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平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金

補 助 金 事 業 概 要
事業イメージ

事業の内容
事業の目的

革新的サービス

国内外のニーズに対応したサービスやも

革新的なサービスの創出等を行い、事業

のづくりの新事業を創出するため、認定支

化計画で付加価値額並びに経常利益率の増

援機関と連携して、革新的な設備投資やサー

加目標を達成する計画とします。

ビス・試作品の開発を行う中小企業を支援
します。

ものづくり技術

補助事業対象者

わが国製造業の競争力を支える技術を活

日本国内に本社及び開発拠点をもつ中小

用した事業計画とします。

企業者に限ります。

共同設備投資

対象事業

複数の事業実施企業が共同し、設備投資

〈革新的サービス〉と〈ものづくり技術〉

により、革新的な試作品開発等やプロセス

と〈共同設備投資〉の 3 類型で、
〈革新的サー

の改善に取り組むことで、事業化計画で付

ビス〉については「一般型」
・
「コンパクト型」

加価値額並びに経常利益率の増加目標を達

の 2 つに区分します。

成する計画とします。

〈革新的サービス〉… 補助金上限
一般型 1,000 万円
コンパクト型

700 万円

〈ものづくり技術〉… 補助金上限
1,000 万円
〈共 同 設 備 投 資〉… 補助金上限

本事業に参画する事業実施企業により構
成される組合等が事業管理者となり、事業
実施企業が出資した組合・共同出資会社、
又は事業実施企業が社員である社団法人で
あることが必要です。

（共同体）5,000 万円
必要経費の 2/3 が補助率です。

いずれも、他社と差別化した独自の強化
策を盛り込んだ計画で、その実行性につい

事業スキーム 〈補助金受取の流れ〉
①公募

②計画申請

③審査

中間監査→実績報告→交付金額確定→
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します。

④採択

⑤補助事業（補助金の申請→交付決定→
補助金請求→補助金受取）

て認定支援機関の確認を受けていることと

＊
〈革新的サービス〉コンパクト型以外は、
すべて設備投資が必要となります。

平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金

採 択 事 業 者 一 覧（全89社）
■第１次公募
No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

1

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全性確
保・品質の確保対策事業

四国銀行

2

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

阿波銀行

3

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生産プロセス
の構築

辻井賢博税理士事務所

4

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・省人数化による生産性の向上

四国銀行

5

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率生産

阿波銀行

6

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産システムの
構築

徳島銀行

7

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

8

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

9

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合理的生産
（公財）とくしま産業振興機構
体制の構築

10 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築

阿波銀行

11 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

四国銀行

12 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スのパッケー
ジ化

阿波銀行

13 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

14 徳島県教育印刷株式会社

XMF Remote の導入

徳島銀行

15 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

16 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トの開発
と展開

井上秀二

17 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かめの開
発、製造、販売事業

阿波銀行

18 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検査装置の
試作開発

税理士法人アクシス

19 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

20 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）
四国銀行
増産システムの導入

21 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

22 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
（公財）とくしま産業振興機構
の一貫サポート

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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作開発

阿波銀行

28 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ロ目立機
の導入計画

商工組合中央金庫

29 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

徳島銀行
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No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

30 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

31 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（パイ生地）の
新商品開発事業

商工組合中央金庫

32 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

若杉公認会計士事務所

33 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確立

四国銀行

34 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

35 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

36 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

37 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の試作開発

税理士法人すばる会計

38 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、多品種少量生産する設備の導
入

阿波銀行

39 マイクロブロット

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

青山英明税理士事務所

40 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開発

41 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術の確立

四国銀行

42 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

43 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

44 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 の改善

四国銀行

45 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

46 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

47 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層の人材確保

四国銀行

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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、作業環境の改
善

松茂町商工会

53 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

徳島銀行

54 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、関東圏の新規先
獲得

四国銀行

55 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

（一社）エンタープライズ
サポートジャパン

（公財）とくしま産業振興機構

■第 2 次公募
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No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

1

トヨタエンジニアリング有限会社

地域のバイオマス燃料と小型熱交換炉による熱供給総合サービスの構築

阿波銀行

2

有限会社三輪鉄工所

鉄骨溶接ロボットを使用した「短納期且つ高品質」溶接技術の確立

特定非営利活動法人
関西事業再生支援センター

3

株式会社國光精機

ベアリングレース加工用コレットチャック製造における競争力強化の確
立

株式会社エフアンドエム

4

川畑繊維株式会社

特殊縫製技術を用いた高精度特殊縫製品の試作開発

阿波銀行

5

株式会社山全

動力挿管機能の付加による排水管エアー洗浄システムの高機能化プロ （一財）四国産業・技術振興
ジェクト
センター

No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

6

有限会社徳島ブラジルコーヒ店

見学・体験で価値を見える化し、最新式焙煎機導入でブランド力を強化
する取組み

徳島銀行

7

横関食糧工業株式会社

農商工連携の新たな付加価値創造ビジネスモデル、“ 徳島オールスター
かき揚げ ” 商品化

徳島銀行

8

四国工業株式会社

高性能かつ環境に優しいクーラント装置の製造技術改善による競争力強
化

阿波銀行

9

株式会社ヴィーヴル

要支援、要介護認定者等への施設、在宅訪問美容新サービス

北島町商工会

10 ナカ歯科医院

最先端矯正治療 CT スキャナシステムの導入による歯列矯正の精度向上
と治療期間短縮の実現

阿波銀行

11 株式会社渡辺鉄工所

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

12 東西電工株式会社

耐水性等が求められる生産現場にカスタム対応の照明装置の製造

阿波銀行

13 千松自動車株式会社

教習所業界の繁閑の平準化を可能とする日本初のシステムの開発

四国銀行

14 株式会社コンテツ

溶接ロボット×溶接資格 AW 保持者で取り組む最高品質の鉄骨構造へ
の取り組み

税理士法人
ひまわり会計事務所

15 株式会社高橋海産

徳島県産「しらす」の商圏拡大を目指した品質向上のための異物除去ラ
インの構築

四国銀行

16 株式会社ミヨシキャスティング

鋳物づくりの効率化、見える化を目指した経験と凝固シミュレーション
や成分分析の融合

東みよし町商工会

17 有限会社日本漢方医薬研究所

県産品から抽出した機能性成分を用いたスキンケア化粧品等の製造シス
テムの構築

大麻町商工会

18 有限会社白鵬舎

ワイシャツクリーニングのプレミアム価値訴求で新規顧客を開拓

阿波銀行

19 有限会社髙野キノコプラント

プレミアム椎茸「天恵菇（てんけいこ）」の生産力増強

四国銀行

20 株式会社石飛製作所

ステンレス材の革新的表面処理剤の事業化に向けての取組み

徳島銀行

21 有限会社森正工芸

仏壇に独自の特殊沈金加工を用いた新商品開発

阿波銀行

22 株式会社フクブル

ビル解体現場で、自機のみで階上に上がる事のできる解体重機の試作開
発

阿波銀行

23 株式会社トータス

働く女性の心身に優しいリラクシングホームウェアの開発、製造、販売
事業

阿波銀行

24 米崎印刷株式会社

即納、極少ロット、多様な媒体に対応可能な印刷工程の構築

阿南信用金庫

25 有限会社神山鉄工所

高付加価値サービスの為の鉄骨製品の研究開発、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

26 有限会社六車エンジニアリング

大型長尺部品の研磨レス高精度加工技術確立による、発電装置大型化
ニーズへの対応

阿波銀行

27 有限会社石井養豚センター

良質な堆肥を作る発酵攪拌機の導入

阿波銀行

28 西部木工

隙間を収納スペースに変えるオーダー型収納家具の発注・生産一貫生産
体制の構築

阿南信用金庫

29 アウトフィット有限会社

顧客との会話（対話と傾聴）を促進し顧客満足度を向上させることに特
化した独自の接客支援システムの開発

四国銀行

30 株式会社タケフーズ

高齢者配食ニーズに対応した、冷凍刻み漬業界初の計量器導入による、
阿波銀行
配食事業への展開

31 阿波スピンドル株式会社

新規 MC 導入によるドローバーの品質と生産性の向上

吉野川市商工会

32 株式会社日誠産業

除塵工程のスクリーン増設による品質向上と省エネ計画

税理士法人すだち会計

33 睦技研株式会社

自動車部品のコーティング作業の工程変更による新規受注の獲得

四国銀行

34 有限会社柏木工業

レーザー溶接機導入による高品質なメイドインジャパン製品の創出及び
世界競争力強化

四国銀行
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平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

補 助 金 事 業 概 要
事業イメージ

事業の内容
事業の目的

革新的サービス

国内外のニーズに対応したサービスやも

⑴

革新的なサービスの創出・サービス提

のづくりの新事業を創出するため、認定支

供のプロセスの改善であり、3〜5 年計画

援機関と連携して、革新的なサービス開発・

で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」

試作品開発・生産プロセスの改善を行う中

年率１％の向上を達成できる計画である

小企業・小規模事業者の設備投資等を支援

こと。
⑵

します。

どのように他社と差別化し競争力を強

化するかを明記した事業計画を作り、そ

補助事業対象者

の実効性について認定支援機関により確

日本国内に本社及び開発拠点を有する中
小企業者に限ります。

認されていること。
⑶ （高度生産性向上型のみ）「IoT 等を用い
た設備投資」を行い生産性を向上させ、
「投
資利益率」５％を達成する計画であるこ

対象事業

と。

〈革新的サービス〉と〈ものづくり技術〉
との 2 類型で、それぞれについて「１．一
般型」
、
「２．小規模型」
、
「３．高度生産性向
上型」があります。
補助金上限額
〈一般型〉……………… 1,000 万円
・設備投資が必要
〈小規模型〉……………

500 万円

・設備投資可能（必須ではない）
〈高度生産性向上型〉… 3,000 万円
・設備投資が必要
補助率は、補助対象経費の 2/3 です。

ものづくり技術
⑴

革新的な試作品開発・生産プロセスの

改善を行い、生産性を向上させる計画で
あること。
⑵

どのように他社と差別化し競争力を強

化するかを明記した事業計画を作り、そ
の実効性について認定支援機関により確
認されていること。
⑶ （高度生産性向上型のみ）「IoT 等を用い
た設備投資」を行い生産性を向上させ、
「投
資利益率」５％を達成する計画であるこ

事業スキーム 〈補助金受取の流れ〉
①公募

②計画申請

③審査

④採択

⑤補助事業（補助金の申請→交付決定→
中間監査→実績報告→交付金額確定→
補助金請求→補助金受取）
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採 択 事 業 者 一 覧（全53社）
■第１次公募
No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

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

商工組合中央金庫

2

船場化成株式会社

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

阿波銀行

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

( 公財 ) とくしま産業振興
機構

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

商工組合中央金庫

5

井上味噌醤油株式会社

最近の営業活動において増加してきた新規顧客の新規需要に対応するた
めの製品充填機への設備投資

鳴門商工会議所

6

有限会社アサヒ徳島

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

商工組合中央金庫

7

四国ステンレス工業有限会社

少量多品種生産における高精度曲げ加工の実現と新しい加工手法の実用

阿波銀行

8

サン電子工業株式会社

徳島県産 LED の新たな用途を広げる、深紫外 LED を利用した食品殺菌
装置の実用化に向けた開発

徳島銀行

9

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

つるぎ町商工会

10 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

( 公財 ) とくしま産業振興
機構

11 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

商工組合中央金庫

12 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

香川銀行

UV − LED の生産性向上

商工組合中央金庫

14 株式会社宮崎椅子製作所

革製家具の縫製作業改善とデザインの可能性を広げる特殊ミシンの導入

阿波銀行

15 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

徳島銀行

16 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

四国銀行

17 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

( 公財 ) とくしま産業振興
機構

13

ナイトライド・セミコンダクター
株式会社

18 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

阿波銀行

19 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

四国銀行

20 阪東食品

ゆず果汁充填の作業効率向上と省力化

上勝町商工会

21 ヤマク食品株式会社

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

阿波銀行

22 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

四国銀行

23 合同会社多田木型製作所

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

羽ノ浦町商工会

24 株式会社オカベ

商品供給不足解消のため、新本社工場に製造ラインを新設、製造能力強
化により、顧客満足度向上を図る

四国銀行

25 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

阿波銀行

26 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

阿波銀行

27 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

阿波市商工会

28 長浜プラスチック工業株式会社

プラスチック射出成形金型の生産効率向上によるコストダウンと短納期
化

徳島銀行

29 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

阿波市商工会

30 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

阿波銀行
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No.

事業者名称

事業計画名

認定支援機関名
（一財）四国産業・技術振
興センター

31 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

32 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

阿波銀行

33 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

徳島銀行

34 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

阿波銀行

35 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・
四国銀行
システム」の構築

36 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

37 有限会社うずしお食品

松茂町商工会

「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・
阿波銀行
製造・販路開拓

38 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

阿波銀行

39 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

徳島銀行

40 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

株式会社ダイワマネジメン
ト

41 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

阿波銀行

42 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

東みよし町商工会

43 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

大麻町商工会

44 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

青山英明税理士事務所

45 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

阿波銀行

46 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

株式会社エフアンドエム

47 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

徳島銀行

48 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

四国銀行

49 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

阿波銀行

50 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

商工組合中央金庫

51 有限会社岸火工品製造所

観客を魅了する音楽と完全にシンクロする花火演出システムの構築

阿南信用金庫

■第 2 次公募
No.
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事業者名称

事業計画名

認定支援機関名

1

ヴェリタス株式会社

真夏に真っ赤で美味しいミニトマトを作るプロジェクト

松井浩一公認会計士税理士
事務所

2

株式会社ビッグウィル

天然木極薄連続シートへの UV 硬化型塗装技術の確立

東みよし町商工会
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