
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の１次公募の採択結果等について 

 

本事業については、平成２７年２月１３日（金）から平成２７年５月８日（金）（電子申請につ

いては９日（土））までの期間、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。 

この期間に応募申請のありました１７，１２８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、当地域事務局においては、下記一覧のとおり９９件

を採択することといたしました。 

 

 

【福島県地域事務局】 

福島県中小企業団体中央会 

住 所 〒960-8053 福島県福島市三河南町１番20号 コラッセふくしま10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 2607110002 有限会社ウルトラパーツ
ＣＡＤ／ＣＡＭ最新ソフト導入による作業のスピード化・短納期化と生産性
向上の実現

商工組合中央金庫

2 2607110003 株式会社長谷川機械製作所 多品種少量切削部品加工の生産プロセス革新における競争力強化 公益財団法人さいたま市産業創造財団

3 2607110004 有限会社安齊商店 高機能の精米ラインの構築によるＪＡＳ法対応の精米工場の確立 東邦銀行

4 2607110005 診療化成株式会社
嚥下（えんげ）障害者用懸濁（けんだく）ボトル・全電動式ブロー成形システ
ムの構築

白河信用金庫

5 2607110010 常興工業株式会社 多様な材質に対応する高精度・高速レーザー加工システムの構築 福島信用金庫

6 2607110011 マイナーズジャパン株式会社
高精度加工技術によって挿抜作業性向上を可能にする大電流コネクタの
試作開発

常陽銀行

7 2607110012 大田精工株式会社 自動化対応マシニングセンタ導入によるコスト削減及び短納期化の実現 東邦銀行

8 2607110014 ニダック精密株式会社 Ｘ線フィルム不要の「デジタル放射線画像検査システム」の導入 東邦銀行

9 2607110015 株式会社アベ化成
高精度画像寸法測定器導入による、精密加工部品の品質向上・短納期
化・生産性向上の実現

矢吹町商工会

10 2607110016 大島工業株式会社
風車ブレードの低風速時の抗力活用と新型多段風車による発電システム
の開発・生産

商工組合中央金庫

11 2607110017 斎脩絹織物有限会社 競争力のあるオリジナル川俣シルクストール（高付加価値絹織物）の開発 福島県商工会連合会

12 2607110019 有限会社ファインテック
自動車及び医療等分野における精密成形品の高精度、高効率化測定の
実現

東邦銀行

13 2607110026 株式会社シラカワ 医療糸・医療用具部品用糸の開発 三井住友銀行

14 2607110027 株式会社彌満和プレシジョン 高速切削・高品位管用テーパねじ切り丸ダイスの開発 東邦銀行

15 2607110028 株式会社Ｙ・フジ
高精度画像寸法測定器導入によるプラスチック加工の高品質・短納期・生
産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コンサルティン
グ・グループ

16 2607110029 陽光社印刷株式会社 顧客ニーズに対応するオンデマンド印刷機のワークフロー構築 商工組合中央金庫

17 2607110033 笹の川酒造株式会社
新規設備導入による高品質ウイスキーの安定的な製造と新たな市場獲得
による収益確保

商工組合中央金庫

18 2607110035 株式会社ザイン 金型設計３次元化と生産可能板厚拡大による自動車部品への対応 商工組合中央金庫

19 2607110040 会川鉄工株式会社
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・３Ｄプリンターの導入によるロボットの短納期による
製品開発の実現

商工組合中央金庫

20 2607110041 会津コスモス電機株式会社
スクリーン印刷による抵抗素子形成のオートアライメント（印刷座標自動調
整）自動印刷化

東邦銀行

21 2607110047 株式会社クリエイティブダイワ ＮＣルーター導入による生産性向上及び製作品目の拡充 東邦銀行

22 2607110048 昭和電器株式会社 燃料電池用クイックファスナー射出成形金型技術・成形技術の確立 東邦銀行

23 2607110052 福島セラミック株式会社 セラミック部品精密ろう付方法の開発 東邦銀行

24 2607110054 有限会社新日本興業 アーク溶接ロボット導入による生産効率向上計画 東邦銀行

25 2607110055 有限会社サキダス
食品残渣を利用したバイオマスステーション用メタン発酵温度調節システ
ムの試作開発

東邦銀行

26 2607110057 東成イービー東北株式会社
医療機器分野をターゲットとした短パルスレーザー加工の高精度化技術
開発

株式会社ブレイブコンサルティング
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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

27 2607110059 有限会社藤井製作所
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

東邦銀行

28 2607110060 真空企業株式会社
レーザー薄物（ステンレス）溶接技術による業界トップクラスの競争力を有
する特殊集塵機の試作開発

横浜信用金庫

29 2607110062 有限会社福島路ビール 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 吉成健二税理士事務所

30 2607110063 東日本酒造協業組合
高精度分析システム導入による原料米「こしひかり」を使用した新商品の
開発

商工組合中央金庫

31 2607110064 ニューロング工業株式会社 当社製袋機の高機能化及び即納体制強化による全世界展開事業 東邦銀行

32 2607110066 株式会社ファイン電子機器 多様化する顧客ニーズ対応のための生産管理システム再構築 佐藤達雄税理士事務所

33 2607110068 東工株式会社 自動車バネ部品複雑化に対応したフォーミング工程の改革 東邦銀行

34 2607110072 株式会社アトック 強化された電子機器用自由形状薄板ガラスの開発 常陽銀行

35 2607110075 レインボーファーム株式会社
食品残さを使用した家畜用飼料の製造（エコフィード）とそれによるブランド
豚の飼育

須賀川信用金庫

36 2607110076 株式会社相馬製作所
高性能溶接ロボットの導入による筐体の加工精度向上・短納期生産体制
の確立

巣鴨信用金庫

37 2607110077 種まきうさぎ株式会社
減圧乾燥装置を用いたあんぽ柿生産工程の改善によるあんぽ柿復興事
業

大東銀行

38 2607110081 有限会社飯田製作所
高性能ＮＣ旋盤等導入による切削技術向上および生産リードタイムの短
縮

西郷村商工会

39 2607110082 株式会社アリーナ
微細Ｗａｆｅｒ－Ｂｕｍｐ検査装置導入による「Ｂｕｍｐ形成状態の確認検証
及び半導体事業への参入」

東邦銀行

40 2607110085 株式会社東光エンジニアリング
生産ラインの静音・クリーン自動化に寄与するエコフィーダーの量産機開
発

川崎信用金庫

41 2607110088 有限会社タカハシ産業
３次元曲面を取り入れたデザイン性の高い大型家具の開発による新ブラ
ンド構築事業

会津信用金庫

42 2607110089 有限会社ヤマスギ食品
「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」福島産切り落とし肉で地元ブランドソーセージ・ベーコン開
発

東邦銀行

43 2607110092 株式会社久保田鉄工所 最新型鉄骨溶接ロボットシステム導入による生産プロセスの革新 株式会社エフピー・ワン・コンサルティング

44 2607110094 トラスト企画株式会社 相溶化による改質樹脂の開発 大東銀行

45 2607110095 有限会社ナコソフーズ
介護食用ひき割納豆開発に係るスティックタイプ容器への小分け製造用
注入機の導入とその開発・試作評価。

いわき信用組合

46 2607110097 アルテクロス株式会社 ガラス繊維を用いた管路更生用超広幅クロスの開発及び実用化 公益財団法人福島県産業振興センター

47 2607110098 有限会社三共印刷所 特殊印刷による印象に残るモノコトづくり 商工組合中央金庫

48 2607110100 関東工業株式会社 ＴＡＰＰＥＴのバリ取り工程改善による革新的生産プロセスの実現 平塚信用金庫　しあわせプラザ

49 2607110102 鶴乃江酒造株式会社 生産能力向上と製品管理技術向上の両立化 会津信用金庫

50 2607110105 大広産業機械株式会社
超小型ブロワーを活用したコンパクト収納パッケージ開発による競争力強
化

東和銀行

51 2607110109 宮泉銘醸株式会社
日本酒製造の製麹工程に関わる製麹設備の画期的な改善による高品質
化及び生産性の向上

会津商工信用組合

52 2607110110 株式会社川島製作所 メイド・イン・フクシマの「精密・微細部品テーラーメイド」化事業 横浜銀行

53 2607110115 ハナブサ精密
１０ミクロン誤差内の高精度オーダーメイド治具開発により航空宇宙分野
への参入

大東銀行
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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

54 2607110117 有限会社栄真精工 ロボット作業部品精密はめ合せ加工作業の精度向上 鳥居恒紀

55 2607110124 合資会社喜多の華酒造場
小さな酒蔵が挑む世界進出を見据えた究極の辛口純米酒を中心にした
純米酒造り

東邦銀行

56 2607110125 橘工業株式会社 パッキンカッティング自動化による生産ラインの省力化 城南信用金庫

57 2607110126 株式会社和光プロセス レーザー加工機で切り開く、次世代のアクリル加工技術 日本パートナー税理士法人

58 2607110129 カナザワ建具店 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 矢祭町商工会

59 2607110131 有限会社デンタルアコード
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ・ミリング装置導入による歯科用補綴物等製作プロセ
スのオートメーション化事業

東邦銀行

60 2607110132 暮らしの科学研究所株式会社 被験者の呼気を高効率で採取できるマスク型呼気採取器具の試作開発 郡山商工会議所

61 2607110134 佐藤篤歯科技研
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置の導入による歯科補綴物の高精度化及び短納
期化計画

松﨑陽一税理士事務所

62 2607110136 株式会社ミウラ 高効率ターボ冷凍機部品生産体制の構築 東邦銀行

63 2607110137 有限会社上野台豊商店
地元で水揚げされる鮮魚（未利用魚含）すり身加工による地場特産物開
発

ひまわり信用金庫

64 2607110140 洋電社総合電設有限会社
原水（海水や河川水等の水）を蒸発させて蒸留水を得る蒸留水製造装置
の試作

いわき信用組合

65 2607110171 株式会社ｔｏｏｒ 車両搭載加速度センサーを使った道路面劣化診断システムの開発 三島町商工会

66 2607110173 内池醸造株式会社
多種原料を使用する調味液製造のコンピュータシステム管理による効率
化

東邦銀行

67 2607110174 株式会社ニッタ冷熱工業 熱交換器用フィンのコンビネーション金型の導入 白河信用金庫

68 2607110175 とうふ工房分家奈良屋
農業高校とのコラボレーションによる地元名産品を使用した多様な豆腐ア
イスの試作開発

大東銀行

69 2607110181 丸隆工業株式会社
ファイン（ナノ）バブル、アルカリイオン水によるＣＦＲＰ高効率切削加工の
実現

公益財団法人福島県産業振興センター

70 2607110183 有限会社八島食品 自然色を活かした“福島県産グリーンザーサイ”の研究開発 福島信用金庫

71 2607110184 東亜通商株式会社 鋼板加工の拡大によるワンストップサービスの実現 大東銀行

72 2607110186 小滝歯科医院 マイクロスコープ技術導入による高度先端歯科強化事業 東邦銀行

73 2607110206 株式会社システムフォワード 全国初！レジャー施設向けｅチケット販売クラウドサービスの展開 東邦銀行

74 2607110211 有限会社ラッキー冷菓
昔懐かしのアイスキャンディーを会津の地域資源で復活させる試作開発
事業

会津商工信用組合

75 2607110212 株式会社イズムフーズ 揚げ物調理プロセス改善で付加価値の高い商品提供と新規顧客開拓 菅野覚中小企業診断士事務所

76 2607110213 株式会社河京 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 会津商工信用組合

77 2607110216 株式会社ヤマカワドライ 消防防火服の特殊洗浄し、透湿性撥水撥油機能再生加工システム事業 福島商工会議所

78 2607110217 オフィス志賀
食品加工業向け、惣菜部門レシピ作成・閲覧及び、生産管理トータルシス
テムの提供

東邦銀行

79 2607110219 ファーストヘルステック株式会社 補装具製作の効率化による低コスト短納期化及びサービス競争力の強化 須賀川信用金庫

80 2607110222 味の浜藤株式会社
加熱殺菌処理が必要な焼魚食品の包装へのデータ印刷とそのトレーサビ
リティシステムの構築

東邦銀行
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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

81 2607110224 有限会社古川コピーセンター
道の駅オリジナルグッズ・ここでしか買えないお土産の開発・生産による販
路拡大事業

会津商工信用組合

82 2607110225 株式会社エルマーノ
ニットアパレル製造業務フロー改革のためのコンピュータニット横編機の
導入

ニア・コンサルティング株式会社

83 2607110234 株式会社林養魚場 業界初！サケマス稚魚の通年孵化による生産量と付加価値の向上 株式会社エイチ・エー・エル

84 2607110235 合名会社大木代吉本店 四季醸造による料理酒の品質向上と効率的醸造体制の確立 五百川要栄

85 2607110238 株式会社追分 高級ワイン販売システム「ソムリエタブレット」開発実証事業 常陽銀行

86 2607110240 株式会社内郷館 法要専門館の展開 内郷商工会

87 2607110244 藤カマンダーソフト株式会社 カーナビを使ったタクシー乗務員の勤怠管理・給料計算システムの開発 前田達宏

88 2607110247 アルファスタイル
大学生をターゲットにしたカーシェアリングサービス事業の取組による経
営革新計画

古殿町商工会

89 2607110248 優株式会社 レンタカー、タイヤサービス事業と連携した廃タイヤリサイクル事業 有限会社インキューブ

90 2607110250 株式会社第一印刷
福島の伝統文化を生かした和文具商品の生産性向上とＩＴによる販路拡
大

税理士加藤兼義

91 2607110251 株式会社齋藤商店 「小袋の真空パッケージ」による新たな次代の米販売形体の構築 白河商工会議所

92 2607110253 シオヤ産業株式会社
建設生産プロセスにおけるＩＣＴの活用によるリアルタイムロジスティックの
構築

有限会社インキューブ

93 2607110254 エコホールディングス株式会社
軽量でフレキシブルな薄膜太陽電池を活用した汚染土壌の影響のない農
業ハウスの開発

アドバンスト・エム株式会社

94 2607110256 株式会社羅羅屋
ランドセルのタイムカプセル型リユースと子供の成長に合わせたランドセ
ルの開発

会津商工信用組合

95 2607110259 いわきデンタルアート 技工物のＣＡＤ／ＣＡＭ技術化による受注センターの設立 有限会社インキューブ

96 2607110260 石川さくらカード協同組合 地域づくりと地域再生を目指した商店街ポイントカード事業 石川町商工会

97 2607110264 株式会社クラフト ソフトウェア開発環境「Ｃｒａｆｔ Ｆｒａｍｅ」の高機能化プロジェクト 常陽銀行

98 2607110266 ミリオンテック合資会社 バッテリー修理需要に対する再生修理装置の開発と修理サービス展開 白河商工会議所

99 2607110270 有限会社デンテックス会津
「デンタルテクニカルラボ」による新素材歯冠物の製造と中小技工所の
ネットワーク化

会津商工信用組合
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