
（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 3018110001 福井県 ヤマウチマテックス・エンジニアリング株式会社 5210001010385
砥石自動追い込み機能付き研削研磨装置導入による太径
チタン材量産体制の構築

株式会社福井銀行

2 3018110003 福井県 株式会社ニシオ設備工業 1210001002799
３Ｄ計測と３Ｄ処理の機能向上・コストダウンで、新たな空間
計測サービスを提供する

福井県商工会連合会

3 3018110006 福井県 株式会社アルマック 7210001000112
生産から販売までの一貫体制の阻害要因である梱包作業
の自動化

福井商工会議所

4 3018110014 福井県 有限会社カトウニット 1210002012070
最新型設備導入によるダブルニットの量産体制強化に伴う
高度化事業

福井県商工会連合会

5 3018110002 福井県 北陸マシナリー有限会社 2210002003936 低コスト化に対応する曲げ加工ラインの新設 株式会社ジェック経営コンサルタント

6 3018110004 福井県 有限会社北精工 3210002007762 ステンレス加工の高度化による医療分野への新規参入事業 株式会社北陸銀行

7 3018110005 福井県 クラシス株式会社 4210001011599
住宅建築用の柱ほぞ加工機の導入による生産性向上、及
び作業安全性の向上

株式会社北陸銀行

8 3018110007 福井県 株式会社マツイ印刷 7210001010169
厚みのある素材、立体的素材への印刷及び微細加工技術
の確立

株式会社ジェック経営コンサルタント

9 3018110008 福井県 株式会社武生製麵 8210001011777
関東方面の販路構築のために半生麺生産の包装ラインの
自動化

株式会社ジェック経営コンサルタント

10 3018110009 福井県 株式会社マエケン 1210001012220 レピア式織機導入によるよこ糸の高密度化事業 株式会社ジェック経営コンサルタント

11 3018110010 福井県 株式会社清水工業所 5210001012951
眼鏡部品製造の金型からの一貫生産体制を確立し、生産性
の向上を図る。

鯖江商工会議所

12 3018110011 福井県 株式会社ササマタ 6210001012918
高精度・高速加工の生産性向上機械を導入し、製品開発・
製造を促進させる。

鯖江商工会議所

13 3018110012 福井県 株式会社ＭＡＥＤＡ 8210002009630
生産能力の拡大と生産効率の改善、撚糸の試作・開発体制
の構築

有限会社エフ・マネジメント

14 3018110013 福井県 株式会社山口エンジニア 6210001013461
ＩｏＴに不可欠な高透過率ディスプレイ製造機械の効率化提
案事業

福井県商工会連合会

15 3018120015 福井県 有限会社松本自動車工業 5210002008833
３Ｄデジタル測定器と精密フレーム修正機の導入による高付
加価値化と新市場開拓

株式会社福井銀行

16 3018120016 福井県 株式会社アイ・ディ・エス 2210001013473
高性能ワイヤカット加工機の導入で新機能検眼用フレーム
を開発・量産する

株式会社福井銀行

17 3018120017 福井県 宮下機料株式会社 1210001003822
拡大する需要に応えられる生産性の向上と製品のバリエー
ション化

有限会社エフ・マネジメント

18 3018120019 福井県 有限会社北日商会 3210002003373
自動切断機導入による直線カット技術の高度化と高付加価
値化

株式会社福邦銀行

19 3018120020 福井県 小浜海産物株式会社 3210001013919
主力商品「小鯛ささ漬」生産ラインへの自動機導入による生
産性向上事業

小浜商工会議所

20 3018120021 福井県 株式会社秀峰 7210001001606 超高精細な画像を描写する製版機の開発 株式会社福邦銀行

21 3018120022 福井県 有限会社岩佐電機製作所 4210002009717
品質検査機の工程組み込みによる生産性向上と新規案件
開拓

株式会社福邦銀行

22 3018120023 福井県 真名川株式会社 2210001009918
国際的競争力を高める為に仮撚り加工糸の生産システムの
改革

株式会社ジェック経営コンサルタント

23 3018120024 福井県 井上商事株式会社 9210001000218
大雨量対応型アルミ雨とい（ゲリラ豪雨対策商品）加工用特
殊機械の導入

原康継

24 3018120025 福井県 第一ビニール株式会社 1210001001966
高性能３Ｄプリンター導入による商談納期の短縮と提案件数
の拡大

株式会社福邦銀行

25 3018120026 福井県 株式会社こおろぎ社 6210001012843
ＮＣフライス盤追加導入による鉄琴生産力向上とカスタムメ
イドモデル開発

株式会社北陸銀行

26 3018120027 福井県 有限会社ＭＯＤＥＬ 9210002011387
最新ＮＣルータ導入により加工一元化を実現、生産スピード
向上と受注量増加を狙う

福井県商工会連合会

27 3018120028 福井県 豊酒造株式会社 5210001013363
発酵温度制御システム導入による瓶内二次発泡性低アル
コール酒安定生産体制の確立

株式会社福井銀行

28 3018120030 福井県 株式会社かつらだ 8210001013947
製材および木材乾燥プロセスの改善による生産性・競争力
強化事業

小浜商工会議所

29 3018120032 福井県 株式会社ジャストコーポレーション 7210001001639 日本初となる提案型のインテリア絵画通販サービスの提供 小杉一朗

30 3018120033 福井県 株式会社ウィングコーポレーション 6210001004691
従来にないデザインの自由度を実現するエコバッグ印刷事
業

小杉一朗

31 3018120034 福井県 株式会社ニットク 3210001009990
超音波洗浄設備導入による金属製高精度メッシュの歩留り
及び生産性の向上

株式会社福井銀行

32 3018120035 福井県 日本真空化学株式会社 9210001002610
加工工程の自動化による生産スピードと加工精度の向上及
び技術の承継

福井信用金庫

33 3018120036 福井県 株式会社ＡＩＰ 6210001016381
プレス加工の生産性を向上するためのプレス機械と構造金
型の導入

株式会社福井銀行

34 3018120037 福井県 松文産業株式会社 5210001010113
新型撚糸機への更新と工場新築集約による撚糸工程の再
強化

株式会社福井銀行

35 3018120038 福井県 フジイオプチカル株式会社 6210001013230
バリ抜き加工が不要となる一発プレス成形加工が可能とな
る技術開発

株式会社北陸銀行

36 3018120039 福井県 松本商事株式会社 3210001003903
昇華転写技術を生かした高精度なアニメキャラモチーフ傘の
一貫生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

37 3018120040 福井県 中村ライト工業株式会社 5122001005655
高性能プラスチック成形品の生産体制改善による低価格化
の取り組み

株式会社エフアンドエム

38 3018120041 福井県 株式会社ゼロモード 4210001013430 世界初となるシリコンヘアゴムの自動計量・袋詰装置の開発 小杉一朗

39 3018120042 福井県 フジインターナショナル株式会社 9210001010737
試作ハーネス製造における外注工程の内製化によるリード
タイム短縮体制の構築

株式会社福邦銀行

40 3018120043 福井県 スキット株式会社 9210001001901
インラインにおける印刷不良検出のための画像処理装置の
導入

株式会社北陸銀行

41 3018120044 福井県 株式会社ペーパージャック 3210001003176
ペイントプロテクションフィルムのカット加工体制構築と新市
場開拓

公益財団法人ふくい産業支援センター

42 3018120045 福井県 株式会社リペア 6210001013395
マシニングセンタを導入しプラスチックフレームの単品加工
による供給を行う

株式会社福井銀行

43 3018120046 福井県 有限会社田中商会 1210002013820
先進安全自動車時代に対応したワンストップ修理体制構築
と生産性向上

小浜商工会議所

44 3018120047 福井県 株式会社西村金属 9210001013129 最新自働化システムとＩｏＴを活用した生産性向上事業 福井商工会議所

45 3018120048 福井県 奥越ライフサポート株式会社 2210001015065
里芋コロッケ生産ラインの生産性向上・販路拡大による真の
“事業”化

勝山商工会議所

46 3018120049 福井県 株式会社ラコーム 8210001010135
全自動裁断機の導入による極小ロット・超短納期受注の生
産性向上

株式会社北陸銀行

47 3018120051 福井県 中部インテリア株式会社 5210001002085
異素材レール同時カット機導入による生産工程改善と量産
体制強化

株式会社福井銀行

48 3018120052 福井県 株式会社やなぎ町 4210001009247 北陸新幹線福井延伸に向けた団体観光客・弁当事業強化 福井商工会議所

49 3018120053 福井県 アイテック株式会社 5210001012646 高品質で疲労強度の高い樹脂成形眼鏡フレームの開発 株式会社福井銀行

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

福井県採択案件一覧（85者）
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50 3018120054 福井県 東工シャッター株式会社 2210001013110 アルミ製折戸のオーダー商品に対応可能な加工設備の導入 公益財団法人ふくい産業支援センター

51 3018120055 福井県 株式会社ＩＮＧ 3210001008522 多様な消費者ニーズに応える品質向上と設備投資 福井信用金庫

52 3018120056 福井県 株式会社長田工業所 5210001008586 ３Ｄスキャンによる生産性向上と提案力向上 福井県商工会連合会

53 3018120057 福井県 株式会社鯖江工業所 5210001012877
世界最小通信モジュール製造用精密機械部品の生産性向
上事業

株式会社福井銀行

54 3018120059 福井県 大成精工株式会社 9210001013483
自動運転ロボット設備導入によるＥＶ部品無人生産と量産体
制の確立

公益財団法人ふくい産業支援センター

55 3018120061 福井県 平林印刷株式会社 6210001003017
顧客情報のクラウド管理による戦略的カスタマーサポートセ
ンターの構築

株式会社福井銀行

56 3018120062 福井県 有限会社中村精機 4210002002606
「３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ」を導入し、加工プログラム作成時間を
短縮するＱＣＤ改善事業

福井商工会議所

57 3018120063 福井県 有限会社センコー技研 9210002001933
生産プロセスの改善と高機能・高性能繊維の染色加工技術
の高度化

有限会社エフ・マネジメント

58 3018120064 福井県 株式会社本間金型製作所 2210001012211
最新型ＩｏＴ設備の導入による一貫生産体制の生産性向上及
び新分野進出事業

株式会社福井銀行

59 3018120065 福井県 株式会社石本鉄工業 4210001011459
測量用ドローン及びスキャナ導入によるプラント設計のＩｏＴ
化事業

福井県商工会連合会

60 3018120066 福井県 カワイローラ株式会社 9210001000779
ロボットを用いた高度な製造ノウハウの確立と独自性ある製
品開発

有限会社エフ・マネジメント

61 3018120067 福井県 有限会社沼田工業 3210002002739
取引先ニーズに対して予測的に対応できる開発・生産体制
の構築

福井信用金庫

62 3018120073 福井県 フレッグ食品工業株式会社 2210001003210
高速自動計量機とＩＨ自動加熱調理カートを活用したあつあ
つ安全な給食提供サービス構築

公益財団法人ふくい産業支援センター

63 3018120075 福井県 株式会社タイホウ 5210001013041
５軸マシニングセンタの導入による樹脂製眼鏡枠の生産能
力の増大

株式会社商工組合中央金庫

64 3018120077 福井県 株式会社龍泉刃物 9210002012022
オリジナルマーキング対応商品の新規ラインナップによる販
売拡大

公益財団法人ふくい産業支援センター

65 3018120078 福井県 株式会社田中化成 5210001013058
直圧式射出成型機と原料定量供給装置導入による新製品
安定生産体制の確立

株式会社福井銀行

66 3018120080 福井県 吉田産業株式会社 5210001013371
生産性の大幅な向上を目的としたヒートセット工程の新規開
発と導入

左近政裕

67 3018120083 福井県 株式会社若吉製作所 1210001013400
人工骨などの医療用製品加工における測定・検査プロセス
の高度化

株式会社北陸銀行

68 3018120084 福井県 フクイボウ株式会社 3210001003283 最新検査機器の導入による品質向上と新規格糸の開発 株式会社福邦銀行

69 3018120089 福井県 株式会社ミズホ 4180001001257
ＣＮＣ精密旋盤の導入による次世代自動車安全性能に対応
した「重要保安部品」製造ラインの構築

大野商工会議所

70 3018120090 福井県 小杉織物株式会社 6210001007538
可変ゲージ織機の開発によるちりめん織のコスト競争力向
上

福井県商工会連合会

71 3018120094 福井県 第一織物株式会社 2210001001949
ダブルスタビライザ方式ウォータジェットルームによる超高密
度織物開発

株式会社福井銀行

72 3018120097 福井県 漆工芸はやし
伝統技術を生かし多種多様な製品を製造する革新的な塗装
装置の導入

鯖江商工会議所

73 3018120100 福井県 山甚撚糸株式会社 8210001004153
ホームファッション市場向け、天然素材調の意匠性を持つ化
合繊機能性素材開発

福井県商工会連合会

74 3018120101 福井県 有限会社ユーティー 1210002003763
最新型コンクリート電磁波レーダでの高精度調査結果の提
供

福井県商工会連合会

75 3018120103 福井県 株式会社ホーコーズ 9210001004631 高付加価値なグラフィック壁紙の製造・販売サービスの確立 株式会社福邦銀行

76 3018120104 福井県 マルイチセーリング株式会社 8210001012214
新たな木工設備の導入で商品の付加価値アップと生産性の
向上を目指します。

株式会社北國銀行

77 3018120105 福井県 有限会社エヌ・エム調査設計 3210002008942
ＳＬＡＭ３次元移動体スキャナーで地形の見えない場所を見
える化！次世代の測量改革

福井県商工会連合会

78 3018120107 福井県 株式会社エスティ産業 3210001013860
拡大するプラスチック再生材市場に対応する高品質ペレット
量産強化事業

福井県商工会連合会

79 3018120110 福井県 有限会社ビックアロー 9210002011197
当社独自のＰＣ導入時設定作業支援「楽ＫｉｎＧｏｏ！」システ
ムの開発・導入

敦賀信用金庫

80 3018120112 福井県 株式会社オーカワパン 3210001007508
北陸の食文化にあった餅和菓子大量生産体制の構築によ
る販売効率向上計画

株式会社福井銀行

81 3018120113 福井県 有限会社スターフーズ 6210002005029
連続焼成機及び瞬間冷凍機の導入によるＨＡＣＣＰ対応の
「元祖焼き鯖寿司」専用ラインの構築

福井商工会議所

82 3018120115 福井県 株式会社五月ヶ瀨 6210001007554
自動充填チョコレートサンドマシンの導入による主力土産品
専用サンドラインの構築

福井商工会議所

83 3018120118 福井県 ヨシダ工業株式会社 6210001013370
非接触方式高精度画像寸法器の導入による品質保証体制
の確立

株式会社福井銀行

84 3018120150 福井県 テクノワープ株式会社 1210001013086
新型経編み機導入による機能性自動車用繊維の開発と生
産体制の確立

福井商工会議所

85 3018120164 福井県 株式会社鯖江第一ホテル 3210001012879
お客様と従業員の満足度向上を目指した業務のＡＩ・ＩＯＴ化
事業

福井商工会議所


