◎ 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」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、当地域事務局では以下のとおり６７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
【福井県地域事務局】
福井県中小企業団体中央会

（受付番号順）
受付番号

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名
武生商工会議所

1

2818110001 株式会社ファインモード

1210001013433

縫製工程及びボタン付け加工を改善し、機能性アンダー
ウェア商品を開発する

2

2818110008 有限会社ウチダプラスチック

5210002012785

熱可塑炭素繊維シート成型システムによるスポーツサング
福井銀行
ラス開発

3

2818110010 有限会社田島プラスチック

3210002002202

３Ｄ加工機を導入し、複雑多様なプラスチック眼鏡部品など 福井東商工会
を短納期で提供する
福井銀行

4

2818110016 大丸機工株式会社

7210001011712

高強度・太物対応の新型鉄筋自動曲げ機導入による生産 福井銀行
プロセス改善
武生商工会議所

5

2818110017 株式会社エツミ光学

3210001012706

高精細グリーンレーザー導入による高級サングラスの真贋
福井銀行
識別加工体制の構築

6

2818110018 有限会社かつみソーイング

高付加価値衣料に対応した柄合せ（パターンデザイン）裁 福邦銀行
7210002014061 断の画像処理を用いた自動化による自社内一貫生産体制
高浜町商工会
の確立

7

2818110024 森永機械工業株式会社

8210001009937

短納期・小ロット生産体制確立及び生産性向上のための
最先端複合機導入

8

2818110025 株式会社川鋳

7210001000847

自硬性砂型製造プロセスの改善による高品質・低コスト化
福邦銀行
と最先端医療機器鋳物の生産体制の構築

9

2818110030 パン工房セタロウ

10

2818110034 小島メテック株式会社

3210001001246

マシニングセンタの導入による高付加価値部品の内製化
事業

福井信用金庫

11

2818110037 有限会社三成工業

2210002001452

小規模鉄骨製品受注獲得促進と生産性向上のための自
社一貫生産体制構築事業

福井東商工会

12

2818110038 株式会社西村金属

9210001013129

医療関連製品の品質保証体制強化による革新的な検査技
福井商工会議所
術開発事業

13

2818110043 有限会社ザ・デリケン

8210002001496

品質及び生産性の向上を両立させた食品製造工程の構築
福井東商工会
と競争力強化

14

2818110046 株式会社秀峰

7210001001606

デジタルインクジェット方式による版無し高精度フルカラー 福邦銀行
曲面印刷機の開発
商工組合中央金庫

15

2818110050 株式会社ナカニシビジョン

7210001002587

５軸加工機導入による金型の内製化がもたらす、納期短
縮、ファッション性の高い商品作りへの展開

16

2818110052 山金工業株式会社

3210001004364

スマート工場実現に向けたＩｏＴ対応生産管理システム導入
福井商工会議所
による製造プロセス革新

17

2818110054 株式会社新珠食品

4210001011450

包装機用自動供給装置及び高速横ピロー自動包装機導
入による生産性向上及び海外販売拡大。

福井銀行

18

2818110055 中央電機株式会社

6210001011795

高性能スポット溶接機導入によるオーダー型電力制御装
置の一貫生産強化

福邦銀行

19

2818110057 永平寺サイジング株式会社

9210001000399

超軽量・低コスト新規織物クッション材の開発と増産及び拡
福井銀行
販の促進

20

2818110058 有限会社匠金型

9210002013152

福井信用金庫
自動車部品用制御ユニット組立機の高精度複雑形態の部
鯖江商工会議所
品製造技術

福邦銀行

越前信用金庫
大野商工会議所

通夜調理設備の導入による高付加価値パンの開発と製造 福井商工会議所
事業
福井銀行

公益財団法人ふくい産業支援センター

左近経営事務所

21

2818110059 有限会社伊藤製作所

3210002012779 建設機械向け鋼板材の高精度切断加工技術開発事業

22

2818110060 株式会社シー・シー・ユー

3210001001733

23

2818110061 武田製畳所

24

2818110062 有限会社井上徳木工

25

2818110063 ゼブラ運転代行アルファ

26

2818110064 株式会社ニシオ設備工業

業界最短のパッケージシステム向け「汎用：新ＯＳ自動対
応ツール」の開発

税理士法人武生中央会計高嶋浩之
坂井市商工会

薄畳市場への参入及び生産ラインのオートメーション化に
坂井市商工会
よる生産性の向上
7210002012775

微細加工でデザイン性の高い製品を生産するレーザー加
工機の導入

福井信用金庫

運転代行を手軽に配車できるスマートフォンアプリ「Ｒａｋｕｄ
武生商工会議所
ａ」の開発と提供
1210001002799

超高精度地上型レーザースキャナーの導入による革新的
福井信用金庫
設備管理体制の確立

1

受付番号

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

27

2818110065 株式会社丸井工業

1210001007674

自社開発の立体ケガキ定規の品質向上による商品化と生 坂井市商工会
産ラインの構築
福邦銀行

28

2818110067 株式会社ダナックス

1210001002048

革新的自動カメラ導入による検査工程の高精度化と生産
性の向上及びＩｏＴの提供

29

2818110070 株式会社エコファームみかた

7210001011019

地域資源「福井梅」を用いたスパークリングリキュールの完
福邦銀行
全自社生産ラインの構築

30

2818110071 株式会社マエケン

1210001012220 超高密度な織布の開発

31

2818110072 有限会社中村精機

4210002002606 「最新鋭 ターニングセンタ」導入によるＱＣＤ改善事業

32

2818110074 真名川株式会社

2210001009918 仮撚り糸の加工技術の高度化事業

33

2818110075 クラシス株式会社

4210001011599

多品種少量生産に対応するプレカット木材加工ラインの複
北陸銀行
線化事業

34

2818110076 横井チョコレート株式会社

8210001016207

含浸技術の活用による新食感「チョコレート含浸菓子」開発
福井商工会議所
事業

35

2818110078 スマートプラスホーム福井

36

2818110079 有限会社坪田鉄工

4210002007340

大型ＮＣ旋盤を導入し、生産性向上と航空宇宙分野の加工
あわら市商工会
を取り込む

37

2818110080 有限会社エムティエム

4210002009205

多品種単品生産の生産性向上を目指すマシニングセンタ
の導入

38

2818110081 有限会社平田木材店

6210002014120

１次加工だけでなく、複雑で精密な２次加工をおこない、オ
高浜町商工会
ンリーワン製材の商品開発事業

39

2818110084 株式会社ミヤゲン

1210001010793

カップコーヒーやドーナツなど複数の物を入れて持ち運ぶ
「帯支持式容器運搬袋」の開発製造

40

2818110087 三好興業株式会社

6210001013313

熱可塑性偏光フィニッシュトレンズの製造技術の確立及び
福井信用金庫
製造・販売

41

2818110094 株式会社加藤製缶

6210001009757

鋼材表面加工処理の均一度向上技術と熟練工の技術を
融合させ販路拡大を見出す事業

大野商工会議所

42

2818110096 株式会社横山工藝

1210001004424

感熱方式フィルム出力システム導入による短納期大判製
版体制の構築

福井銀行

43

2818110097 有限会社スターフーズ

6210002005029

国内及び海外市場に対応した「元祖 焼き鯖寿司」の自動
生産ラインの構築

福井商工会議所

44

2818110106 有限会社牧田金型製作所

9210002011932

自社設計製作を活かした押出成形金型を製作する為の最
福邦銀行
新設備導入

45

2818110107 北陸精染株式会社

7210001003453

国内最大幅の広幅染色加工に対応する新型解反機の開
発と短納期生産体制の構築

46

2818110111 株式会社オーカワパン

3210001007508

福井銀行
販売データを基にしたフレキシブル生産体制構築に資する
福井商工会議所
ＩｏＴ対応成型ロボットの導入

47

2818110114 若越印刷株式会社

高精度カッティングプロッターライン導入による訴求力の高
3210001010593
福邦銀行
い店内ＰＯＰの企画開発

48

2818110117 丸幸せんい株式会社

3210001011996

カーテン縫製加工の「見える化」と「標準化」を実現させる
生産体制の確立

49

2818110118 福井環境事業株式会社

1210001003649

廃プラ再資源化原料の塩素濃度低減、安定化の為のシス
福井商工会議所
テムの導入

50

2818110122 株式会社無限大

51

2818110124 株式会社中村加工所

9210001002404

ガラス特殊加工機導入による生産性の飛躍的向上及び付
福井銀行
加価値商品の販路拡大

52

2818110129 吉田酒造有限会社

9210002004143

製造設備の温湿度制御による魅せる四季醸造蔵の『真夏
永平寺町商工会
のしぼりたて』

53

2818110132 株式会社千鳥苑

5210001010906

スライサーの導入開発による食材へしこの高付加価値商
品開発と新市場創造

公益財団法人ふくい産業支援センター

54

2818110134 武生特殊鋼材株式会社

7210001011786

熱処理工程改善による革新的刃物用新素材開発及び製
造加工の高品質高効率化

武生商工会議所

55

2818110137 株式会社北山建設

2210001010891

タブレットを利用したＩＴによる空き家調査管理データベース わかさ東商工会
システムの機能拡張
敦賀信用金庫

56

2818110138 株式会社エムケーエム

7210001000566

クリーンルーム生産による納品即生産（即充填）を活かせ
る「耐熱ポリプロピレン（ＰＰ）容器」製造事業

福井商工会議所

57

2818110140 株式会社サカエ広告

2210001015404

アクリル板成形システムの導入による社内一貫加工体制
の構築

福井銀行

多彩な部屋の演出を可能にする木の板「デザインウッド
ウォール」の開発

福井商工会議所
公益財団法人ふくい産業支援センター

株式会社ジェック経営コンサルタント山瀬孝
福井商工会議所
越前信用金庫

北陸銀行

坂井市商工会

福井銀行
株式会社ジェック経営コンサルタント山瀬孝

福邦銀行
商工組合中央金庫

福井信用金庫
福井商工会議所
一般社団法人福井県中小企業診断士協会

坂井市商工会

7210001011258

福井銀行

寡日照時にトマト生産を安定させるＬＥＤ補光と環境制御技 わかさ東商工会
術の開発
福井銀行

2

受付番号

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

58

2818110142 山田技研株式会社

2210001004159

水田の気象／水管理／電気柵を監視制御するＩＯＴシステ
公益財団法人ふくい産業支援センター
ムの開発

59

2818110144 伊藤酒造合資会社

4210003000039

福井県を代表する「夏の限定生酒」の開発と製造環境の改
福井信用金庫
善事業

60

2818110147 株式会社下村漆器店

4210001012952

ＡＩ活用型個別クッキングプレート・ネットワーク・システムの 公益財団法人ふくい産業支援センター
開発
福井銀行

61

2818110148 株式会社アルマック

7210001000112

生産と連動した通販サイト対応「注文即納出荷システム」
構築事業

62

2818110150 アイテック株式会社

5210001012646

スプレー塗装工程の自動化による、ナイロン製眼鏡フレー
福井銀行
ムの表面処理加工技術の確立（市場の開拓）

63

2818110151 株式会社林田

3210001007623

紡績糸・細繊度糸の一本糊付け加工技術開発のための糊
福邦銀行
付け機の導入

64

2818110155 株式会社北陸サーマル

4210001010766

配管専用三次元ＣＡＤと自動見積システム導入による加工
福井銀行
精度と生産効率向上体制の構築

65

2818110158 島田整骨院

66

2818110165 小杉織物株式会社

67

2818110166 新珠製菓株式会社

福井商工会議所
北國銀行
加藤中小企業診断士事務所

動的ストレッチ機具と生活習慣カードの導入による健康プ
ログラムの提供事業

福井商工会議所

6210001007538

超音波振動を用いた天然繊維の高速製織技術の研究開
発事業

福井県商工会連合会

3210001011451

地元農産物を使った羽二重餅の、製造安定化に向けた機
武生商工会議所
械装置の導入

以上、採択６７件

3

