
◎平成２５年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の

１次公募一次締切分採択結果等について

本事業については、平成２６年２月１７日（月）から１次公募を行い、平成２６年３月１４日（金）

までの期間を一次締切としたところ、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７，３９６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、本県では下記一覧のとおり６８件が採択されました。

【福島県地域事務局】

福島県中小企業団体中央会

住 所 〒960-8035 福島県福島市本町5-5 殖産銀行フコク生命ビル8階

電話番号 024-529-7603



申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 株式会社押田製材所 革新的サービスの開拓・新提供と好循環型システムの確立 白河信用金庫

2 合同会社ドゥミール エディブルフラワージェラートの試作品開発・新サービス開発事業 会津商工信用組合

3 株式会社モリヤマフードシステムズ 3つの新サービス機能を有する店舗開発 福島県商工会連合会

4 有限会社ハニー松本 自社ハチミツを活用した新事業参入と新サービスによる売上の拡大 会津信用金庫

5 堀越 正恵(エステティックサロンＨＡＮＡ) 「食・美・癒し」で女性独自の悩みを解消するカフェ付エステ 有限会社インキューブ

6 有限会社岩下商店 いわきの伝統産業「魚肉練製品」を守れ、今までにない食感のさつま揚げ 有限会社インキューブ

7 株式会社エクスファンディア 加入保険を無料で管理出来るサイト「保険帳」の利便性向上と利益化 福島銀行

8 株式会社ファンタスティックスタジオ 福島初 オーダーメードシューズ工場設立 いわき信用組合

9 有限会社ファッションわらび 高齢者対応型生産効率改善及び難素材対応縫製ライン改変及びそれに伴う設備改善、導入 福島銀行

10 紋波 幸太郎(Bar Quartet) いわき地元産や県産品野菜・果物を使ったベジタブルカフェ事業 有限会社インキューブ

11 有限会社鎌田企画 乾燥特化型小規模コインランドリー 新パッケージ開発 相双五城信用組合

12 まがら洋菓子研究所有限会社 洋菓子専門店が「端材」で作るエコでオリジナルな【新感覚アイスクリーム】 有限会社インキューブ

13 株式会社三恵クレア 高難易度素材の可縫製化に対応するための設備導入 七十七銀行

14 有限会社相馬ブレード ジェットエンジン用部品研磨作業の精度向上 有限会社インキューブ

15 シオヤ産業株式会社 浅部地中熱利用ヒートポンプ普及の為の事務所開設 商工組合中央金庫

16 株式会社ﾀｲﾍｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ 教習生宿泊施設浴室リニューアルによる新規顧客獲得 商工組合中央金庫

17 株式会社ナプロアース 旧自動車部品用金型のデータ保管及び３Ｄプリンターを用いたオンデマンド部品射出成型事業 東邦銀行

18 株式会社モリビューティコーポレーション 美を通じたライフサポートカンパニー 有限会社インキューブ

19 株式会社北福島タクシー 福島県内タクシー事業者初、先駆的運行管理及び市場シェア拡大システム導入事業 福島信用金庫

20 フクシマ薬品株式会社 医薬品画像検索システムによるジェネリック医薬品の競争力強化と受注拡大 日本パートナー税理士法人

21 株式会社コスモラボ 患者情報一括管理システム エンマープロジェクト 有限会社インキューブ

22 高萩自動車工業株式会社 建機等の大型車両の車検検査サービスの開始 商工組合中央金庫

23 酒井 直樹(酒井歯科医院) 高度にIT化したユーザーフレンドリーな歯科医院 有限会社インキューブ

24 株式会社ヘレナ・インターナショナル 雄大な自然の中の貸別荘と初心者でも体験できる乗馬を利用した新規観光客誘致 商工組合中央金庫

25 国権酒造株式会社 大都市圏及び海外市場の販路拡大に向けた清酒製造プロセス強化と新商品開発 南会津町商工会

26 北都オーディオ株式会社 成形機と産業ロボット及び監視システムとの連携による生産性向上 常陽銀行

27 会津酒造株式会社 海外市場等の販路拡大へ向けた高品質化および消費者ニーズの高度化への対応 南会津町商工会

28 株式会社サンコウ 航空機エンジン部品の切削加工における生産プロセスの最適化 神奈川産業振興センター

29 株式会社東鋼 航空機を主とする炭素繊維樹脂強化複合材（CFRP）専用切削工具の製造 イー会計

30 有限会社藤製作所 高精度の内径加工機と加工工具の研究開発、そして加工条件の探究。 大和田利明税理士事務所

31 診療化成株式会社 植物由来バイオプラスチック製・胃瘻（いろう）患者介助容器の開発 白河信用金庫

32 有限会社大内豆腐店 微酸性電解水を用いた新商品開発と、製造環境の清潔化・省エネ化の取り組み。 福島県商工信用組合

33 トヨタ工機株式会社 高速高精度ベンディングマシンの導入による生産プロセスの強化 ハートフル会計事務所
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34 会津コスモス電機株式会社 回転角度位置検出センサ－の軸受けガタ精度の向上、製品性能のアップの推進 東邦銀行

35 株式会社片山製作所 最新ワイヤ放電加工機を使用した超精密加工技術の確立 商工組合中央金庫

36 株式会社モーションラボ 機器の防振装置性能予測システムの開発と商品化 ひまわり信用金庫

37 株式会社日星製作所 [３０トンクレーン]設備の導入による大型機械加工品の受注 商工組合中央金庫

38 髙橋 庄作(高橋庄作酒造店) 『土産土法』による有機純米酒の長期熟成ヴィンテージ酒の開発 結城 幸次

39 株式会社ミウラ 船舶向け大型鋳物製造設備導入及び品質管理体制の構築 東邦銀行

40 有限会社大橋工業 高機能の機械設備導入により新規受注先の構築を図るもの。 大東銀行

41 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攪拌板移動式発酵槽装置の試作開発 東邦銀行

42 有限会社デンテックス会津 【先端歯科用CAD/CAMによる歯科技工物の高度化と効率化】 大東銀行

43 内池醸造株式会社 新規醸造食品を使用した調味料の開発と効率的製造体制の確立 東邦銀行

44 株式会社大和製作所 航空機・内視鏡・ＰＥＴ・注射容器に必要な特殊形状部品加工を高度化させた超精密・少量多品種生産 東邦銀行

45 関口工業株式会社 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの排気ガス規制に対応した尿素ﾌﾗﾝｼﾞ製造に係る溶接技術の確立 埼玉りそな銀行

46 株式会社松竹工芸社 高級壁紙製造工程の大幅改善で生産性向上による経営革新計画 西郷村商工会

47 株式会社金門光波 320nm台の発振波長を持つ紫外レーザの試作開発 栗岡税理事務所

48 株式会社互省製作所 「つば付き六角穴プラグ」における新加工方法の確立 三春町商工会

49 福島DI工業株式会社 二酸化炭素ガスの排出回収装置の開発によるドライアイス製造機の販路拡大 福島信用金庫

50 有限会社藤橋歯車鉄工所 歯車加工の工程集約とDDRTによる高精度溝加工の技術確立 東邦銀行

51 株式会社成光工業 自動化による脱脂工程の省エネ・内製化 横浜銀行

52 株式会社スター精機 航空宇宙部品のNC複合旋盤加工及びプログラミング技術の開発 七十七銀行

53 株式会社白井デンタル ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工物の試作と新技術の確立 会津商工信用組合

54 株式会社中野製作所 航空宇宙の需要拡で受注を伸ばすべく3次元CAD/CAMを導入 福島信用金庫

55 株式会社安秀会津 フレキシブル生産体制構築による医療機器用部品の高性能化及び価格低減 常陽銀行

56 株式会社福島明工社 3Dプリンター活用による新製品開発設計の後処理工程の短縮等（リードタイム短縮とイニシャルコスト及び製品原価削減） 商工組合中央金庫

57 東日本酒造協業組合 ＣＡＳ技術による海外市場等に向けた「純米大吟醸にごり酒」の開発 商工組合中央金庫

58 株式会社コンド電機 エンジン自動車を電気駆動モーター改造車両開発とマイクロＥＶの研究 東邦銀行

59 株式会社アリーナ 電子部品信頼性評価装置導入による｢開発効率向上」及び「同サービス事業の取込」 税理士平間廣事務所

60 有限会社紺野機業場 改良織機導入によるリードタイム短縮化・短納期化の実現。 商工組合中央金庫

61 藤寿産業株式会社 木造建築に於ける新しい接合技術の研究・開発及び実用化 商工組合中央金庫

62 有限会社岡崎 バイオ由来の酵素と米粉を用いた高齢者向け餅加工食品の開発及び生産 大東銀行

63 谷電機工業株式会社 小規模発電におけるスマート制御システムの試作開発 棚倉町商工会

64 三進金属工業株式会社 人工光型植物工場実験設備の導入 商工組合中央金庫

65 ウツミ電気株式会社 半田プリフォーム生産に係る方式の新発明による生産力増強計画 三浦正樹税理士事務所

66 株式会社川島製作所 「内視鏡下手術ロボット部品の超短納期生産システムの開発」 横浜銀行

67 林精器製造株式会社 独自の精密金属加工技術による医療分野事業開発を目的とした設備整備 福島県産業振興センター

68 丸隆工業株式会社 CFRP（炭素繊維）航空・宇宙事業用と治具用部材の切削加工技術開発 福島県産業振興センター


