◎ 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」公募の採択結果等について

本補助金については、平成２８年２月５日（金）から４月１３日（水）（電子申請については
１４日（木））までの期間において公募を行いましたところ、全国で２４，０１１件の応募があ
りました。
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
局管内（福島県）では下記一覧のとおり１１６件を採択することといたしました。

【全国事務局】
全国中小企業団体中央会

事業推進本部

【福島県地域事務局】
福島県中小企業団体中央会 業務推進課
ＴＥＬ

０２４－５７３－４０１０

ものづくり補助金事業部

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
採択案件一覧（福島県：116件）
（受付番号順）
No.

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

2707110009

福島県 有限会社白井木工所

5380002006242

木質パネル木口化粧の最新加工技術導入による生産
福島信用金庫
効率向上と品質向上及び多様化

2

2707110011

福島県 六陽印刷株式会社

5380001001822

ＣＴＰ導入による製版・刷版工程をアナログからデジタル
若杉公認会計士事務所
へ

3

2707110013

福島県 有限会社安齊商店

3380002028049 色彩選別機導入による米製品の高付加価値構築事業 東邦銀行

4

2707110014

福島県 株式会社ヨコハマ吉倉

1020001030002

5

2707110015

福島県 会津コスモス電機株式会社

4380001017126 新素材・新設備を使用した、抵抗素子の開発

6

2707110016

福島県 神田工業株式会社

8010801002590

半導体製造装置部品加工における納期を半減させる高
城南信用金庫
度生産性向上

7

2707110019

福島県 株式会社永沢工機

2380001001081

クリンチング・ファスナを用いたＶＥによる医療機器用部
福島信用金庫
品の開発

8

2707110020

福島県 株式会社ウチヌキ

8021001027246

大型サーバーラック向け高精度パンチングメタル製造に
横浜信用金庫
おける生産性向上

9

2707110021

福島県 豊國酒造合資会社

4380003001862

割水なし低アルコール生酒開発計画と全量槽搾り生酒
会津坂下町商工会
安定供給のための冷温貯蔵工程改善

10

2707110023

福島県 株式会社鈴木商会

2380001022474

最新型ＵＶ－ＬＥＤプリンタ及びレーザー加工機導入に
よる生産プロセスの革新

11

2707110024

福島県 株式会社長谷川機械製作所

9030001006910

ＮＣ旋盤に搭載する「小型高精度Ｙ軸付ミーリングタレッ 公益財団法人さいたま市
ト」の試作開発
産業創造財団

12

2707110025

福島県 株式会社興洋

6380001012827

油圧機器の高効率化をめざすワンパス工法ホーニング
ひまわり信用金庫
盤の導入

13

2707110026

福島県 ティエフオー株式会社

4011401006283

ミーリング機能を備えた 鍛造金型製作用高機能ＣＮＣ
旋盤の導入

14

2707110030

福島県 株式会社東鋼

7010001005412

整形外科手術に用いる骨切削加工用精密 医療術具の
税理士法人イー会計
生産プロセス改善

15

2707110033

福島県 有限会社武藤製作所

5380002033294 介護向け高品質樹脂漆器の生産と販売をする事業

東邦銀行

16

2707110034

福島県 東新工業株式会社

8020001033139 未来型めっき業を目指した ものづくりのスマート化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

17

2707110037

福島県 株式会社エヌ・シー・ロード

7030001036562

ＣＡＤ／ＣＡＭ高度化による「３Ｄ一気通貫金型づくり」の
会津信用金庫
競争力強化

18

2707110039

福島県 診療化成株式会社

9380001010679

液体薬経口投与用計量カップ・曲面印刷システムの構
白河信用金庫
築

19

2707110040

福島県 有限会社ファインテック

8380002018937 樹脂成形用精密金型の複合的メンテナンス技術の確立 常陽銀行

20

2707110042

福島県 曙酒造合資会社

5380003001861 全自動測定システムを活用した新たな清酒製造管理

21

2707110043

福島県 富士工業株式会社

8021001013733

金型の高難度・高精度・高速度加工の実現による、 も
のづくり生産性の向上

22

2707110044

福島県 昭和電器株式会社

4011401003149

耐候性樹脂製ガスメーターカバーＩｏＴ射出成形システム
東邦銀行
の構築

23

2707110048

福島県 株式会社福梁製作所

8380001002611

先端医療機器向け高精度・高品位ファイバーレーザ溶
福島信用金庫
接技術の確立

24

2707110052

福島県 東北ネヂ製造株式会社

3380001013415

ＩｏＴを活用した高品質・低価格な継手部品の生産プロセ
常陽銀行
ス構築

25

2707110053

福島県 アサヒ電子株式会社

2380001002501 検査・自動化設備導入による生産性向上計画

26

2707110054

福島県 有限会社新港精機製作所

7020002034021

小型高精密医療機器部品加工参入のための超精密小
大玉村商工会
型マシニングセンターの導入

27

2707110055

福島県 豊国酒造合資会社

3380003000799

海外展開へ向けた高付加価値日本酒の出荷ラインの
整備

28

2707110056

福島県 有限会社メタルクリエイト

8380002030792 管製作工程の作業効率性向上

29

2707110057

福島県 宮本補綴研究所

塗装用乾燥炉による完成度の高い製品生産 と顧客満
東邦銀行
足の向上

ＣＡＤ／ＣＡＭセンター設置による国内外からの受注拡
大と雇用創出

東邦銀行

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

東邦銀行

東邦銀行
中島村商工会

佐藤会計事務所

古殿町商工会
郡山商工会議所
中島村商工会

No.

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

30

2707110058

福島県 株式会社植田印刷所

9380001012452

31

2707110060

福島県 株式会社双葉紙器

4380001016680 魚介類由来マリンセラミドの試供品製造と 販路開拓

32

2707110062

福島県 有限会社古殿製材所

7380002021314

33

2707110063

福島県 平田屋

34

2707110064

福島県 双葉運輸株式会社

8380001016677

35

2707110069

福島県 エンゼル産業株式会社

3011701001530 医療向け脈動防止ボトルの生産プロセス強化事業

36

2707110070

福島県 有限会社クサカ鋼材

3370802000868

37

2707110071

福島県 株式会社サンレディ

3380001000611 イージーオーダーに対応する生産体制の構築

東邦銀行

38

2707110075

福島県 株式会社ミウラ

6380001008437 航空機向け複雑鋳造部品の製造

東邦銀行

39

2707110076

福島県 正栄工業株式会社

3020001071011

40

2707110077

福島県 種まきうさぎ株式会社

2380001021708 冷凍あんぽ柿の開発と海外販路開拓事業

41

2707110078

福島県 株式会社ハーベス

5030001006798

リンサー／フィラー／キャッパー・一体型－自動充填装
埼玉りそな銀行
置導入による省スペースでの生産性の向上

42

2707110082

福島県 三正工業株式会社

4011801001818

新規顧客に対するセット受注の提案と独自治具による
特殊加工の実現

43

2707110087

福島県 毎日製パン

44

2707110090

福島県 タカラ印刷株式会社

3380001000834

医薬・医療機器添付文書の自動検品化による品質保証
福島信用金庫
の確立

45

2707110095

福島県 ヒメジ理化株式会社

4140001062427

難加工である大型石英製品のザグリ平面における超高
常陽銀行
精度加工技術の開発

46

2707110103

福島県 三宝製薬株式会社

1011101008013

動物用医薬品製造設備導入による省力化と安定供給
への対応

47

2707110104

福島県 有限会社オヌキ

6380002020432 口腔歯科用チタン膜取り付け用特殊ビスの加工・製造

48

2707110105

福島県 株式会社長谷川製作所

7021001025754

最新設備導入と切削加工技術の高度化による難削材・
東邦銀行
微細加工の生産性向上

49

2707110108

福島県 株式会社テクニカルタテノ

9020001073729

金属装置・部品製造のワンストップ・サービス高度化に
若杉公認会計士事務所
よる航空機部品分野への進出

50

2707110109

福島県 株式会社郡山クロージング

1380001005166

高速自動裁断機導入による難素材への対応強化と受
注拡大による社員への待遇改善

東邦銀行

51

2707110113

福島県 佐藤鉄工産業株式会社

9380001012948

最新複合加工機により強化された競争力でプラント事
業等新規参入計画

七十七銀行

52

2707110114

福島県 株式会社シモン

4010001003633 すべりにくくつまずきにくいソールの試作開発

53

2707110117

福島県 株式会社高野精機

9030001020465

５軸フライス盤導入で、部品加工の高精度化・高速化・
巣鴨信用金庫
コスト削減・短納期化の実現

54

2707110120

福島県 日吉工業株式会社

2380001018695

ＮＣ旋盤設備導入による、冷間鍛造製品の生産性向上 協同組合さいたま総合研
とコスト競争力強化
究所

55

2707110128

福島県 株式会社エクストエンジニア

7380001007900 航空宇宙分野の高精度大型部品生産体制の確立

56

2707110131

福島県 株式会社三栄精機製作所

7380001002562

特殊空圧機械の増産と「オリジナル技術」の 次世代へ
の継承

福島信用金庫

57

2707110132

福島県 岩代工業株式会社

7010801001156

生産工程を変革し超短納期要求に対応するための最
新プレス設備の導入

商工組合中央金庫

58

2707110134

福島県 日本伸管株式会社

8030001046024

自動車・オートバイ向け、高機能アルミ部品の一貫生産
武蔵野銀行
設備構築

59

2707110138

福島県 株式会社羅羅屋

9010701023372 正しく足を成長させる子供向けシューズの開発

版下デザイン部門に新しいソフトを導入して 最新の組
橋本仁也税理士事務所
版システムを構築する

地域木材の販路拡大へ向けた低温バイオ乾燥による
木材の高付加価値化

東邦銀行
古殿町商工会

こだわりのある自家製あんの増産を目指す新設備の導
大東銀行
入
変圧器やコイルなどの銅系スクラップから純度１００％
の銅原料を精選する

本格下流進出による特殊鋼加工の付加価値向上、多
様性を有する鋼材問屋への変革

サーボプレスの導入でメキシコや中国工場の技術的
バックアップ工場としての生産力強化

東邦銀行
千葉銀行
七十七銀行

東邦銀行
大東銀行

亀有信用金庫

安心・安全な学校給食用パンの製造及び地元産米粉を
白河信用金庫
使用した新製品の開発

大信商工会
鏡石町商工会

株式会社ブレイブコンサル
ティング

商工組合中央金庫

会津商工信用組合

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

60

2707110139

福島県 白河銘醸株式会社

3380001010123 新型ボイラの導入による、特定名称酒の増産計画

61

2707110145

福島県 会津紙工株式会社

3380001017127

地域プロデューサーとの協同による五感に響くパッケー
会津商工信用組合
ジの製造

62

2707110148

福島県 有限会社アネスティ

6380002016752

最新工作機械の導入による、新事業（航空宇宙分野）
への参入計画

63

2707110149

福島県 有限会社フジモールド

2380002035070 金型用途におけるセラミックス精密加工技術の開発

64

2707110152

福島県 株式会社マルサン

三次元測定機を活用した最新型「住宅用外壁材のデジ
税理士法人三部会計事務
6380001009492 タル採寸プレカットシステム」導入による新規事業の確
所
立

65

2707110161

福島県 株式会社増子建築工業

3380001006633

現在の精密機械と伝統を受け継ぐ大工が織りなす新た
東邦銀行
なる美

66

2707110163

福島県 株式会社協栄製作所

8380001009367

高速・高性能ワイヤ放電加工機による機械部品の超高
二本松信用金庫
精度化計画

67

2707110169

福島県 林精器製造株式会社

6380001011341

独自の精密金属加工技術の医療分野における品質保 協同組合さいたま総合研
証と信頼性向上
究所

68

2707110170

福島県 株式会社生垣製作所

7010701000844

高速・高精度ベンディングマシン導入による革新的生産
若杉公認会計士事務所
性の向上と成長市場への新展開

69

2707110175

福島県 尾瀬檜枝岐産品流通山魅

70

2707110176

福島県 松本機械工業株式会社

3010901011389 最新研削加工機の導入による安定生産体制の確保

71

2707110179

福島県 株式会社以輪富

9380001012444

曲げ加工技術向上による、顧客の高精度曲げ要求へ
の対応

常陽銀行

72

2707110187

福島県 会津酒造株式会社

4380001019114

仕込み蔵の低温環境整備による低アルコール無加水
原酒の新商品開発事業

南会津町商工会

73

2707110188

福島県 有限会社西間木家具店

9380002020099

高精度切断加工機導入による生産性向上及びオリジナ
須賀川信用金庫
ル家具・小物製作事業の拡大

74

2707110189

福島県 株式会社芳賀沼製作

4380001019196

新しい建築工法「縦ログ」普及促進のための製造効率
化に向けた設備導入

75

2707110191

福島県 株式会社エヌ・ティー・エス

7380001011679

評価基準の独自開発による、金属３Ｄプリンター造形の
牛腸真司税理士事務所
成果物の実用化事業

76

2707110196

福島県 有限会社千石石材工業

3380002021367

高品質レーザー彫刻システム導入による短納期化の実
平田村商工会
現と新事業の展開

77

2707110197

福島県 ふくしま農家の夢ワイン株式会社

5380001021977

小規模製造場における高品質果実酒製造技術の確立
丹野喜美子税理士事務所
事業

78

2707110199

福島県 有限会社モード藤

1380002021063

自社ブランド確立・高難易度・短納期生産体制強化のた
石川町商工会
めの３ＤＣＡＤ導入

79

2707110200

福島県 有限会社サクラ店装

4380002017827

レーザー加工機の導入による特殊素材への看板製造
事業

80

2707110202

福島県 有限会社中谷製作所

5020002035087

自動車分野等の「特殊総型溝入チップ」の高精度化、高
須賀川信用金庫
効率化、検査の実現

81

2707110203

福島県 サンケミカル株式会社

5380001011061

最新ルーダー（押出機）導入による再生ペレット生産力
西郷村商工会
高度化事業

82

2707110220

福島県 暁精機株式会社

6380001019120 「耐熱鋳鉄の更なる高精度・高効率切削」と「納期短縮」

公益財団法人福島県産業
振興センター

83

2707110225

福島県 株式会社ＷＩＮＰＲＯ ＥＮＥＲＧＹ

7110001028361 風力に順応するハイブリッド街路灯の試作開発

税理士法人ブレイン

84

2707110227

福島県 近藤パン店

85

2707110265

福島県 大同精機株式会社

7010801006700

多様化する航空機部品受注に対応した工程可視化に
よる生産管理システムの構築

東邦銀行

86

2707110268

福島県 有限会社プラステック

8380002018870

自動バリ取り機とエアーブロー装置導入による作業効
率、品質の向上システムの開発

白河信用金庫

87

2707110280

福島県 株式会社ニッタ冷熱工業

6070001021339

フロン漏洩リスク回避を実現する中・大型熱交換器用ヘ
白河信用金庫
アピンパイプ製造

88

2707110288

福島県 株式会社三條屋

5380001006747

県内初！インテリア内装職人向けマッチングサービスに
東邦銀行
よる施工の需給体制の確立

89

2707110290

福島県 株式会社菅原善事商店

8380001015893

顧客管理、売上管理の徹底とプラスαの高品質なサー
福山税理士事務所
ビスの提供

食品乾燥機導入による「尾瀬・檜枝岐村山人（やもー
ど）商品」の開発

認定支援機関名
税理士法人ゆびすい

飯野町商工会
会津商工信用組合

檜枝岐村商工会
常陽銀行

東邦銀行

西郷村商工会

パンの品質安定と生産性の向上へ向けた製造ラインの
浅川町商工会
整備

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

90

2707110292

福島県 自然食品ばんだい

91

2707110293

福島県 株式会社緑の杜

92

2707110297

福島県 ひぐち歯科医院

93

2707110304

福島県 有限会社半沢塗装店

6380002020671

機能性の高い新塗料の開発と満足保証サービスの提
供

94

2707110305

福島県 株式会社福豆屋

8380001006364

福島を代表する農産品「ふくしまイレブン」を使った駅弁
常陽銀行
の開発事業

95

2707110316

福島県 株式会社プロジェクト二十一

8380001017816

公共財を活用した新たな地方公共団体への付加価値
サービスの創造

会津信用金庫

96

2707110321

福島県 有限会社ワークショップアライ

9380002029578

鈑金修理車の短納期化と 高精度高機能型整備の探
索・追求と実施

新地町商工会

97

2707110324

クリーニング北沢
佐久間クリーニング株式会社
福島県
有限会社クリーンボーイキクタ
有限会社クリーニング三愛

3380001000553 小規模クリーニング店連携によるテキスタイルケアサー
福島信用金庫
6380002001127 ビスの提供
3380002000866

98

2707110325

福島県 有限会社サクラクリエーション

8380002024992

廃棄処分ゼロ！ 市場販売できない福島県産果実で作
東邦銀行
る安心・無添加のエコスイーツ計画

99

2707110327

福島県 株式会社江川米菓店

1380001018779

生産動線および設備機能改善による生産性向上にとも
きたかた商工会
なう県外顧客への安定的供給計画

100 2707110332

福島県 陸奥テックコンサルタント株式会社

9380001006768

三次元測量・設計・情報システムの構築による生産性と
東邦銀行
技術力・ブランド力向上

101 2707110336

福島県 福島訪問歯科医院

102 2707110339

福島県 有限会社白虎食品

103 2707110340

福島県 あい歯科クリニック

104 2707110344

福島県 山菱水産株式会社

4380001014057

水産加工業の、さらなる業務品質情報精度と作業負荷
東邦銀行
の軽減を実現！

105 2707110346

福島県 株式会社ＡＲＫＵＳ

4380001024320

工事用看板の電子化 【工事用デジタルサイネージ看
板】

106 2707110348

福島県 株式会社三橋商会

7380001017890 高品位・低環境負荷の銅資源回収による経営改善事業 東邦銀行

107 2707110350

福島県 株式会社ステラフーズ

2380001010982 色とりどりのセミドライトマト加工事業

ひがし商工会

108 2707110353

福島県 株式会社日本銘石

3380001024833 ふくしまの石プロジェクト

東邦銀行

109 2707110360

福島県 有限会社渡邉宗太商店

5380002033559

110 2707110364

福島県 株式会社あおき

8380001010069 新技術による料理への革新提供・サービス事業

111 2707110369

福島県 松川堂モンドール

112 2707110370

福島県 ｍｉｚＤｅｓｉｇｎｓ株式会社

1380001024447

購入型クラウドファンディングの支援数を向上させる
サービスの構築

113 2707110387

福島県 合同会社トリル

4380003002101

会津地区初のメンズエステサービス提供開始による新
会津坂下町商工会
規顧客の開拓事業

114 2707110392

福島県 株式会社しらかわ米穀

3380001021806

「はなまる米」販売による付加価値づくりと利益率向上
事業

115 2707110393

福島県 有限会社矢萩食品

9380002018572 「Ｘ線検査機」導入による商品の安全の「見える化」事業 白河商工会議所

116 2707110397

福島県 有限会社いわき卓球

6011102001342

受験生夜食「うかるから」の餃子製造機導入
2380001026293

認定支援機関名
会津信用金庫

歯科技工所開設に伴う先進医療サービス提供に向けた
若杉公認会計士事務所
最新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入
インプラント治療の精度向上を高精度ＣＴ設備導入によ
若杉公認会計士事務所
り展開する

整形外科医と歯科医連携による高齢者の 誤嚥（ごえ
ん）性肺炎予防サービス
8380002033333

長沼商工会

東邦銀行

超微粒子の野菜・果物パウダーの開発と機能性素材の
会津商工信用組合
高付加価値商品化
最新設備とチーム医療による、歯科に留まらない健康
治療サービスの展開

若杉公認会計士事務所

松川町商工会

温度管理の見える化による蔵元とお客様を繋ぐ革新的
会津商工信用組合
流通システムの構築事業
白河商工会議所

相馬松川浦の地元産海産物を使った復興菓子の提供 相双五城信用組合

自炊のできる卓球合宿施設の提供による顧客満足度
の向上

東邦銀行

白河商工会議所

いわき信用組合

