
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
採択案件一覧（４２件）

（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

2836110003 徳島県 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533 高張力鋼板を用いた高強度かつ軽量の車両運搬車開発 北島町商工会

2836110004 徳島県 株式会社テクシード 6480001003948
長尺曲げ加工能力獲得による大型食品加工機械の製造
対応力の強化

阿波銀行

2836110005 徳島県 船場化成株式会社 4480001001268
バイオポリエチレンを利用した紙おむつ包装用パッケージ
フィルムの開発

阿波銀行

2836110008 徳島県 有限会社あけぼの 4480002008898
日本初、貸衣装店主導によるＳＰＡ（製販統合）モデルの構
築

吉野川商工会議所

2836110010 徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所 3480001007241
竹バイオマス燃料用の大量生産型竹チップ作製装置の開
発と実用化

徳島銀行

2836110012 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752
自動運転技術等次世代自動車の性能向上に貢献する高
精度コレットチャック開発事業

公益財団法人とくしま産業振
興機構

2836110016 徳島県 株式会社フジタイト 7480001004540
自動車向け自動駐車超音波センサーケースの増産につい
て

徳島銀行

2836110017 徳島県 米原工業株式会社 6480001003527 柱大組立溶接ロボット導入による生産性及び品質の向上 伊予銀行

2836110018 徳島県 株式会社ホテルグランドパレス 8480001003748 徳島の素材・特産品を使った洋菓子製造 商工組合中央金庫

2836110020 徳島県 株式会社ヒラノファステック 3480001001962
顧客要求を満足する新規ボルトの効率的な生産体制の構
築

商工組合中央金庫

2836110022 徳島県 有限会社クールテクノス 7480002012501 ドライアイス洗浄ノズルの幅広化 阿波銀行

2836110023 徳島県 株式会社渡辺鉄工所 2480001007614
鉄骨・鉄鋼材の高性能機械導入による加工速度の改善と
作業簡素化の実現

四国銀行

2836110024 徳島県 株式会社山文 8480001004564 Ｖカット機導入による、Ｖカット貼箱の国内製造の実現 商工組合中央金庫

2836110025 徳島県 有限会社浜口工作所 6480002008021 曲げデータ受信・監視できる機械導入による生産性の向上 阿波銀行

2836110028 徳島県 株式会社メディングＣＰ 6480001005440
新開発したレーザープリンター専用カードの量産体制の構
築

阿波銀行

2836110029 徳島県 有限会社三星堂印刷所 3480002010459
迅速で効果的なＳＰ広告提案の一貫生産システム構築と
広域展開

鳴門商工会議所

2836110033 徳島県 ハイメール化成株式会社 3480001001847
グラビア印刷品質検査装置の導入による印刷技術及び顧
客評価の向上実現

徳島銀行

2836110034 徳島県 冨士ファニチア株式会社 7480001005522
木材断面形状加工の最新設備を利用した品質および生産
性の向上

商工組合中央金庫

2836110035 徳島県 メグミフーズ株式会社 8480001006692
新冷蔵手法による、栗の低温貯蔵技術の確立と高品質食
品の製造開発事業

徳島銀行

2836110036 徳島県 有限会社平井製材所 6480002014333 『しっかり支柱』の低コスト生産設備導入による新市場開拓 阿波銀行

2836110038 徳島県 四国工業株式会社 3480001005427
１００％内製化による新しいクーラント浄化システムの付加
価値の最大化

阿波銀行

2836110039 徳島県 株式会社小谷義肢 7480001000671
３次元測定器及び製造機器等を活用した義肢装具製造シ
ステム革新事業

税理士法人すばる会計

2836110040 徳島県 徳島県木材センター協同組合 4480005000869
県内市場における県産木材の使用率向上のための組合基
幹システム「市管理システム」の改善

阿波銀行

2836110047 徳島県 株式会社マリンアルゴ 1480001005081
鳴門産わかめのメカブ部位を活用した乾燥メカブの開発事
業

阿波銀行

2836110051 徳島県 東光株式会社 7480001001777
藍染デザインのストッキング量産化　徳島の伝統美を活か
した商品展開の拡大

商工組合中央金庫

2836110054 徳島県 株式会社東洋バルブ製造所 4480001001796
商圏の拡大に伴うＮＣ旋盤機導入によるステムナット増産
体制の構築

阿波銀行

◎　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１
５，５４７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４２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
【徳島県地域事務局】
徳島県中小企業団体中央会　組織支援課
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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

2836110055 徳島県 協業組合徳島印刷センター 3480005000655
１００年印刷（丈夫で長持ち経年劣化に強い印刷製品）で
新しい印刷需要の開拓

百十四銀行

2836110056 徳島県 株式会社國光精機 4480001003735
新形ベアリング製造治具部品の高精度、低価格化および
品質保証の実現

株式会社エフアンドエム

2836110057 徳島県 中道鉄工株式会社 5480001001597
高精度ＮＣ旋盤導入による回転円盤式部品供給装置の生
産性向上と量産化の確立

一般財団法人四国産業・技術
振興センター

2836110063 徳島県 有限会社ダイカテック 3480002012240 絶縁材料中の微小弱磁性金属除去装置の開発 商工組合中央金庫

2836110073 徳島県 株式会社高橋ふとん店 1480001002715
業界初の寝心地計測機「スパインフィッターＮＥＯ（仮称）」
の導入

四国銀行

2836110080 徳島県 株式会社新居工業所 1480001008506
３次元ＣＡＤデータに連動するＮＣベンダー加工機の導入に
よる受注と利益の拡大

上板町商工会

2836110081 徳島県 株式会社栄生薬 2480001007746
複数原材料の同時計量・同一梱包ラインの導入による生
産性の向上

阿波銀行

2836110088 徳島県 有限会社六車エンジニアリング 5480002016090
機械の知能化機能と専用治具開発による、ベルト用金型
の薄型部品の真円加工技術構築

阿波銀行

2836110089 徳島県 マイクロブロット株式会社 4150001020045
ロコモティブ症候群の予防ニーズに向けた低侵襲な軟骨検
査技術のＡＩ活用型開発

原田佑嗣

2836110091 徳島県 株式会社茜庵 8480001003608
地産の農業廃棄物を、高付加価値商品へと転換〜すだち
の果皮ゲル開発と新規市場参入

株式会社井上総合事務所

2836110092 徳島県 イツモスマイル株式会社 9480001004010
在宅利用者をネットワークで結び、自宅・施設老人を常時
見守ることができるシステムの構築

阿波銀行

2836110093 徳島県 株式会社阿波市場 1480001004843
Ｂ級品わかめ粉末及び堆肥化による廃棄処分ゼロシステ
ムの構築

徳島銀行

2836110094 徳島県 有限会社天野鉄工所 3480002000402
ＡＩ門形５面５軸加工機による航空機部品加工とⅠｏＴ化に
よる生産性の向上

公益財団法人とくしま産業振
興機構

2836110095 徳島県 坂東機工株式会社 5480001001878
高難度の塑性加工の効率化と熟練の技術伝承システム構
築による競争力強化

阿波銀行

2836110099 徳島県 有限会社中林木工 1480002005634
ボーリングマシン導入による効率化で実現する、別注家具
を既製化にする全国初の新事業

徳島銀行

2836110101 徳島県 三和繊維株式会社 2120101039725
ＩｏＴ活用によるタテ糸の織分けによりデザイン性（立体感）
を強調したタオルの製造体制の構築

池田泉州銀行
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