◎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」採択結果等について
本事業については、平成２５年６月１０日（月）から平成２５年７月１０日（水）までの期間、２次公募
を行いました。
この期間に申請のありました１１，９２６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
おいて厳正に審査を行った結果、本県では別紙一覧のとおり９１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公募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 福島市本町5-5 殖産銀行フコク生命ビル9階

電話番号 024-529-7603

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
２次公募 採択一覧
（受付番号順）
事業者名

事業計画名

認定支援機関

１

株式会社スズミ

ネットワーク対応ベンディングマシン導入による短納期の実現と生産性の強化

秋本準一税理士事務所

2

株式会社カネコ

長尺シャフト加工技術の発展と高精度加工・短納期対応の体制確立

福島信用金庫 西支店

3

株式会社協栄製作所

精密機械装置及び部品の高精度化、短納期化対応体制確立計画

二本松信用金庫 東和支店

4

東北江南株式会社

フッ素樹脂チューブの曲げ加工時間短縮および量産体制の確立

東邦銀行 方木田支店

5

白河コスモス電機株式会社

高精度サーメット系ポテンショメータ用厚膜抵抗ペーストの開発

東邦銀行 白河支店

6

株式会社ワイ・エー・ピー

自動車部品表面処理加工の生産能力強化と品質向上の為の設備投資

福島銀行

7

株式会社花見台自動車

輸送コスト削減・低環境負荷実現の為の輸送車輌研究開発事業

ひまわり信用金庫

8

会川鉄工株式会社

新設備を導入し風力発電装置タワーの短納期化と低コストを実現し販路拡大を図る

福島銀行

9

日ノ出工機株式会社

食品残菜を利用したバイオマスステーション用消化液循環濾過システムの試作開発

税理士法人若葉

10 株式会社亀岡治具製作所

最新小径複合CNC旋盤の導入による自動機用ピン開発計画

安部修太郎税理士事務所

11 アサヒ通信株式会社

新規部品開発時の設計期間短縮と試作費用低減化

佐藤正則税理士事務所

12 大田精工株式会社

難削材を高速加工するためのNCウォーム盤の開発

東邦銀行 平支店

13 小島工業株式会社

軽量化された塀及び壁構造の開発

会津信用金庫

14 有限会社ミツワエンジニアリング

完全非金属製車椅子の開発

玉川村商工会

15 株式会社アラオカ

短納期型自社用生産管理システム導入と歯車加工競争力強化計画

東邦銀行 平支店

16 株式会社エム・ティ・アイ

微細構造金型の事業化に向けた実証設備の導入

福島県産業振興センター

17 サカモト・ダイテム株式会社

プラスチック金型用ベースにおける側面加工の高度生産システムの開発

さわやか信用金庫 碑文谷支店

18 株式会社鈴中電気化学研究所

納期の短さを逆手に取ったラインの対応力強化

常陽銀行 小名浜支店

19 株式会社会津工場

高強度薄肉鋳物の試作開発品の短納期・低コスト実現に向けた独自生産管理システムの構築

福島県産業振興センター

20 株式会社エポック

ルーター切削加工の技術をベースとした特許技術によるメッキ文字サインの製作計画

税理士法人アイワ会計

21 有限会社エイチ・エス・エレクトリック

ハイパワー・高周波パルス電源の製品化

佐藤万之輔税理士事務所

22 磯上歯車工業株式会社

機械切削加工における大型重量物対応昇降回転テーブル装置の試作開発

さわやか信用金庫 大森南支店

23 日本クリーンシステム株式会社

独自生産管理ソフト導入による海外案件向機器の開発（NEX，CRC）生産性向上計画

南都銀行 帝塚山支店

24 倉敷レーザー株式会社

ハンドレーザー溶接による生産効率の向上

東邦銀行 福島西支店

25 三正工業株式会社

切削加工の高精度化と多品種少量・短納期ニーズへの対応

亀有信用金庫 本店

26 会津天宝醸造株式会社

みそ造りの技術をカスタマイズし生み出す新調味料による、新商品開発とマーケット開発

東邦銀行 会津支店

27 トヨタ工機株式会社

波形制御型溶接機の導入による、薄板溶接構造金型の高品質化事業

税理士法人ハートフル会計事務
所

28 株式会社船山工業

柱大組立ロボット溶接機導入計画（溶接作業の自動化、及び品質の統一化を図る）

福島信用金庫 西支店

29 マイナーズジャパン株式会社

3次元CAD導入による製品開発で、アジアで負けない体制づくり

ひまわり信用金庫 平窪支店

30 株式会社吉城光科学

微小光学硝子部品製造に供する端面自動精密研磨加工装置の試作開発

東邦銀行 須賀川支店

31 合同会社小名浜加工所

カーボン繊維断熱材の切削加工技術の高度化による試作開発

東邦銀行 小名浜支店

32 日本アイキャン株式会社

突風による港湾コンテナクレーンの逸走防止用高性能新型レールブレーキの開発

白河信用金庫 東支店

33 株式会社ナショナルマリンプラスチック

除染用フレコンの新加工方法確立による納期短縮と増産

大東銀行 審査部

34 有限会社西坂製作所

木工用マシニングセンター導入による自由曲面発砲スチロール金型の短納期・高精度化

東邦銀行 本店営業部

35 株式会社インフィニティー

新サンプル生産システムによる高品質・短納期ニット製品開発事業

東邦銀行 保原支店

36 神田工業株式会社

航空機部品の3D切削機を用いた形状削り出し加工技術の開発

城南信用金庫 蒲田本町支店

37 株式会社石川製作所

切削加工タイム短縮と短納期対応の体制確立

須賀川信用金庫 審査部

38 株式会社興洋

高回転精度スピンドル搭載 次世代小型ガラス加工旋盤の開発

ひまわり信用金庫

39 株式会社戸崎通信工業

新製品市場投入速度向上を目的とした高機密シュレッダー用モーターコントローラ評価モジュールの
大東銀行 審査部
試作開発

40 合名会社高砂屋商店

地域特産農産品を活用した新たな味噌調味料の開発

会津坂下町商工会

41 山本電気株式会社

野菜スープおよび自動調理器の開発

税理士法人三部会計事務所

42 有限会社武藤製作所

3Dプリンター活用による漆器製品開発の具現化・納期短縮

東邦銀行 坂下支店
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43 株式会社新栄製作所

販路拡大に対応すべく金属プレス機・溶接機の新設備導入

福島銀行

44 太陽工業有限会社

ベンダー設備導入による工数短縮と生産技術の多様化

福島信用金庫 飯野支店

45 明星電気株式会社

電子部品向け耐熱樹脂補強板とその接着テープの画像処理自動検査機の開発と導入。

福島県産業振興センター

46 古関株式会社

生産ラインIT化計画

宮崎實税理士事務所

47 株式会社タマテック

最新設備導入によるコスト削減及び競争力向上による雇用の創出

須賀川信用金庫 審査部

48 日東加工株式会社

高温に耐える高強度ウェーブ構造織物の開発

福島県産業振興センター

49 株式会社平戸製作所

鉄道用部品製造に於ける品質の向上と安定及びコスト競争力の強化。

商工組合中央金庫 営業部

50 株式会社共進

小型自動半田付け装置の受注拡大に向けた短納期体制の強化

福島県商工会連合会

51 アイテック株式会社

小型ヘリウムガス気球とラジコンヘリの合体による空撮機器の試作研究

佐藤昌彦税理士事務所

52 遠藤工業有限会社

自動計測機器導入による検査工程の合理化と高精度製品の受注拡大

湯川村商工会

53 株式会社プリント電子研究所

静電容量方式のタッチパネルに実装するFPCの自動検査機の導入による短納期・品質向上の実現 東邦銀行 四倉支店

54 株式会社常磐ボーリング

汚染地域の道路の高圧水による除染廃水の浄化装置の提供

大東銀行 審査部

55 有限会社カミノ製作所

納豆部門の復活・発展（商品開発から製造・販売まで）により、ニッチトップを目指す

福島県産業振興センター

56 旭計器株式会社

小ディファレンシャル対応サーモスタット開発

福島県産業振興センター

57 小野鉄工所

多目的形鋼加工機導入による生産一元化と短納期・低コストの多品種少量生産の実現

ひまわり信用金庫

58 株式会社アトック

石英薄板の表面修飾方法の確立とバイオセンサーチップへの応用

常陽銀行 水海道支店

59 株式会社グローバルファインドネットワーク

真空成形技術とインジェクションによる射出成形技術を融合した樹脂成形部品の高付加価値化提
案。

西武信用金庫 橋本支店

60 菅野繊維株式会社

リリヤンノップ糸を活用した最高級シルクニット市場への事業参入

東邦銀行 二本松支店

61 大野エンジニアリング有限会社

ベローズシール流量調節弁の加工技術の社内標準化による短納期化・低コストの実現

東邦銀行 湯本支店

62 有限会社明和印刷

デジタル印刷機の導入によるラベル事業拡大と地域貢献

東邦銀行 北福島支店

63 株式会社マコト精機

冷間ロール事業における加工技術向上及び生産性の改善

福島銀行

64 柳沼プレス工業株式会社

自動車部品製造の国内生産力、価格競争力強化のための炭化水素系洗浄装置導入

福島銀行

65 有限会社東北大成

マッスルスーツ用人工筋肉の開発

あぶくま信用金庫

66 株式会社東北電子

光学用微細金型加工機の開発

常陽銀行 湯本支店

67 株式会社カイネ精密工業

外部電源を必要としないソーラー発電及び蓄電池を備えた防犯ライブカメラの試作開発

福島県産業振興センター

68 フロンティア・ラボ株式会社

ガスクロマトグラフ用扁平金属キャピラリーカラムの開発

大東銀行 審査部

69 株式会社アイ・エス・アイ

プリンテッドエレクトロニクスに対応できる高品質スクリーン印刷技術の構築

東邦銀行 瀬上支店

70 東京ブラインド工業株式会社

高性能吸音材の開発及び吸音パーティションの開発・商品化

商工組合中央金庫 東京支店

71 ASK株式会社

NC複合機とロボットによる切削工程のワンストップ自動加工生産方式の構築

イー・マネージ・コンサルティング
協同組合

72 大木産業株式会社

鋳物業界の環境・技術・コスト問題解決の次世代粘結材の実用化

青木信用金庫 本店営業部

73 永山産業株式会社

紳士シャツ高速生産システム構築

常陽銀行 白河支店

74 東邦ラス工業株式会社

新型矯正ロール導入による、エキスパンドメタル製造技術の可能性の追求

商工組合中央金庫 営業部

75 株式会社太田酢店

りんごソース及び、その中間製品である焼きりんご、りんごピューレーの試作及び製品化。

東邦銀行 須賀川支店

76 有限会社ウルトラパーツ

CNC画像測定システム導入による検査方法の高精度化と品質保証力の強化

七十七銀行 相馬支店

77 福島染工株式会社

コンピュータ・カラーマッチング・システムの導入による天然染料染色の再現性向上と量産化

税理士法人寺田共同会計事務所

78 株式会社白河川島製作所

ヒータブロックの内製化計画

東邦銀行 矢吹支店

79 株式会社北斗型枠製作所

作業効率向上と多品種少量生産・納期短縮実現のための業務管理システム導入事業

富久山町商工会

80 株式会社三船

多様化するニーズに合わせた、顧客要求仕様の実現、低コスト化、短納期対応

東邦銀行 本宮支店

81 株式会社アストラ

障害者の方も使い易い野菜・果物の電動皮むき機の開発および販売

飯坂町商工会

82 有限会社宗像製作所

高品質な製品管理待機時間削減の為の三次元測定器導入計画

福島銀行

83 有限会社和精工

最先端ワイヤー放電加工技術開発による超精密金型製造の短納期達成

あぶくま信用金庫

84 トモト電子工業株式会社

丸型ケーブル自動切断及び巻取機械装置の導入計画

菅野敦史税理士事務所
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85 丸中白土株式会社

高強度の無機質軽量充填材（高強度シラスバルーン）の製造

福島信用金庫 本店

86 株式会社山際食彩工房

小生産者の6次産業化に向けた新技術・新調理システムでの商品開発事業

会津商工信用組合

87 有限会社アポロン電子工業

新規設備導入による高品質化および生産性向上とハイスペック化する医薬品分野の市場獲得

きたかた商工会

88 有限会社佐藤工業所

食品製造用汚水処理装置用タンク製造の短納期化・高精度化対応のための設備事業

富久山町商工会

89 株式会社コミタ技研

短納期化及び多品種生産に対応することを目的とした高精度・高速立形マシニングセンタ導入

福島銀行

90 合名会社大木代吉本店

酒粕を活用したプレミム料理酒の開発

片山正男税理士事務所

91 有限会社関根工業

機械設備による納期短縮及び若手社員の採用計画

福島銀行
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