社
212 株式会社長谷川製作所
213 有限会社チューダー

№ 補助事業者名
154 株式会社三義漆器店
155 有限会社安彦染工場
156 有限会社ライト印刷
157 株式会社エル・ダイニング
158 株式会社岩村製餡工場
159 有限会社磐城飯店
160 株式会社夕月
161 株式会社大黒屋
162 株式会社高萩重機
163 ＴＮＫ株式会社
164 シコー株式会社
165 有限会社アポロン電子工業
166 エス・エム・アイ株式会社
167 東洋羽毛工業株式会社
168 牛川電子株式会社
169 株式会社石森製作所
170 渡部謙一（開当男山酒造）
171 山北調査設計株式会社
172 株式会社蔭山工務店
173 有限会社伊東パン
174 豊國酒造合資会社
175 株式会社高橋機工
176 末廣酒造株式会社
177 三正工業株式会社
178 有限会社エイシー技研
179 株式会社広野製作所
180 花泉酒造合名会社
181 大同石油株式会社
182 株式会社大越製作所
183 株式会社エムテック
184 野沢民芸品製作企業組合
185 林精器製造株式会社
186 株式会社アイデン
187 株式会社技建
188 笠原工業株式会社
189 タカラ印刷株式会社
190 アルファ電子株式会社
191 株式会社タマテック
192 有限会社高橋工業所
193 株式会社オウジ
194 中央精機株式会社
195 ワイケープレシジョン株式会社
196 有賀醸造合資会社
197 株式会社東洋特殊印刷
198 本多電機株式会社
199 株式会社ワタスイ
200 会津山塩企業組合
201 白河コスモス電機株式会社
202 株式会社吉城光科学
203 有限会社テクノサンショウ
204 株式会社齊組工業

本誌掲載企業
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本誌掲載企業平成29年度補正 補助事業者一覧
№ 補助事業者名
1 有限会社釘屋商店
2 株式会社光大産業
3 株式会社シザーハンズ
4 ひきち印刷
5 有限会社藤野機工
6 ふじ印刷株式会社
7 有限会社加藤板金工業
8 株式会社須賀川シューパーツ
9 有限会社吉田畳店
10 株式会社リード
11 株式会社土っ子田島ｆａｒｍ
12 株式会社アイビー
13 株式会社寿製作所
14 株式会社エバタ製作所
15 有限会社ミクロ精工
16 おぐらじ歯科医院
17 有限会社日乃出屋物産店
18 株式会社一十八日
19 宮沢歯科クリニック
20 野地株式会社
21 株式会社エムエムパッケージ
22 南会津マウンテンブルーイング
23 やまさ味噌こうじ店
24 山本商事株式会社
25 株式会社光陽社
26 有限会社佐藤製麵
27 小瀧技工所
28 宍戸歯科医院
29 有限会社アクト精密
30 株式会社佐川林業
31 大野農園株式会社
32 株式会社アステス
33 丸和精光株式会社
34 株式会社ライジング
35 有限会社矢内製作所
36 カーナデンタルクリニック
37 株式会社伊藤産業
38 株式会社ニッセイ
39 株式会社小野モータース
40 株式会社流紋焼
41 有限会社井筒屋
42 株式会社和知鐵工所
43 有限会社マルヨ建匠
44 共栄自動車整備協業組合
45 アド・エージェント
46 パーフェクトン株式会社
47 株式会社ファスナー産業
48 株式会社関根製作所
49 株式会社カノウ機械設計
50 ユニオンテック株式会社
51 合資会社大和川酒造店

№ 補助事業者名
52 株式会社小野工業所
53 高野歯科医院
54 有限会社岡部縫製
55 テックセイコー
56 根田醤油合名会社
57 株式会社米夢の郷
58 湯田木材株式会社
59 かたの歯科医院
60 有限会社佐島屋印刷所
61 有限会社矢祭自動車整備工場
62 有限会社高田木型製作所
63 株式会社福永
64 イービーエム株式会社
65 株式会社農
66 株式会社ａｇｒｉｔｙ
67 有限会社木村紙器製作所
68 株式会社NAKANO
69 株式会社中商
70 福島県環境検査センター株式会社
71 ハナブサ精密
72 豊國酒造合資会社
73 笹の川酒造株式会社
74 株式会社エヌ・ティー・エス
75 南産業株式会社
76 松崎酒造株式会社
77 株式会社第一印刷
78 有限会社白井木工所
79 株式会社会津技研
80 株式会社エヌ・シー・ロード
81 株式会社エルマーノ
82 日本伸管株式会社
83 エイト工機有限会社
84 正栄工業株式会社
85 ティエフオー株式会社
86 株式会社三橋商会
87 東邦ラス工業株式会社
88 有限会社佐藤製作所
89 三正工業株式会社
90 株式会社ヒロタテクノ
91 株式会社ケイエスエム
92 人気酒造株式会社
93 株式会社アイデン
94 株式会社福島明工社
95 有限会社ベルクール
96 有賀醸造合資会社
97 株式会社富久栄商会
98 合資会社喜多の華酒造場
99 株式会社松竹工芸社
100 有限会社塚原製作所
101 有限会社金敷製作所
102 会津紙工株式会社

№ 補助事業者名
103 株式会社太郎庵
104 株式会社社川製作所
105 ミドリ浅川衣料株式会社
106 有限会社サンエイオプチカル
107 株式会社ミューラボ
108 ＴＥＡ ＴＯ ＥＡＴ
109 株式会社都市技術
110 芳賀医院歯科室
111 有限会社上遠野精機製作所
112 株式会社斎藤自動車
113 根津鋼材株式会社
114 有限会社丸中建設
115 藤倉航装株式会社
116 有限会社ケーズコーポレーション
117 株式会社大河内メリヤス
118 有限会社ワタベ印刷所
119 すすむ歯科医院
120 アサヒ通信株式会社
121 有限会社高橋工業所
122 中央精機株式会社
123 有限会社クサカ鋼材
124 株式会社品川通信計装サービス
125 株式会社高野精機
126 株式会社マコト精機
127 株式会社佐藤機械工業

№ 補助事業者名
1 有限会社いわき自動車鈑金塗装
2 藤寿産業株式会社
3 有限会社さとう総合印刷
4 齋藤りんご園
5 株式会社ＣＩＡ
6 株式会社方南製作所
7 有限会社瀧口精工
8 有限会社ソーイング・リヴ
9 株式会社ＥＶＩジャパン
10 株式会社ＤｒｏｎｅＷｏｒｋＳｙｓｔｅｍ
11 レミーラ
12 有限会社アラカワ紙工
13 郡山チップ工業株式会社
14 デンティストワタナベ
15 株式会社ツボイ
16 株式会社日畜フード
17 鏑木ツール株式会社
18 株式会社星総合印刷
19 三森歯科医院
20 有限会社昇栄
21 磐梯酒造株式会社
22 橘内畳店
23 太田歯科技工所

平成30年度補正 補助事業者一覧

№ 補助事業者名
36 株式会社ケイエスエム
37 株式会社システムフォワード
38 株式会社カスガ
39 株式会社ミウラ
40 ケンタ電子工業株式会社
41 株式会社緑マーク
42 株式会社長谷川機械製作所
43 有限会社オートケア会津
44 古川プラスチック
45 株式会社エスポアール
46 有限会社そのべ
47 高保製薬工業株式会社
48 有限会社添田特殊印刷
49 診療化成株式会社
50 有限会社井上武道具店
51 アサヒ通信株式会社
52 小林豆富食品
53 福島パルス株式会社
54 有限会社高橋工業所
55 普代産業株式会社
56 有限会社鈴木鉄工所
57 有限会社和田印刷
58 有限会社塚原製作所
59 国権酒造株式会社
60 株式会社エヌ・シー・ロード
61 有限会社ベルクール
62 有限会社協栄精機
63 有限会社半沢塗装店
64 こまや合同会社
65 福島県環境検査センター株式会社
66 株式会社田中ニット鮫川工場
67 有限会社大島屋
68 目黒麹店
69 有限会社尾形自動車工業
70 大同石油株式会社
71 株式会社太郎庵
72 福島セラミック株式会社
73 株式会社グローバルファインドネットワーク
74 株式会社片山ゴム
75 株式会社芳賀沼製作
76 有限会社タツミ工機
77 有限会社ジーム
78 株式会社ヒロタテクノ
79 株式会社中商
80 ＬＳＩクーラー株式会社
81 有限会社めでたいや
82 株式会社ＨｅａｌｔｈｅｅＯｎｅ
83 有限会社東洋車体
84 有限会社ダイケン精機
85 有限会社石山精機
86 有限会社ユタカ自動車工業

№ 補助事業者名
1 有限会社ウルトラパーツ
2 有限会社三和精機
3 エイト工機有限会社
4 白河コスモス電機株式会社
5 有限会社福南自動車工業
6 三和精密有限会社
7 ニダック精密株式会社
8 荒井自動車株式会社
9 有限会社まるい
10 有限会社斎田鉄工所
11 三春縫製株式会社
12 クリーニング北沢
13 木村ミルクプラント株式会社
14 株式会社ＡＣＤＣ
15 斎須歯科医院
16 有限会社佐藤フライス
17 冨士シャフト株式会社
18 海楽亭
19 会津コスモス電機株式会社
20 株式会社ワイズ
21 かど屋
22 有限会社佐藤製作所
23 茜精密工業株式会社
24 豊國酒造合資会社
25 株式会社ワイエムシステム制御
26 有限会社よしだや
27 株式会社アクアマリンパークウェアハウス
28 有限会社いわきシンクウ
29 林精器製造株式会社
30 株式会社柳沼板金店
31 新井ハガネ株式会社
32 有限会社板倉工業所
33 株式会社伊達物産やまとフーズ
34 株式会社山製作所
35 株式会社川崎シール製作所

№ 補助事業者名
55 岩代工業株式会社
56 日本伸管株式会社
57 株式会社羅羅屋
58 白河銘醸株式会社
59 会津紙工株式会社
60 有限会社フジモールド
61 株式会社マルサン
62 株式会社増子建築工業
63 株式会社協栄製作所
64 林精器製造株式会社
65 マツモトプレシジョン株式会社
66 株式会社以輪富
67 会津酒造株式会社
68 有限会社西間木家具店
69 株式会社芳賀沼製作
70 株式会社エヌ・ティー・エス
71 有限会社千石石材工業
72 ふくしま農家の夢ワイン株式会社
73 有限会社モード藤
74 有限会社サクラ店装
75 有限会社中谷製作所
76 サンケミカル株式会社
77 暁精機株式会社
78 近藤パン店
79 大同精機株式会社
80 有限会社プラステック
81 株式会社ニッタ冷熱工業
82 株式会社三條屋
83 株式会社菅原善治商店
84 自然食品ばんだい
85 株式会社緑の杜
86 ひぐち歯科医院
87 有限会社半沢塗装店
88 株式会社福豆屋
89 株式会社プロジェクト二十一
90 有限会社ワークショップアライ
91 クリーニング北沢
92 佐久間クリーニング株式会社
93 有限会社クリーンボーイキクタ
94 有限会社クリーニング三愛
95 有限会社サクラクリエーション
96 株式会社江川米菓店
97 陸奥テックコンサルタント株式会社
98 福島訪問歯科医院
99 有限会社白虎食品
100 あい歯科クリニック
101 山菱水産株式会社
102 株式会社ＡＲＫＵＳ
103 株式会社三橋商会
104 株式会社ステラフーズ
105 株式会社日本銘石

№ 補助事業者名
106 有限会社渡邊宗太商店
107 株式会社あおき
108 株式会社キックオフ
109 合同会社トリル
110 株式会社しらかわ米穀
111 有限会社矢萩食品
112 有限会社いわき卓球
113 人気酒造株式会社
114 アサヒ通信株式会社
115 株式会社ＩＴＣテック
116 有限会社高橋工業所
117 株式会社システムフォワード
118 有限会社カネダイ

平成28年度補正 補助事業者一覧
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ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）
令和元年度  ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり補助事業
成果事例集

№ 補助事業者名
24 有限会社イタバシ
25 フォーク株式会社
26 有限会社Ｍｏｎｓｉｅｕｒ－夢酒
27 郡山冷蔵製氷株式会社
28 有限会社日向製作所
29 木田歯科医院
30 有限会社横田菓子店
31 株式会社ヘレナ・インターナショナル
32 株式会社須賀川東部運送
33 有限会社長久保食品
34 株式会社アサカ精機
35 有限会社コレクト
36 有限会社越後屋
37 有限会社添田木工所
38 荒川畳店
39 ニューフロンティア株式会社
40 有限会社第一薬局
41 合資会社白井酒造店
42 土屋工業株式会社
43 合同会社ねっか
44 株式会社さくらやフーズ
45 コンクリートコーリング株式会社
46 株式会社ミルテック
47 株式会社榑林製作所
48 渡辺電機製造株式会社
49 長瀬印刷株式会社
50 ＶａｎｉｌｌａＣｌｏｕｄ
51 株式会社コンノ製作所
52 有限会社大谷花卉
53 こばりファーム
54 株式会社カトウファーム
55 株式会社マニフィークデシャンピニョン
56 株式会社クリタ
57 会津エンジニアリング有限会社
58 株式会社ワールド
59 会津若松食肉事業協同組合
60 有限会社幸栄
61 株式会社サンシートレーディング
62 株式会社ミウラ
63 林精器製造株式会社
64 豊國酒造合資会社
65 株式会社エヌ・ティー・エス
66 株式会社サンポリ
67 株式会社Ｙ・フジ
68 正栄工業株式会社
69 根津鋼材株式会社
70 有限会社ホシ造形
71 有限会社ミツワエンジニアリング
72 有限会社白虎食品
73 株式会社サンコウ
74 有限会社マルヨ建匠

№ 補助事業者名
75 福島県環境検査センター株式会社
76 有限会社よしだや
77 株式会社ウチヌキ
78 トーコーケミカル株式会社
79 有限会社上遠野精機製作所
80 株式会社アラオカ
81 有限会社サキダス
82 株式会社有明
83 近藤パン店
84 株式会社エクストエンジニア
85 合同会社ドゥミール
86 株式会社石川製作所
87 滝口木材株式会社
88 有限会社薄商店
89 株式会社長門屋本店
90 有限会社福島熔材工業所
91 円谷製麺株式会社
92 有限会社マスヤ
93 合同会社ライズ
94 新井ハガネ株式会社
95 武藤畳店
96 ソーワ精工株式会社
97 合名会社大木代吉本店
98 ビルド商事株式会社
99 ｅｈｏｍｅコンサルタント合同会社
100 株式会社和光プロセス
101 株式会社中央特殊印刷
102 山田鍍金工業株式会社
103 古川プラスチック
104 遠藤歯科医院
105 株式会社エバタ製作所
106 人気酒造株式会社
107 株式会社加藤螺子製作所
108 門馬屋根工業株式会社
109 エンゼル産業株式会社
110 いずみ歯科医院
111 大七酒造株式会社

本誌掲載企業
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