平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開補助金補助金
交付決定一覧（１次公募分）

申請者名称

事業計画名

1 北岡プレコン株式会社

鉄筋の加工技術の高度化による製品の精度向上・
多様化対応と生産性の改善

2 船場化成株式会社

交付決定額

交付決定日

4,400,000

平成28年6月24日

再生材料を用いた新聞用雨除けフィルム製造システ
ムの構築

30,000,000

平成28年6月23日

3 株式会社アスカ

新型加工機導入による大物ＣＦＲＰ部品の開発・生産
対応能力の獲得

29,466,000

平成28年6月23日

4 株式会社絹や

天然藍の高効率色素生成及び色素抽出技術の高度
化

5,000,000

平成28年7月1日

1,924,533

平成28年6月27日

10,000,000

平成28年6月27日

5,000,000

平成28年6月29日

2,200,000

平成28年6月23日

最近の営業活動において増加してきた新規顧客の
5 井上味噌醤油株式会社 新規需要に対応するための製品充填機への設備投
資
6 有限会社アサヒ徳島
7

電動式射出成型技術への取り組みによる、製品品質
向上と原価低減計画

四国ステンレス工業有限 少量多品種生産における高精度曲げ加工の実現と
会社
新しい加工手法の実用

8 有限会社倭麺工房

地元の野菜を使用した高品質な高齢者向けそうめ
ん、介護食用そうめんの新商品開発・販路拡大

9 株式会社シンテック

次世代自動車向け最新トランスミッション製造用治具
の高度生産技術開発事業

30,000,000

平成28年6月29日

10 株式会社山文

手作業中心であった『変形貼り箱』及び『デザイナー
貼り箱』製造の全自動化計画

30,000,000

平成28年7月1日

11 有限会社日幸電業社

冷凍車の保守・修理・新架装における短時間で高品
質なサービスの提供

8,841,466

平成28年7月1日

13,631,466

平成28年7月1日

12

ナイトライド・セミコンダク
ＵＶ－ＬＥＤの生産性向上
ター株式会社

13

株式会社宮崎椅子製作 革製家具の縫製作業改善とデザインの可能性を広
所
げる特殊ミシンの導入

5,000,000

平成28年7月6日

14 光友精機株式会社

生産性向上、製品管理強化に向け、ファイバーレー
ザーマーカーの導入

4,333,333

平成28年6月23日

15 株式会社庄の屋

種目・土壌別のオーダーメイド肥料で食味向上と多
収穫を支援する新サービス

10,000,000

平成28年7月1日

16 井口鉄工所株式会社

高硬度・長尺部品の加工プロセス革新による納期・
精度面の競争力強化

18,000,000

平成28年6月27日

17 株式会社アクティス

「微生物採取キット」の商品化とサービス

4,869,969

平成28年7月1日

18 天真醤油株式会社

粉体＋／液体ペア自動充填包装機導入による生産
性の向上

12,213,332

平成28年6月30日

19 阪東食品

ゆず果汁充填の作業効率向上と省力化

2,157,332

平成28年6月27日
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みそづくりの糀技術を活かした酵素サプリメントの新
事業展開

9,866,000

平成28年6月27日

21 貞光食糧工業株式会社 異物混入削減に向けた高生産性最新鋭機導入計画

20,666,666

平成28年6月27日

多種類な鋳造部品製作に対応できる金型製作システ
ムの構築

5,000,000

平成28年7月4日

23 坂東機工株式会社

効率的部品加工システムの構築による生産性向上と
事業拡大戦略

30,000,000

平成28年6月29日

24 株式会社徳島ランドリー

おしぼりの減菌技術を応用した清拭タオルでの医療
介護分野への進出

7,013,333

平成28年6月24日

25 株式会社三木肥料

山田錦の産地が提供する「阿波の北方米」ブランド力
向上事業

3,518,528

平成28年6月27日

5,000,000

平成28年6月27日

20 ヤマク食品株式会社

22

26

合同会社 多田木型製
作所

長浜プラスチック工業株 プラスチック射出成形金型の生産効率向上によるコ
式会社
ストダウンと短納期化

27 和光工芸

ＰＮＣ複合ボーリングマシンの導入による加工技術の
高度化と経営体質強化事業

5,000,000

平成28年7月4日

28 有限会社和泉工業所

次世代自動車の自動運転技術に貢献する精密機械
部品加工技術開発事業

8,466,666

平成28年6月30日

29 中道鉄工株式会社

超音波センサーによる小型気密容器の漏れ検査装
置の試作開発

3,333,333

平成28年7月1日

30 有限会社岡松バラ園

環境制御によるオリジナル薔薇品種開発と品質、生
産力の向上

9,794,666

平成28年6月29日

31 北島酸素株式会社

ＩｏＴ導入による安全・衛生・効率性向上を図る高圧ガ
ス管理システムの提供

26,873,999

平成28年7月1日

32 有限会社天野鉄工所

「高精度同時５軸加工機導入による高度立体部品の
製造と生産性の向上」

30,000,000

平成28年7月1日

33 有限会社いすい

アプリを活用し顧客満足度の向上に繋がる「クロージ
ング・ピットイン・システム」の構築

10,000,000

平成28年7月1日

34 株式会社オーム技研

負角度加工軸を付けた中型５軸マシンの導入によ
り、難易度の高い航空機部品を１チャックで加工完了
する方法への挑戦。

30,000,000

平成28年6月30日

35 有限会社うずしお食品

「新」冷凍法による食塩無添加・旬の食感と風味その
ままのワカメの開発・製造・販路開拓

10,000,000

平成28年7月1日

36 富士スレート株式会社

多様な建材を省スペースでロボットを使った高稼働化
生産プロセスの開発

10,000,000

平成28年6月29日

37 株式会社阿波市場

鳴門わかめを活用した健康ドリンクの開発、製造、販
売事業

10,000,000

平成28年7月1日

38 株式会社シャースプ

デジタル技術を活用した自動運転の実現による労働
生産性の大幅な改善

30,000,000

平成28年7月1日

39 株式会社坂東印刷

地方から首都圏に競争力の高い印刷サービスを提
供するシステムの構築

30,000,000

平成28年6月24日

40 富士インパルス株式会社

高精度ＮＣマシンと３次元画像計測機の導入による
地方工場の活性化

22,540,000

平成28年7月1日

2／3

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

41 美味フーヅ株式会社

付加価値の高いチルドドレッシングソースの開発と製
造販売体制の増強

3,335,000

平成28年7月1日

42 マイクロブロット株式会社

自社特許技術と最新機器を活用した、革新的な認知
症の血液検査技術の開発

30,000,000

平成28年7月4日

43 Ｂ．Ｓ．Ａ．株式会社

アジア市場の販売拡大のためのダイヤモンドホイー
ル生産プロセスの改善

8,259,999

平成28年6月27日

44 株式会社國光精機

ベアリング製造専用の新型特殊バイトの生産体制の
確立

21,800,000

平成28年6月29日

45 有限会社天野精機

監視システム対応の最新加工機導入による工場ＩｏＴ
化と生産性向上

10,000,000

平成28年7月1日

46 有限会社中川刺繍

世界に誇る「ＡＷＡＯＤＯＲＩ」を鮮やかに彩る阿波踊り
用品の創出

1,986,666

平成28年6月30日

47 株式会社きとうむら

木頭柚子残渣有効活用エコエネルギープロジェクト

1,208,000

平成28年7月1日

48 大木縫製有限会社

高年齢者、障がい者、未経験者等誰もが簡単に作業
できる縫製システムの構築

2,676,666

平成28年7月1日

5,596,628

平成28年6月24日

49

有限会社岸火工品製造 観客を魅了する音楽と完全にシンクロする花火演出
所
システムの構築

3／3

