◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の１次公募の採択結果等について
【徳島県地域事務局】
本事業については、平成２７年２月１３日（金）から平成２７年５月８日（金）（電子申請については９日（土））までの期間、１次公募
を行いましたところ、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１７，１２８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、当地域事務局においては、以下のとおり５５件を採択することといたしました。

平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 採択案件一覧
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2636110001 徳島県

四国化工機株式会社

生産監視用ネットワークカメラシステムの新設による製品の安
四国銀行
全性確保・品質の確保対策事業

2636110002 徳島県

船場化成株式会社

新型製膜機導入による金属製品梱包用防錆フィルムの試作
開発

2636110006 徳島県

株式会社辻本製作所

電気機器接続部品製造を国内回帰するための革新的な一貫
辻井賢博税理士事務所
生産プロセスの構築

2636110008 徳島県

光食品株式会社

国内外販路拡大に向けた、自動洗浄システム導入による充填
機の洗浄能力の強化・安定化及び洗浄時間短縮・省人数化に 四国銀行
よる生産性の向上

2636110009 徳島県

株式会社ナカテツ

連続式熱処理工程導入による第３世代ハブベアリングの高効
阿波銀行
率生産

2636110014 徳島県

田中木材工業株式会社

老健施設等向け大型重量扉の需要拡大に対応する次世代生
徳島銀行
産システムの構築

2636110015 徳島県

有限会社カワテツ

溶接ロボット導入による、大型鉄骨対応力強化と溶接工程の
生産性向上

徳島銀行

2636110019 徳島県

富士製紙企業組合

厚紙和紙製造工程における定寸カットシステム導入による生
産体制の確立

吉野川市商工会

2636110020 徳島県

大利木材株式会社

ＣＡＤ連動型加工システムの導入による大型木造施設向けの
公益財団法人とくしま産業振興機構
合理的生産体制の構築

2636110024 徳島県

株式会社セルフ

Ｙシャツクリーニングの２４時間受付と同日引渡しサービスの構
阿波銀行
築

2636110025 徳島県

有限会社魚谷キムチ

あなたが造る“本格自家製キムチ”のための“素漬けたれ（エ
キス）”の提供

2636110026 徳島県

株式会社大源商会

国産木工業の利便性に資する全国初の帯鋸の目立てサービ
阿波銀行
スのパッケージ化

2636110027 徳島県

冨士ファニチア株式会社

箱物家具部材機械加工の最新化による品質および作業改善 商工組合中央金庫

2636110029 徳島県

徳島県教育印刷株式会社

ＸＭＦ Ｒｅｍｏｔｅ の導入

徳島銀行

2636110035 徳島県

株式会社Ｎｅｐａｒｉ

みつまたを炭化することにより、その機能性に着目した「高活
性みつまた炭」の開発・量産化

四国銀行

2636110039 徳島県

合同会社ニコラ

日本初トリマー自身が考案したペット美容室専用顧客管理ソフ
井上秀二
トの開発と展開

2636110041 徳島県

株式会社マリンアルゴ

鳴門わかめを活用した微細且つ食感にこだわった乾燥カットわ
阿波銀行
かめの開発、製造、販売事業

2636110045 徳島県

株式会社ヨコタコーポレーション

超微弱光散乱検出技術を用いたボールベアリングの玉のキズ
税理士法人アクシス
検査装置の試作開発

2636110046 徳島県

西精工株式会社

ナットの変種・変量生産に対応したフレキシブルねじ立てシス
テムの構築

阿波銀行

2636110047 徳島県

株式会社かなへ義肢製作所

高齢者および障害者の歩行を助け、足の健康を守るインソー
ル（中敷き）増産システムの導入

四国銀行

2636110049 徳島県

株式会社阿波市場

剣山引き茎カットわかめの開発、製造、販売事業

徳島銀行

2636110052 徳島県

Ｄ－ＰＬＡＮ株式会社

使用目的別専用マルチコプター製造販売と導入指導からメン
テナンス迄の一貫サポート

公益財団法人とくしま産業振興機構

2636110053 徳島県

アイハラ貿易株式会社

クラウドだから出来る当社独自の在庫管理とマーケティング

百十四銀行

阿波銀行

四国銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2636110054 徳島県

富士スレート株式会社

セメント系不燃軽量材（床、屋根材）の製造装置の試作開発

商工組合中央金庫

2636110057 徳島県

石原金属株式会社

形状追従型の新規湿式研磨機と環境負荷低減のスラッジ処
理タンクの試作開発

阿波銀行

2636110061 徳島県

サイファー・テック株式会社

スマートフォンアプリベンダー向け、全世界対応型「不正改造
防止ソフトウェアサービス」の開発

阿波銀行

2636110064 徳島県

有限会社天野鉄工所

難加工形状ヘッドレストステー製作に向けた加工システムの試
阿波銀行
作開発

2636110065 徳島県

徳島製材団地協同組合

高回転・高速用帯鋸歯型目立機と小型カメラ搭載によるマイク
商工組合中央金庫
ロ目立機の導入計画

2636110066 徳島県

株式会社ＮＤＫ

高周波誘導加熱装置用電源の小型高効率化

阿波銀行

2636110067 徳島県

株式会社茜庵

現代にアレンジした和菓子「ゆうたま」の顧客ニーズに対応し
た改良と展開

井上秀二

2636110070 徳島県

株式会社岡萬商店

県野菜・果実の新規加工品（餡）を活用した、洋風菓子（パイ生
商工組合中央金庫
地）の新商品開発事業

2636110075 徳島県

株式会社松下印刷

検査工程の自動化による品質管理の強化と生産性向上に向
けたオンライン枚葉検査機の導入

2636110076 徳島県

中道鉄工株式会社

リングラン製造における新規加工設備導入による生産体制の
四国銀行
確立

2636110078 徳島県

株式会社とり信

地場産魚（徳島産）を活用した新商品開発及び販路開拓

四国銀行

2636110082 徳島県

株式会社ハウスマイル

ＷＥＢサイトでライフスタイルの提案を行うサービスの開発

一般社団法人エンタープライズサポー
トジャパン

2636110084 徳島県

有限会社いすい

新システム導入により「復元加工」を可能にし“顧客満足の向
上、新規顧客の開拓”

徳島銀行

2636110085 徳島県

株式会社言語理解研究所

守秘情報を含むビッグデータに対する高速言語分析専用装置
税理士法人すばる会計
の試作開発

2636110087 徳島県

株式会社宮崎椅子製作所

軽量且つデザイン性に優れた木製椅子を、多品種少量生産す
阿波銀行
る設備の導入。

2636110091 徳島県

株式会社ＡＧＴ＆Ｔ

自社特許技術を活用した革新的な消化管向け医療機器の開
発

2636110098 徳島県

応用酵素医学研究所株式会社

アレルギー検査用器具の微量液滴下工程並びに評価方法の
公益財団法人とくしま産業振興機構
開発

2636110100 徳島県

株式会社エス・ビー・シー

実測土質パラメータの活用による高精度地すべり解析防災技
四国銀行
術の確立

2636110102 徳島県

福山印刷株式会社

不良在庫を最小限にした印刷受注システム開発

阿波銀行

2636110105 徳島県

有限会社長尾クリーニング店

高品質サービスの為の薬剤及び洗浄方法の研究開発、作業
工程の最適化と設備導入

税理士法人マスエージェント

2636110109 徳島県

株式会社小谷義肢

障害者・高齢者・児童向け装具製作工程のＩＴ化によるＱＣＤの
四国銀行
改善

2636110113 徳島県

株式会社ビッグウィル

地域資源を活用した徳島杉間伐材等を用いた画期的な天然
木極薄広幅製品シート試作開発

徳島銀行

2636110114 徳島県

株式会社ヒラノファステック

公差の厳しい高精度ボルトのための外観自動検査装置の試
作開発

阿波銀行

2636110115 徳島県

株式会社シャースプ

建築鉄骨接合部の耐震性の向上による商圏の拡大及び若年
四国銀行
層の人材確保

2636110116 徳島県

株式会社徳島データサービス

ヘルスケアサービスの事業化に向けた心理学を取り入れた
「糖尿病重症化予防プログラム」の開発

阿波銀行

2636110118 徳島県

株式会社北岡組

産業副産物のペーパースラッジ灰等を活用した低炭素コンク
リートの開発

税理士法人徳島

2636110119 徳島県

株式会社スペック

ＩＴを活用したカンボジア王国における蟯虫検査ビジネスの展
開

徳島信用金庫

2636110123 徳島県

株式会社谷食糧

全国初の蕎麦を活用したグラノーラ等の食品の製造及び販売 平井吉信

若杉公認会計士事務所

青山英明税理士事務所

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2636110128 徳島県

株式会社オーム技研

仕上げ作業の自動化による加工の均質化、生産性アップ、作
松茂町商工会
業環境の改善

2636110129 徳島県

株式会社松浦機械製作所

３次元立体金型の内製化にむけた機械設備導入

2636110130 徳島県

徳島魚類有限会社

徳島県産ハモ加工製品の生産ライン導入による量産化、関東
四国銀行
圏の新規先獲得

2636110131 徳島県

クラフトワークス・ＺＥＮ

専門コーティング技術の強みを活かした付加価値の高いカー
ケアサービスの提供。

徳島銀行

徳島銀行

