
◎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 

２次公募採択結果等について 

 

 

本事業については、平成２６年７月１日（火）から平成２６年８月１１日（月）までの間、２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。 

この期間に全国で申請のありました１４，５０２件について、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８３件が採択されました。 

 

 なお、本補助金につきましては予算額に達しましたので、２次公募をもちまして申請を終了とします。 

 

【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 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2507210002 マクタアメニティ株式会社 野菜の「おいしさの見える化」技術の開発と運用 東邦銀行

2 2507210003 株式会社まる善 長襦袢をモチーフに純国産絹でリラックスウェアを開発、海外展開へ 東邦銀行

3 2507210004 株式会社ミナタック 「固定式」道路消雪装置と大型融雪装置の開発及びテスト販売事業 会津商工信用組合

4 2507210009 会川鉄工株式会社
曲げ加工設備の導入による風力発電タワーの短納期化とコスト競争
力強化の実現

福島銀行

5 2507210017 有限会社高橋工業 損傷を受けたガードレールを修復、再利用した土留の施工 福島銀行

6 2507210022 アベ食粉株式会社
そば愛好家をターゲットとする、香り高い良質な国産そば粉の受注製
粉事業の拡大

税理士法人三部会計事務所　三部吉
久

7 2507210024 株式会社亀饅 規格外野菜を活用した、どこにもない『野菜生マカロン』の試作品開発 東邦銀行

8 2507210032
株式会社会津インターナショナルスイ
ミングスクール

日常生活の改善・維持を目的とした総合型健康サポートサービス事業 福島銀行

9 2507210033 株式会社三義漆器店
川上から川下までの連携事業体制を強化し企業価値（商品価値）向上
のビジネスモデルを構築する

第四銀行

10 2507210040 有限会社安彦染工場
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

福島商工会議所

11 2507210041 有限会社福島軽貨流通
良質な地元食材を使用した郡山名物料理の加工販売とブランド化事
業

福島銀行

12 2507210043 福島県食肉卸売株式会社
福島県産食肉の風評被害克服のためのレストラン・食肉加工事業の
展開

磯海公認会計士事務所

13 2507210048 有限会社ライト印刷
デジタル印刷ＣＴＰ導入によるＱＣＤ向上で重要無形民族文化財の魅
力発信

七十七銀行

14 2507210053 株式会社エル・ダイニング
小名浜港水揚げ鮮魚を活用した半加工品「冷凍本格シーフードパエリ
ア」開発

ひまわり信用金庫

15 2507210055 株式会社岩村製餡工場
日本でも珍しいポーションタイプの餡、ジャムを冷凍保存、流通させる
サービス

東邦銀行

16 2507210061 有限会社磐城飯店
地元の新鮮食材を活かしたオリジナル餃子で地域ブランドを確立し、
国内外へ発信

いわき信用組合

17 2507210065 株式会社夕月
業界初！　旨粒入りルーチンプラ（ゼリーインすり身ボール）及び鍋か
まの商品開発計画

いわき信用組合

18 2507210066 株式会社大黒屋
地元希少野菜で菓子を商品化、知名度を高め特産物育成と地域振興
に貢献する事業

税理士法人大手門会計　佐藤雄一郎

19 2507210073 株式会社テンミールＩＷＡＫＩ セントラルキッチン活用の革新的な高齢者への食事提供 いわき信用組合

20 2507210074 株式会社高萩重機 建機等の大型車両メンテナンス作業の内制化 商工組合中央金庫

21 2507210080 宮泉銘醸株式会社
女性及び２０代～４０代のマーケットに向けた新商品の開発及び品質
向上

会津商工信用組合

22 2507210096 株式会社ヒラカワコーポレーション 専用空気加工機導入による衣料品用羽毛代替綿素材の試作開発 京葉銀行

23 2507210098 ＴＮＫ株式会社
スマートフォン・タブレット用小型コイルの試作開発及び短納期対応の
体制確立

天栄村商工会

24 2507210100 シコー株式会社 食品向け粉体包装用袋（高密封性紙袋）＜新型袋＞の試作開発 商工組合中央金庫

25 2507210101 有限会社アポロン電子工業
医薬品分野の市場獲得へ向けた静電気対策と清浄度の向上による
製品の高品質化

きたかた商工会

26 2507210103 エス・エム・アイ株式会社
２．５ｘ２．０ｍｍ　サイズの小型差動出力水晶発振器（電子部品）の開
発

東和銀行

27 2507210110 東洋羽毛工業株式会社 羽毛廃棄物リサイクルモデル事業の促進 金田一会計事務所

28 2507210111 牛川電子株式会社 ペットボトル用プリフォーム部品にかかる精密部品の試作開発
株式会社マイルストーン・コンサルティ
ング・グループ

29 2507210112 株式会社石森製作所 ＥＶ自動車関連部品（装置部品）の試作開発及び量産体制の確立 白河信用金庫

30 2507210114 渡部謙一（開当男山酒造）
多品種・小ロット・短納期清酒製造ラインの整備による顧客・市場ニー
ズの多様化への対応

南会津町商工会
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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

31 2507210115 山北調査設計株式会社 ３Ｄスキャナー及び３Ｄプリンターを用いた地形モデル作成 東邦銀行

32 2507210116 株式会社蔭山工務店
柱状改良杭を利用した浅部地中熱採熱管並びに採熱管挿入工法・治
具の試作開発

佐藤文雄税理士事務所

33 2507210120 有限会社伊東パン パンの品質及び製造能力の向上を目的とした設備投資 東邦銀行

34 2507210124 豊國酒造合資会社 低アルコール炭酸飲料市場をターゲットとした新商品の開発 会津坂下町商工会

35 2507210125 株式会社高橋機工
立形マシニングセンタ（工作機械）の導入による生産性向上と顧客満
足の実現

東邦銀行

36 2507210128 末廣酒造株式会社 消費者ニーズに対応した製品つくりの製造環境整備 東邦銀行

37 2507210132 三正工業株式会社 超難度切削部品加工に対する工程集約と一気通貫生産の実現 商工組合中央金庫

38 2507210133 有限会社エイシー技研 塗装ロボット導入による自動車部品の生産性向上と品質の安定化 福島県商工信用組合

39 2507210134 株式会社広野製作所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による大口パイプ曲げ加工製品の技術競争
力向上と農機具分野受注拡大

比佐善宣公認会計士

40 2507210135 花泉酒造合名会社 海外等販路開拓に向けた高品質化と商品供給力の向上 南会津町商工会

41 2507210136 ミツエイ株式会社
液体洗剤、洗浄剤（塩素系他）取手付容器に対して安価汎用樹脂を使
用した製造工程の改善

東邦銀行

42 2507210139 大同石油株式会社
防災・災害現場で働く隊員の「安全」を確保する特殊ブーツの試作開
発

東京シティ信用金庫

43 2507210143 株式会社大越製作所 自動車エンジンパイプ部品加工の生産効率向上 大越町商工会

44 2507210145 株式会社エムテック 大型溶接ロボットシステムの導入による自動化・高品質化の実現 株式会社エイチ・エーエル

45 2507210147 野沢民芸品製作企業組合 先進三次元造形技術導入による会津張り子技巧継承事業 東邦銀行

46 2507210150 林精器製造株式会社
医療機器・器具製造事業確立を目的とした設備整備による生産プロセ
ス改善

公益財団法人福島県産業振興セン
ター

47 2507210151 株式会社アイデン 超低背多機能コネクタ向け一体化プレス生産プロセスの開発 福島銀行

48 2507210152 株式会社技建
耐震化や東京五輪需要に対応した小型形鋼加工の自動化と提案力
の向上

株式会社エイチ・エーエル

49 2507210153 笠原工業株式会社 自動車・鉄道車両用部品を軽量化する発泡樹脂成型品の開発 東邦銀行

50 2507210163 株式会社オグニ精機
難削材切削工具の開発と新型検査機器導入による生産性向上と競争
力強化

株式会社ヒューマンネット・コンサル
ティング

51 2507210167 タカラ印刷株式会社 小中ロット医療添付文書の全品検査 終加工自動ワークフロー 商工組合中央金庫

52 2507210177 アルファ電子株式会社 操作性の良いカテーテル用Ｙコネクタの開発 東邦銀行

53 2507210181 株式会社タマテック 内視鏡部品加工の工程集約によるリードタイム短縮と品質安定化 常陽銀行

54 2507210184 有限会社高橋工業所
ＣＮＣ立型複合研削盤導入による、大型精密金型加工の実現と金型
製品の品目拡大

東邦銀行

55 2507210187 株式会社オウジ
輸送用機械器具以外の分野（金属製品製造）を伸ばすための、製造
設備（パイプベンダー）の導入

二本松信用金庫

56 2507210189 櫛田酒造合資会社 新味覚の無添加業務用だし調味料の開発製造 遠野町商工会

57 2507210190 中央精機株式会社
超高速・高追従ラインセンサー方式顕微鏡オートフォーカスシステムの
開発

東邦銀行

58 2507210192 ワイケープレシジョン株式会社
新鋭ＮＣ旋盤と当社独自のチャッキング技術の融合による新加工技

術の確立及び受注競争力ＵＰ
東邦銀行

59 2507210197 有賀醸造合資会社
当社の発酵技術の特徴を活かした、男性向け純米スパークリング清
酒の試作・開発

東邦銀行

60 2507210198 株式会社東洋特殊印刷
高性能画像検査システム導入による印刷物品質検査の精度及び生
産性の向上

税理士法人三部会計事務所　三部吉
久

61 2507210202 本多電機株式会社
鉄道車両向け蓄電池用極柱における溶接接合技術の高度化による
不良率の低減

石田政雄税理士事務所
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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

62 2507210205 株式会社ワタスイ
食物繊維が豊富な大豆を活用した健康保持食品の開発と衛生製造管
理システムの導入

須賀川信用金庫

63 2507210208 株式会社トーシンコーポレーション
ペットとの関わりの深化とペット需要の高まりを背景とした新しいペット
仏具の開発販売

りそな銀行

64 2507210212 株式会社しらかわ五葉倶楽部
見た目の良さと調理のしやすさやを配慮した高齢者向けムース食の
開発

公益財団法人福島県産業振興セン
ター

65 2507210215 高保製薬工業株式会社
アレルゲン、香辛料製品のコンタミネーション監視・制御強化による安
全性確保と生産性向上

福島商工会議所

66 2507210216 会津山塩企業組合
「低温熟成塩」の製塩技術確立と食品加工設備投資による六次産業
化の展開

北塩原村商工会

67 2507210218 株式会社朝日ラバー
薬液残留を無くす事が出来る画期的な医療用ニードルレス混注ゴム
栓の開発

公益財団法人さいたま市産業創造財
団

68 2507210220 株式会社丸上
食育に役立つ魚本来の味及び形をした安全安心の魚肉練り製品の試
作開発

いわき信用組合

69 2507210221 株式会社シー・エム・ティ
３次元ＣＡＤＣＡＭシステムの導入による製品開発及び生産性向上の
実現

大東銀行

70 2507210222 白河コスモス電機株式会社 非接触式ポテンショメータ用シャフト一体型ボンド磁石の試作開発 東邦銀行

71 2507210223 株式会社吉城光科学 金属製ロータリーエンコーダディスク用、精密外観検査設備の導入 東邦銀行

72 2507210225 有限会社テクノサンショウ 精密切削加工の試作品・少量加工品の短納期対応システムの構築 いわき信用組合

73 2507210226 株式会社齊組工業
生産一元化と短納期・低コストの多品種少量生産の実現の為の設備
投資事業

ひまわり信用金庫

74 2507210227 有限会社上遠野造園土木 竹を利用したマルチング材及び農地用堆肥生産設備投資事業 いわき信用組合

75 2507210229 佐藤泉太（民宿やまかのうや） どぶろく販路拡大にかかる製造量確保のための設備増設事業 只見町商工会

76 2507210230 株式会社ダイテック 中大規模木造建築における高倍率壁の製造加工機の開発 常陽銀行

77 2507210233 古宮縫製株式会社 手作業からＩＴへの転換 二本松信用金庫

78 2507210237 株式会社テック 地域共同利用型栽培管理システムと小規模ハウスの実証開発 常陽銀行

79 2507210238 株式会社飛沢製作所 医療機器部品製造における高精度・高能率加工の実現及び受注拡大 有限会社インキューブ

80 2507210241 株式会社エイト
トレーサビリティーをベースに生産管理を行うオリジナルの「エイト∞シ
ステム」の導入

南会津町商工会

81 2507210245 荒川産業株式会社
堆肥生産施設における臭気対策設備の製作ならびに短納期化システ
ム構築事業

第四銀行

82 2507210248 株式会社長谷川製作所 医療機器市場向け複雑形状加工対応の精密切削加工技術の開発
一般社団法人首都圏産業活性化協
会

83 2507210251 有限会社チューダー 「弔電の新形態・おくやみ電報ＦＡＸシステムの開発」 いわき信用組合
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