平成２９年３月１７日

◎ 平成２8年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」公募の採択結果等について
本事業については、平成２８年１１月１４日（月）から平成２９年１月１７日（火）（電子申請：
１月１８日（水））までの期間において公募を行いましたところ、全国で１５，５４７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８８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

ものづくり補助金事業部

【福島県地域事務局】
福島県中小企業団体中央会
ＴＥＬ

業務推進課

０２４－５７３－６３０６
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平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（福島県：８８件）
（受付番号順）
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 2807110001

福島県

有限会社ウルトラパーツ

2380002028116

自動車市場・情報通信機器市場の顧客拡大と既存顧客の
需要増大を目指すためのＣＮＣ研削盤導入による生産プロ 七十七銀行
セスの改善

2 2807110002

福島県

有限会社三和精機

1380002001602

測定検査工程の高度化により複雑形状化する医療機器部
福島信用金庫
品の新規受注の獲得

3 2807110003

福島県

エイト工機有限会社

8380002017550

高精度センサーにおけるアルミニウム材加工の超高精度化
西郷村商工会
計画

4 2807110005

福島県

白河コスモス電機株式会社

7380001010227

小型で信頼性の高いカメラ用ヒータの試作開発

5 2807110006

福島県

有限会社福南自動車工業

3380002002994

地域初となるラバーディップ塗装と高気密塗装ブース導入
による低価格化でのコスト削減や車両価値維持サービスの 福島銀行
提供と作業効率の改善

6 2807110008

福島県

三和精密有限会社

9380002020479

高品質・短納期対応可能な生産体制構築による医療機器
関連治具・部品の新規受注拡大

7 2807110009

福島県

ニダック精密株式会社

1380001016064

最新「デジタルマイクロスコープ」の導入による評価プロセス
東邦銀行
の構築と品質保証力の強化

8 2807110011

福島県

荒井自動車株式会社

4380001015708

タイヤビジネスを先取りする革新的な提案型事業の展開

9 2807110014

福島県

有限会社まるい

6380002003478

生産者団体と連携した麓山高原豚レトルト新製品開発と生
福島信用金庫
産設備導入

10 2807110020

福島県

有限会社斎田鉄工所

2380002020485

リードタイム短縮と競争力強化に向けた設備導入事業

鏡石町商工会

11 2807110024

福島県

三春縫製株式会社

2380001008060

全自動裁断機導入による小ロット・高品質・低コストを実現
する生産プロセスの革新

郡山信用金庫

12 2807110027

福島県

クリーニング北沢

13 2807110028

福島県

木村ミルクプラント株式会社

9380001012725

「スパウトタイプヨーグルト」の生産プロセス改善で品質向
上・安全性確保を図る事業

14 2807110031

福島県

株式会社ＡＣＤＣ

1380001002551

太陽光発電装置による電気自動車への蓄電と一般設備へ
福島信用金庫
の給電システムの開発

15 2807110035

福島県

斎須歯科医院

16 2807110036

福島県

有限会社佐藤フライス

9380002017863

５軸制御立型マシニングセンタ導入による切削加工技術向
矢吹町商工会
上による販路拡大とリードタイムの短縮

17 2807110038

福島県

冨士シャフト株式会社

8380001009474

リニアガイド向け高精度中空レールの試作開発

東邦銀行

18 2807110040

福島県

海楽亭

作業効率改善による品質・生産能力向上に向けた設備導
入事業

田人町商工会

19 2807110041

福島県

会津コスモス電機株式会社

4380001017126

抵抗素子の外観検査・電気特性検査などの自動化

会津信用金庫

20 2807110042

福島県

株式会社ワイズ

5030001040608

安価かつ高品質で迅速な供給体制の構築により国際競争
加藤忠男税理士事務所
力強化を実現する建築金物の製造

21 2807110043

福島県

かど屋

22 2807110047

福島県

有限会社佐藤製作所

23 2807110049

福島県

24 2807110051

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

東邦銀行

訪問布団＆ベッドクリーニングによる高齢者ＱＯＬ向上事業 福島信用金庫
東邦銀行

地域歯科医療の充実を図るためのＣＴ画像撮影装置導入に
白河信用金庫
よる高度歯科医療サービスの提供

「黒糖」を活用した新商品販売の生産体制確立

中田町商工会

2380002021129

自動切断機導入による社内生産体制の経営革新

玉川村商工会

茜精密工業株式会社

3380001011121

新幹線のモーター用軸受の生産方法を革新する事業

東邦銀行

福島県

株式会社エイゾーコーポレーション

1380001011569

足に優しい婦人靴の提供に向けた製品検査手法の改革

東和銀行

25 2807110054

福島県

豊国酒造合資会社

3380003000799

更なる販路拡大を目的とした自動分析機の導入による酒質
古殿町商工会
向上と増産への取組み

26 2807110056

福島県

有限会社ワイエムシステム制御

4380002013082

携帯型自動ハーネス検査装置の開発

27 2807110058

福島県

有限会社よしだや

1380002021088

お菓子の「おいしさと風味」を閉じ込めるための急速冷凍機
石川町商工会
の導入

28 2807110061

福島県

株式会社アクアマリンパークウェア
ハウス

8380001014697

いわき前浜の名産品を旅情に乗せた名物駅弁の全国発信 いわき信用組合

29 2807110066

福島県

有限会社いわきシンクウ

5380002022157

企業価値向上の為の老朽化機械設備の更新および自動化
東邦銀行
による品質、生産性向上

30 2807110067

福島県

林精器製造株式会社

6380001011341

ＩｏＴシステム導入による究極の１個流し革新生産ラインの構 公益財団法人福島県産業振
築
興センター
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安積町商工会

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

31 2807110068

福島県

株式会社柳沼板金店

1380001008078

金属建材の内製化によるワンストップ施工と付加価値の追
東邦銀行
求

32 2807110069

福島県

新井ハガネ株式会社

6010601008815

顧客のＳＣＭの一翼を担う特殊鋼鋼材の戦略的物流システ
商工組合中央金庫
ムの構築

33 2807110075

福島県

有限会社板倉工業所

4380002000403

汎用機とマシニングセンタを組合せた効率的な１品物加工
プロセスの構築

有限会社インキューブ

34 2807110076

福島県

株式会社伊達物産やまとフーズ

1380001003772

地域資源を活用した付加価値の高い外食店向け１食対応
個包装業務用レトルト加工食品の開発

東邦銀行

35 2807110081

福島県

株式会社山製作所

9030001013915

半導体製造装置部品の生産工程の確立

公益財団法人福島県産業振
興センター

36 2807110082

福島県

株式会社川崎シール製作所

4020001067636

シール印刷における抜き加工工程の機械化による効率化

城南信用金庫

37 2807110083

福島県

株式会社ケイエスエム

9380001008632

最新画像測定機導入による従来工程の短納期及び高精度
福島銀行
化実現による販路拡大事業

38 2807110084

福島県

株式会社システムフォワード

2380001014240

ランチ難民を救え！ビジネスマンのスマホが弁当注文決済
東邦銀行
端末になるクラウドサービス

39 2807110085

福島県

株式会社カスガ

5011101070439

自動車ヘッドアップディスプレィ用射出成型金型生産システ
二本松信用金庫
ムの高度化

40 2807110086

福島県

株式会社ミウラ

6380001008437

リバースエンジニアリングによるプラスチック成形

41 2807110087

福島県

ケンタ電子工業株式会社

8380001012800

繊維材含有樹脂の長繊維化による電子デバイス部品の高
若杉公認会計士事務所
機能化

42 2807110089

福島県

株式会社緑マーク

2010501013869

スクリーン印刷されたフレキシブル基板の高精度な外形加
武蔵野銀行
工技術

43 2807110090

福島県

株式会社長谷川機械製作所

9030001006910

自動化のための搬送装置部品の６面加工プロセスの高効
率化

44 2807110093

福島県

有限会社オートケア会津

3380002035251

最新テスター導入による省力・高収益・整備事業ブランド力
きたかた商工会
の向上

45 2807110098

福島県

古川プラスチック

46 2807110099

福島県

株式会社エスポアール

8380001007899

機能性繊維の積層自動裁断工程高度化による、高カスタマ
商工組合中央金庫
イズ製品対応の短納期化

47 2807110102

福島県

有限会社そのべ

3380002019171

安全性と生産性の向上を実現するＨＡＣＣＡＰと真空調理法
安達隆久
の導入

48 2807110103

福島県

高保製薬工業株式会社

4380001000833

液体１，０００Ｌ加熱複合タンク導入による新商品開発と品
質・生産性の向上

49 2807110106

福島県

有限会社添田特殊印刷

2380002020956

新たな販路開拓に向けた天付キャップシール形成機導入に
石川町商工会
よる生産性及び品質向上への取組

50 2807110108

福島県

診療化成株式会社

9380001010679

治療用軟膏容器の飛躍的品質向上・生産性向上技術の確
白河信用金庫
立

51 2807110109

福島県

有限会社井上武道具店

2380002000421

刺しゅうとマーク加工の多様化に対応した迅速で高品質な
製作体制の構築

52 2807110122

福島県

アサヒ通信株式会社

4380001000073

車載用高精度カメラケーブル製造に関する自動化による工
商工組合中央金庫
程の革新的改善

53 2807110123

福島県

小林豆富食品

54 2807110125

福島県

福島パルス株式会社

3380001006534

ドローンと特殊洗浄液による太陽光パネル洗浄を用いた保
郡山商工会議所
守管理サービスの確立

55 2807110126

福島県

日東商工株式会社

8030001089799

顧客ニーズに対応するための新たな生産システム構築事
業

髙栁和男税理士事務所

56 2807110137

福島県

有限会社高橋工業所

6380002002133

ＩｏＴ、ＡＩ機能対応最新設備導入により成長産業でのシェア
向上を狙う

東邦銀行

57 2807110140

福島県

普代産業株式会社

7010001056488

都心再開発事業向けＨ形鋼の矯正工程自動化による高精
株式会社エフアンドエム
度化および増産対応

58 2807110141

福島県

有限会社鈴木鉄工所

7380002020935

最新ＮＣドリルマシン導入による加工能力の増強と短納期
への対応

須賀川信用金庫

59 2807110148

福島県

有限会社和田印刷

7380002020381

既存事業のノウハウを活かした農作物の高付加価値化支
援事業の展開

岩瀬商工会

60 2807110149

福島県

有限会社塚原製作所

1380002021245

製造における加工技術及び生産性向上のための内製化体
浅川町商工会
制構築

61 2807110150

福島県

国権酒造株式会社

5380001019146

高品質清酒のブランド化と海外市場への販路開拓に向けた
南会津町商工会
貯蔵工程の強化

62 2807110153

福島県

株式会社エヌ・シー・ロード

7030001036562

金型部品の切削技術向上による鋳造素形材の軽量化対応
会津信用金庫
及び納期短縮

東邦銀行

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

最新ハイブリッド式射出成形機導入による高付加価値薄型
あいづ商工会
成形品の製造

有限会社ジー・エフ・シー

福島銀行

風味豊かな地元の味を再現する「小林豆富」製造方法の改
いわき信用組合
善
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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

63 2807110156

福島県

有限会社ベルクール

6380002025910

生産性向上及び販路拡大に向けた製造プロセス改善に伴
う設備導入事業

64 2807110158

福島県

有限会社協栄精機

2380002029188

ＵＡＶ実用化開発をはじめとする製品の成形平面加工工程
鹿島商工会
の高精度化事業

65 2807110160

福島県

有限会社半沢塗装店

6380002020671

新塗料の調色生産体制の確立による品質向上と生産リード
長沼商工会
タイムの短縮

66 2807110161

福島県

こまや合同会社

6380003000904

福島県産のフルーツ入り無添加の新感覚な焼肉万能タレの
白河商工会議所
開発

67 2807110162

福島県

福島県環境検査センター株式会社

4380001006450

アスベスト検査機器整備事業

68 2807110169

福島県

株式会社田中ニット鮫川工場

2380001010702

３Ｄデザインシステム及び高性能縫製機械の導入による生
鮫川村商工会
産性と品質の向上

69 2807110170

福島県

有限会社大島屋

8380002017591

コモディティ化商品から付加価値向上の斬新な新商品開発 白河商工会議所

70 2807110171

福島県

目黒麹店

71 2807110172

福島県

有限会社尾形自動車工業

4380002000725

燃費を向上させる環境車検の実施とＩＴを活用した整備の見
福島信用金庫
える化

72 2807110173

福島県

大同石油株式会社

9011501002640

加硫缶設備の導入による生産能力の拡大と、業界初イン
ソールの開発事業

73 2807110175

福島県

株式会社太郎庵

7380001018393

顧客管理ＰＯＳシステムに基づいた人的販売によるお客様
会津坂下町商工会
満足度向上事業

74 2807110176

福島県

福島セラミック株式会社

7380001003131

高精密セラミック加工ラインの構築

75 2807110182

福島県

株式会社グローバルファインドネット
6010401016134
ワーク

大型トラック向け大型樹脂成形部品の高品質・短納期生産
西武信用金庫
技術の確立

76 2807110184

福島県

株式会社片山ゴム

8030001020937

ゴムと金属の独自接着加工技術による生産性向上と短納
期の実現

経営標準化機構株式会社

77 2807110185

福島県

株式会社芳賀沼製作

4380001019196

縦ログパネル製造のコスト削減を目的とした機械導入

南会津町商工会

78 2807110191

福島県

有限会社タツミ工機

3380002027546

競合他社に対する優位性の確立による勝残り戦略の実践

東邦銀行

79 2807110192

福島県

有限会社ジーム

9380002027301

事業環境の変化に柔軟に対応する生産システムの確立、
運用ノウハウの蓄積

常陽銀行

80 2807110193

福島県

株式会社ヒロタテクノ

9380001019324

光学部品の生産プロセスの革新による高精度・高品質化の
関 誠
実現

81 2807110199

福島県

株式会社中商

4380001010353

電炉小型化を見据えた高純度小型鉄プレス製鋼原料生産 株式会社ＡＢＫビジネスパート
工程革新事業
ナーズ

82 2807110200

福島県

エルエスアイクーラー株式会社

7011301001225

ＩｏＴの本格的普及に伴うシーケンサー需要に対応する生産
藤岡壮志
効率化

83 2807110201

福島県

有限会社めでたいや

8380002033317

待ち時間解消および外国人対応のためのＰＯＳシステム・
オーダーエントリーシステムの導入

会津信用金庫

84 2807110202

福島県

株式会社ＨｅａｌｔｈｅｅＯｎｅ

5380001025788

医療事務受託事業における既存データ活用システムの構
築

有限会社インキューブ

85 2807110203

福島県

有限会社東洋車体

8380002035560

自動車メーカーの溶接条件に対応する新車基準の鈑金溶
接サービスの提供

下郷町商工会

86 2807110211

福島県

有限会社ダイケン精機

8380002032293

厚さ２０μｍの薄板金属用プレス金型の技術開発

会津信用金庫

87 2807110212

福島県

有限会社石山精機

6380002007850

医療機器部品に対する成形加工から切削加工への転換に
税理士法人三部会計事務所
よる高精度化の実現

88 2807110219

福島県

有限会社ユタカ自動車工業

7380002012932

塗装品質改善及び一日鈑金塗装サービス体制の構築計画 大東銀行

地元産コシヒカリ米を使用した、玄米麹及び玄米麹味噌の
新商品開発

4

内郷商工会

商工組合中央金庫

只見町商工会

城北信用金庫

東邦銀行

