
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の２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６月２５日（木）から平成２７年８月５日（水）（電子申請につ

いては６日（木））までの期間、２次公募を行いましたところ、全国で１３，３５０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

では、下記一覧のとおり９０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 2607210001 髙橋庄作酒造店 食卓で家族を繋ぐ新しい純米酒開発の為の設備導入 結城幸次

2 2607210002 株式会社ノボル
エキスパンションバルブのリードタイム短縮及びナレッジデータベースの作
成

須賀川信用金庫

3 2607210003 有限会社佐藤精機 高精度画像測定器導入による検査工程の高度化 福島信用金庫

4 2607210004 株式会社エクストエンジニア
高速高精度ＣＮＣ複合旋盤による加工技術革新で成長分野の受注を拡大
する

商工組合中央金庫

5 2607210006 有限会社村田工業所
パイプ曲における生産性の向上と、新規分野参入のための最新鋭ＣＮＣ
パイプベンダーの導入

東邦銀行

6 2607210012 東北江南株式会社
測定技術の高度化によるプラスチック加工製品の高精度・短納期加工の
実現

東邦銀行

7 2607210016 有限会社浦澤製作所 エコカー向け高性能バッテリー部品製造装置の開発 栃木銀行

8 2607210021 株式会社加藤螺子製作所 非調質でありながら高硬度な革新的自動車部品の試作開発 株式会社ブレイブコンサルティング

9 2607210022 アサヒ電子株式会社 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭよる精密加工技術の確立と原価改善の実現 佐藤会計事務所佐藤正則

10 2607210024 株式会社コアテック 検査工程の高度化による高品質なモータコア製造の実現
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グ
ループ

11 2607210025 株式会社松竹工芸社 ロボット装置改良による汎用性向上計画 白河信用金庫

12 2607210027 有限会社高橋工業所 超大型金型加工の一貫加工実現（５工程集約） 東邦銀行

13 2607210028 有限会社カシワテクノ 高精度両頭側面フライス盤導入による生産性の向上と受注・販路の拡大 東邦銀行

14 2607210029 東洋シャフト株式会社 製造現場での高精度測定技術の確立 みずほ銀行

15 2607210030 フジ紙工株式会社 高性能製本機導入による環境に優しくお客様満足度向上を図る事業 大東銀行

16 2607210031 株式会社ＴＴＣ 非破壊検査の革新、 ＣＴ装置の小型化と超精密６軸機構の開発 菊地喜隆税理士事務所

17 2607210032 有限会社林製パン
学校給食用パンの品質及び製造能力向上並びに新製品開発製造（味噌
ラスク）による売上向上を目的とした設備投資

会津商工信用組合

18 2607210033 株式会社ニュウワテック
マグネシウム合金射出成形金型用エジェクタースリーブの加工方法改善
による生産性向上

東邦銀行

19 2607210035 株式会社ケットアンドケット レーザーカット機導入によるガスケット製作技術及び製作プロセスの革新 税理士法人三部会計事務所

20 2607210036 株式会社長門屋本店
切るたびに絵柄が変化する革新的な羊羹「羊羹―ＭＯＶＥ－（仮称）」の製
品開発と販路開拓事業

会津商工信用組合

21 2607210037 東邦ラス工業株式会社
サーボモーターによる寸法制御装置導入に よるエキスパンドメタルの高
品質化の実現

商工組合中央金庫

22 2607210038 株式会社宝来屋本店 味噌コーシャ認定取得計画 商工組合中央金庫

23 2607210039 株式会社東鋼 航空機用ＣＦＲＰ向け専用穿孔工具製造における生産プロセスの合理化 税理士法人イー会計

24 2607210040 奥の松酒造株式会社 ボトルリンサー洗びん機導入による製造環境の改善について 商工組合中央金庫

25 2607210044 有限会社なかやパン店 パンの新製品の開発、品質及び製造能力の向上を目的的とした設備投資 郡山信用金庫

26 2607210045 株式会社長谷川製作所 加工機械の稼働率向上を実現する切削油加熱機構の開発 東邦銀行

27 2607210046 有限会社金敷製作所
高性能ワイヤカット放電加工機導入による微細切削加工技術の向上と生
産リードタイムの短縮

岩瀬商工会

28 2607210047 株式会社羽田製麺 生産ラインの改善による少量多品種生産対応化計画 福島銀行

29 2607210048 株式会社佐藤機械工業
高精度ＣＮＣ三次元座標測定機導入による超精密部品検査測定及び品質
保証体制の確立

福島銀行
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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

30 2607210049 アサヒ通信株式会社 新規部品開発時の品質評価の 時間短縮と費用低減化 公益財団法人福島県産業振興センター

31 2607210050 有限会社西坂製作所
大型定盤一体鋳造用金型加工の高精度化と高効率化によるリードタイム
短縮

東邦銀行

32 2607210051 冨澤木工所 大版長尺材の高精度カット技術取得による家具製作の高効率化 須賀川信用金庫

33 2607210053 東北ビルハード株式会社 アスベスト含有建築用仕上塗材における超高圧剥離吸引式除去システム 税理士法人三部会計事務所

34 2607210054 秋山錠剤株式会社 打錠杵の廃棄時期の統一化と杵寿命のデータ構築 商工組合中央金庫

35 2607210059 株式会社大三 デザインプロセス及びデザイン価値のイノベーション 税理士法人寺田共同会計事務所

36 2607210060 有限会社丸川製作所 ３Ｄプリンター造形技術の確立による金型レスの生産プロセスの開発 菊地喜隆税理士事務所

37 2607210062 興和鐵工株式会社 鋼板切断工程内製化による小型タンク短納期・量産体制の構築 富久山町商工会

38 2607210063 エンゼル産業株式会社 シュリンクラベル装着機の高精度化による生産プロセス強化事業 千葉銀行

39 2607210064 長尾工業株式会社 高級腕時計向け微細装飾部品の量産体制の確立 協同組合さいたま総合研究所

40 2607210065 大七酒造株式会社 もろみ圧搾工程の改善による日本酒の品質向上 東邦銀行

41 2607210068 株式会社斎藤工機 公共交通機関製造の受注拡大と公共インフラ部品製造市場の参入計画 大東銀行

42 2607210071 株式会社福島石英
半導体製造プロセスに係る石英ガラス製品工程の一部内製化による生産
性の向上の実現

会計事務所ＴＡＳＫ大川原隆

43 2607210072 株式会社マルヤス工業 切削工程及び、検査工程のリードタイム短縮を目的とした高精度化 東邦銀行

44 2607210074 有限会社大橋精密
高精度・複雑形状へフォーカスした医療機器部品生産技術確立のための
要素開発

須賀川信用金庫

45 2607210075 ソーワ精工株式会社 精密金属部品加工の工数削減による生産性向上と品質安定化 常陽銀行

46 2607210078 タカラ印刷株式会社 医療機器マニュアル書等ＩＴ活用生産で品質保証し新規開拓を行う 鈴木正人税理士事務所

47 2607210081 北都オーディオ株式会社
高精度レーザー刻印機と画像検査機導入による生産性向上と品質向上
の実現

常陽銀行

48 2607210082 インターコネクトテクノロジーズ株式会社
高速信号回路基板シミュレータの導入による最新電子機器の開発期間短
縮および品質向上

東邦銀行

49 2607210083 松崎酒造店 清酒醪圧搾設備変更と圧搾環境の改善による品質向上と安定 天栄村商工会

50 2607210085 株式会社郡山製餡
季節感あふれる新商品に対応した新しい通年の作業量を平滑化製法の
開発

福島銀行

51 2607210086 末廣酒造株式会社
商品形態の変化に対応し、生産性向上や競争力強化を図る為の整備事
業

常陽銀行

52 2607210090 豊国酒造合資会社 海外展開を視野に入れた日本酒貯蔵の長期化による経営革新計画 古殿町商工会

53 2607210091 株式会社ランプハウス ＮＣフライスと３次元ＣＡＤ・ＣＡＭを導入した生産管理システムの開発 日本パートナー税理士法人

54 2607210092 有限会社ヨネクラソーイング 難素材でのファッションという働く女性のニーズに応える製品提案 ひまわり信用金庫

55 2607210094 株式会社吉城光科学 硝子表面自動外観検査設備の導入 東邦銀行

56 2607210096 エス・エム・アイ株式会社 小型恒温槽付水晶発振器の開発 東和銀行

57 2607210097 有限会社わたなべ 福島県産造作材の生産計画 白河信用金庫

58 2607210103 有限会社塚原製作所
精密自動旋盤機と精密検査機器の導入による高品質・高付加価値化事
業

フロウシンク

59 2607210105 有限会社ジョイテック
医療系同軸ケーブル生産工程の一本化による 加工品質・生産性向上計
画

いわき信用組合

60 2607210110 有限会社タツミ工機
開発力向上と事業拡大における品質保証精度・測定精度拡充のため機器
導入を図る

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

61 2607210111 株式会社吉成木工所 生活様式の変化と消費者ニーズの多様化に対応した機能的な家具製造 東邦銀行

62 2607210112 株式会社福装２１
柄素材＆難素材の受注拡大並びに負担・ロス低減による品質向上・生産
性向上の確立

七十七銀行

63 2607210151 株式会社菅野漬物食品
連続式異物除去洗浄機導入による高確率　の原料異物除去と新洗浄ライ
ンの構築

東邦銀行

64 2607210154 有限会社ホワイトハウス
高速自動裁断機（ＣＡＭ）の導入により、作業の単純化・製品の均一化・短
期納期化と雇用拡大の実現

大東銀行

65 2607210156 株式会社ドリームディレクション 【地元密着】情報充実型求人サイトの構築 いわき信用組合

66 2607210157 株式会社ピーアンドエム ハイブリットタイプ新型液滴カウンターの開発事業 会津商工信用組合

67 2607210161 大木産業株式会社 革新的な検査システムの開発による鋳造工程の高度化を目指す 青木信用金庫

68 2607210164 株式会社キオラガーデン
三春の地に倉庫を利用した焙煎工房を作り、多様な顧客ニーズに対応す
る高品質コーヒー焙煎豆の製造、販売システムの構築

福島銀行

69 2607210168 和田装備株式会社 大物免震エキスパンションジョイントの省力曲げ加工システムの構築 東邦銀行

70 2607210169 福福堂
地元産の米で作る麹甘酒を甘味料とした新商品「甘酒ライスプリン」の開
発

滝根町商工会

71 2607210172 有限会社斉藤製作所
形彫り放電加工機を用いた複雑形状金型部品の高精度化による受注獲
得

飯舘村商工会

72 2607210204 食処くさの根株式会社 農水産物のブランド化を図り、地域貢献し雇用拡大する。 いわき信用組合

73 2607210207 株式会社信濃屋
高齢者の健康と長寿のため「全国１６４の国立病院」の献立を新調理シス
テムで調理する。

東邦銀行

74 2607210208 あぶくま食品株式会社 福島県産生食用桃のコンポートの製造環境の整備 渡邉明裕税理士事務所

75 2607210210 株式会社会津物産
高温殺菌プロセス導入による安心安全の加工食品供給体制強化と商圏
拡大

南会津町商工会

76 2607210216 株式会社美味一膳 Ｗｅｂ連携の販売・顧客管理システムによる高付加価値かまぼこの拡販 いわき信用組合

77 2607210219 アメリカヤクリーニング
プレス・乾燥工程の大胆な再編による、制服クリーニング専門店としての
サービス競争力強化

東邦銀行

78 2607210223 株式会社石井商店 首都圏向け「“かまど焚き”こだわり冷凍おにぎり」の製造・販売 第四銀行

79 2607210226 株式会社神尾印刷所
農業・建設業の小ロット・短納期・高品質のニ ーズに応える伝票印刷体制
の構築

税理士法人ケーエフエス渡邉直一

80 2607210228 株式会社中野製作所
原価と工場能力を正確に把握するローコストでフレキシブルな生産システ
ムの構築

有限会社インキューブ

81 2607210231 株式会社ｄｒｅａｍＬａｂ クッキングを通して学ぶ英会話コンテンツ開発と販売 有限会社インキューブ

82 2607210233 株式会社有紀 戸建・集合住宅用「電気の要らない自動ドア」の新規開発 福島県商工会連合会

83 2607210237 富久栄商会 高品質コーヒー・チョコレートを使ったスイーツ等の開発 有限会社インキューブ

84 2607210239 有限会社薄商店 色彩米選機導入によるワケあり特定米穀の再選別・付加価値化事業 会津美里町商工会

85 2607210241 有限会社櫛田畳店 豊富なカラーデザインで和洋融合による新しいＴａｔａｍｉ Ｌｉｆｅの提案 ひまわり信用金庫

86 2607210252 株式会社大黒屋
白河の野菜ペーストを使った新食感スイーツによる風評払拭・地域活性化
事業

白河商工会議所

87 2607210255 豊富産業有限会社 不用品処分の顧客獲得のため「自動見積もりサー ビスシステム」の開発 宮崎實税理士事務所

88 2607210260 株式会社幸泉 イタリアンジェラート型店頭販売による冷凍大福のブランド化と開発 会津商工信用組合

89 2607210300 福島県自動車車体整備協同組合 自動車車体整備高精度化に向けた設備の導入 商工組合中央金庫

90 2607210301 福島県味噌醤油工業協同組合 醤油の品質維持のための冷蔵設備導入と在庫管理の確立 商工組合中央金庫
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