
◎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」の 

１次公募二次締切分採択結果等について 

 

 

本事業については、平成２６年２月１７日（月）から平成２６年５月１４日（水）までの間、１次公

募を行いましたところ、全国から多数の応募がありました。 

そこで、３月１５日（土）から５月１４日（水）までに応募がなされた案件を二次締切分として、地

域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、本県においては下記一

覧のとおり９７件が採択されました。 

 

 

【福島県地域事務局】 

福島県中小企業団体中央会 

住  所 〒960-8035 福島県福島市本町5-5 殖産銀行フコク生命ビル８階 

電話番号 024-529-7603 



(受付番号順)

受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2507120011
株式会社tｏｏｒ
株式会社 デザイニウム

地方小売業の革新のための地域ビッグデータ（ＰＯＳデータ）分析サー
ビス

三島町商工会

2 2507120012 株式会社マストロ・ジェッペット 地域産材を活用した木質バイオマスプラスチックによる商品開発 東邦銀行

3 2507120013 株式会社ジェット ウォータージェット工事用の超高圧ポンプのレンタル事業 商工組合中央金庫

4 2507120015 有限会社糸井火工
次世代型花火大会の演出のためのシステム導入と安全面配慮のため
の設備導入事業

岩瀬商工会

5 2507120016 株式会社岡部
多数店舗への否定番商品（企画商品）の革新的仕分けシステムの開
発

商工組合中央金庫

6 2507120024 あぶくま食品株式会社 若桃甘露煮の海外市場進出に向けた製造環境の整備 渡邉明裕税理士事務所

7 2507120025 日本録機工業株式会社
安全性を配慮した太陽光パネル電源と商用電源の自動電源切換器の
開発

東邦銀行

8 2507120028 株式会社アイオンライン
スマートフォンで撮った写真をスピード印刷でお菓子にする、「お菓子
のアルバム」事業

税理士法人大手門会計

9 2507120029 株式会社カメラの清水 新しいスタイルの写真スタジオ事業 常陽銀行

10 2507120034 高野精器有限会社 社内対応力強化及び競争力強化計画 福島信用金庫

11 2507120040 有限会社石山精機
生産管理ソフト（イージープランナー）による生産性の向上と価格競争
力の強化

税理士法人三部会計事務所

12 2507120041 フィーネ株式会社
ホタテ貝殻を原料とする水酸化カルシウムを応用した各種製品の開発
及び製造・販売

日本パートナー税理士法人

13 2507120042 共和工業株式会社
材料費削減及び生産量増幅、環境改善を可能とする自動定寸切断装
置導入

常陽銀行

14 2507120044 株式会社食菜工房 食材にこだわった高級「仕出し・弁当」を低価格にて提供する。 秋田銀行

15 2507120045 有限会社フジ薬局 ITを活用した高齢者に対する薬局・介護連携サービス事業計画 東邦銀行

16 2507120046 株式会社シマ商会 タブレット機を活用した業務一元管理システムの開発 東邦銀行

17 2507120050 株式会社GlobalAssist
革新的アニメーション映像教材による経営効率化で低価格教育サー
ビスの開発提供

常陽銀行

18 2507120051 小椋正人(会津ふくろもの工房) あなただけのオリジナルバッグの製造 会津信用金庫

19 2507120056 南産業株式会社 木製キャビネット加工品質向上による市場クレームゼロへの挑戦 有限会社インキューブ

20 2507120057 株式会社長門屋本店
和菓子と洋菓子を融合させた新感覚最中（会津起き上がり小法師最
中「ありがとなし」）の開発販売事業

会津商工信用組合

21 2507120058 有限会社木紅木 バイオ技術を用いた廃菌床の堆肥化・製品化事業 ひまわり信用金庫

22 2507120059 合資会社廣木酒造本店 冷却タンクを用いた暖期醸造大吟醸酒の商品開発 東邦銀行

23 2507120060 東亜通商株式会社 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 大東銀行

24 2507120063 株式会社サイトウ 特殊撮影部の新設 大東銀行

25 2507120066 株式会社丸峰庵
東北地域の温泉旅館に対する地元食材を用いた温泉まんじゅうの
OEM製造とブランド構築サービスの開発

中小企業診断士藤岡 壮志

26 2507120069 株式会社中商 再生金属荷役効率改善による製鋼原料安定供給化事業 白河信用金庫

27 2507120070 株式会社丸峰観光ホテル
宿泊業でのICTの活用と科学的管理法の導入によるホスピタリティ・
サービス・システムの開発

中小企業診断士藤岡 壮志

28 2507120072 羽入縫製株式会社
難素材対応プログラマブル電子ミシン導入による多品種・短サイクル
生産サービス実現と地域若年層の雇用創出事業

会津商工信用組合

29 2507120076 株式会社相模鉄筋工業 デザイン性を追求したオブジェ製作事業の確立 税理士法人三部会計事務所

30 2507120077 パワー技研株式会社 小水力による小規模且つ高出力の再生可能クリーンエネルギー開発 ひまわり信用金庫

31 2507120078 松下敦(かぼちゃ薬局)
生活習慣病等の発症・重症化予防に向けた地域の健康づくり支援薬
局

会津商工信用組合

32 2507120080 株式会社ふたば 消費者を巻き込んだ放射性物質モニタリングサービスの開発事業 福島県商工会連合会
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受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

33 2507120090 有限会社熊野屋 地域資源を活かした“物語性新作和菓子”の開発 会津商工信用組合

34 2507120092 有限会社エムズファクトリー 次世代型環境配慮塗料、水性塗料の自動車鈑金塗装業務への導入 いわき信用組合

35 2507120093 有限会社佐藤モーター商会 次世代型自動車対応・環境対応型、綜合メンテナンスサービスの確立 有限会社インキューブ

36 2507120095 株式会社有明
デジタルフルカラー印刷でフィルム製品を1枚から提供する革新的
サービスの開発

東邦銀行

37 2507120104 株式会社会津工場
鋳物製造における仕上げ加工の機械化による品質向上・コスト低減に
より精密・複雑形状製品市場への参入を目指す。

福島県産業振興センター

38 2507120105 株式会社ナルコ郡山 微細穴を有するアルミニウム製ハニカムコアの製造方法確立･事業化 福島県産業振興センター

39 2507120106 株式会社岡昇
国産ドライフルーツ製造の革新的な加工方法の構築での品質向上、
効率化事業

吉成健二税理士事務所

40 2507120107 有限会社安藤工作所 納期短縮実現のための鋼材表面処理機械ショットブラスト導入事業 郡山商工会議所

41 2507120111 株式会社ヨコハマ吉倉

YAGﾚｰｻﾞ溶接機の導入により、従来の部品加工業は基より、品質管
理、生産効率等を考慮してｶﾊﾞｰ付きのｹｰｽに収納されたﾕﾆｯﾄ化を目
指す。顧客に対しこれまでの部品加工の知識を生かし提案型ビシネス
へ展開する。

東邦銀行

42 2507120114 株式会社エルティフードサービス セル・アライブ・システム(CAS)を活用した食材試作とメニュー開発 福島信用金庫

43 2507120119 曙酒造合資会社
日本酒の伝統技術に最新バイオ技術で臨む、若い世代の酒造りイノ
ベーション。

東邦銀行

44 2507120121 有限会社トライ金型
ＮＣ複合機導入による試作品の短納期・高精度化と医療・健康分野の
市場開拓

東邦銀行

45 2507120122 古藤工業株式会社
耐候性試験機の導入による機能性テープを中心とした設計開発品の
短期開発の実現

商工組合中央金庫

46 2507120123 有限会社福寿電気 サーモスタット新製品対応のための自動はんだ付け装置導入と試作 あいづ商工会

47 2507120124 有限会社白井木工所
ＣＮＣマシニングセンター導入による木製家具･建具の加工多様化と生
産性向上による付加価値化

福島信用金庫

48 2507120125 有限会社西坂製作所 鋳造品の日本でのものづくりを支える金型製造の精密化と短納期化 東邦銀行

49 2507120126 日昇工業株式会社 薄板プレス加工品、金型精度向上/短納期生産体制の確立 二本松信用金庫

50 2507120127 エイト工機有限会社 センサー組立業務に関する第一製造部の生産性の向上計画 菊地喜隆税理士事務所

51 2507120128 株式会社ルキオ 新世代の機器材料を活用するLEDフラットパネル製造法の開発 商工組合中央金庫

52 2507120130 ケーツーモデリング株式会社
新型油ワイヤ放電加工機導入による加工精度の向上及び短納期生
産体制の構築

野別英明税理士事務所

53 2507120132 株式会社長谷川機械製作所 小物精密部品加工用小型高精度ターニングセンタの試作開発 さいたま市産業創造館

54 2507120135 有限会社仁井田本家 海外市場等の販路拡大に向けた有機純米酒の高度瓶詰設備の導入 秋田銀行

55 2507120136 株式会社保志
高効率・高性能自動加工機械の導入による次世代産地仏具生産シス
テムの確立

第四銀行

56 2507120139 有限会社ファインテック
高精度、短納期が求められる自動車・医療等分野に対応するプラス
チック成形革新

常陽銀行

57 2507120141 アクアクルー株式会社 遠隔監視・集中管理を簡単に画像認識で行う装置の開発 会津信用金庫

58 2507120142 東北ネヂ製造株式会社 業界最速納期となる熱間鍛造ボルトの生産プロセス革新 常陽銀行

59 2507120145 株式会社長堀鉄工所
エアレーション砂充填法造型機導入による高品質鋳鉄生産体制の構
築

青木信用金庫

60 2507120146 株式会社住田光学ガラス 内視鏡視認機能つきトロッカー及び挿入可能な極細内視鏡 さいたま商工会議所

61 2507120149 株式会社丸北工業 複合加工機導入によるデジタルカメラ交換レンズ部品の生産力強化 あいづ商工会

62 2507120151 西田精機株式会社 画像寸法測定器の導入 東邦銀行

63 2507120152 東邦ラス工業株式会社 材料搬入ロボット導入による生産プロセスの強化 商工組合中央金庫

64 2507120154 株式会社エコ・２４
アスベスト無害化「ＣＡＳ工法」（建設技術審査証明1201号）の製造強
化事業

商工組合中央金庫

65 2507120155 日本機械技術株式会社
国内の大規模省電力化を実現するための大型レーザー加工機導入
による設備増強

商工組合中央金庫
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受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

66 2507120158 正栄工業株式会社
最新鋭平面研磨設備を用いた精密金型加工技術の確立とグローバル
市場への供給

一般社団法人日本経営士会

67 2507120160 石橋工業株式会社
金属プレス加工への工法転換による世界最薄ＨＤＤベースの試作開
発

商工組合中央金庫

68 2507120165 株式会社サミット サーボプレス機の高度化に資する精密せん断プレス加工技術の開発 東邦銀行

69 2507120167 岩城ブロック工業株式会社
低価格コンクリート二次製品の安定供給を可能にする省エネ型蒸気
養生設備の整備

秋田銀行

70 2507120168 木村可鍛株式会社
コスト低減、高品質化を図る省エネ型高効率コイル・コンプレッサーの
導入

常陽銀行

71 2507120170 株式会社エービー
医療及び化粧市場への本格参入を目指す為のＮＣ複合旋盤導入によ
る丸物加工技術の確立

東邦銀行

72 2507120171 株式会社ＤＩＰＳ
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工物の品質確保及び製造
リードタイム短縮計画

税理士法人寺田共同会計事務所

73 2507120172 有限会社ホシ造形 ＮＣルータ導入によるオリジナル木製立体看板の制作 下郷町商工会

74 2507120173 裏磐梯パイロットファーム株式会社
養殖魚の商品試作開発と食品加工設備投資による六次産業化の展
開

会津信用金庫

75 2507120174 トーコーケミカル株式会社
樹脂製ガスケット製造の高精度化、及び少量多品種に対応する為の
生産システム開発

武蔵野銀行

76 2507120179 株式会社三瓶隆材木店 オガ粉製造機械導入による循環エコへの取り組み 七十七銀行

77 2507120181 有限会社ホマレ電池工業
高効率排熱を実現するＬＥＤ発光素子モジュールの排熱制御構造の
開発と製造

いわき信用組合

78 2507120182 東日本ライテック株式会社 ＬＥＤ屋外照明の高効率反射板製作設備導入事業 小林由拓税理士事務所

79 2507120183 東栄クイックマシン株式会社
両頭側面フライス盤導入による、太陽光集光集熱システム用省エネ機
能部品の試作開発

株式会社ヒューマンネット・コンサル
ティング

80 2507120184 豊国酒造合資会社
高品質長期持続清酒の製造工程改善による生産性向上と海外市場
等の販路拡大

古殿町商工会

81 2507120186 株式会社アルテッツ 大型ロータリー研磨機導入による大型製品対応の研磨技術の確立 東邦銀行

82 2507120187 有限会社テクノ東栄
ＣＮＣ旋盤導入による、太陽光集光集熱システム用省エネ機能部品の
試作開発

株式会社ヒューマンネット・コンサル
ティング

83 2507120190 滝口木材株式会社
生産性・効率化の向上、低コスト化のための木材加工技術・生産技術
の確立

七十七銀行

84 2507120195 株式会社大水 側面温度センサーを用いた食品製造の自動化による生産性の向上 東邦銀行

85 2507120198 船橋屋製菓株式会社 学校給食製造過程における異物混入等防止を目的とした設備導入 七十七銀行

86 2507120200 株式会社エイチ・エー・ティー
航空･宇宙部品の機械工程の確保で放電を含めた一貫生産を目指
す。

多摩信用金庫

87 2507120201 磯上歯車工業株式会社
長尺シヤフト切削加工における横型マシニングセンターの導入による
生産性の向上

商工組合中央金庫

88 2507120202 株式会社シンテック
歯列矯正機器の新製造技術確立による低コスト化の実現により、歯列
矯正業界に貢献する。

ひまわり信用金庫

89 2507120204 有限会社タツミ工機
“１本杖”用の医療補助先端器具の製品化に向けた耐久試験設備導
入と自立システムの開発

東邦銀行

90 2507120206 エコボンド環境工学リサーチ株式会社 高性能CADを用いた特殊高圧洗浄機器の設計・試作品製造 東邦銀行

91 2507120207 有限会社竹内漆器木工所
高精度レーザー加工機導入による、漆器分野から木工彫刻美術分野
への進出

会津商工信用組合

92 2507120208 株式会社オギノ
コスト削減を実現し、条件の厳しい災害復興住宅工事を県内企業とし
て受託

協同組合さいたま総合研究所

93 2507120209 有限会社神谷製作所
技術革新にて実現する高精度加工・工程集約によるものづくり技術の
高度化

東邦銀行

94 2507120214 有限会社石川化成工業
検査機の開発と製造ラインの構築による、納期の短縮化と品質・安全
管理の向上

鈴木和美税理士事務所

95 2507120215 神田産業株式会社
ハニカム構造の積層ダンボールを活用した防音壁の開発・試作・量産
準備

東邦銀行

96 2507120216 目黒プレス工業株式会社 マシニングセンター導入による金型加工事業の展開 白河信用金庫

97 2507120217 大木産業株式会社
鋳物業界における作業者健康問題解決に向けた次世代型離型剤の
実用化

巣鴨信用金庫
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