平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
交付決定一覧（１次公募一次締切分）

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

茨城プレイティング工業 電子部品用接触素子の「熱処理→化学研磨→めっ
株式会社
き」一貫生産体制の構築

8,491,673

平成26年5月26日

2 瑞井精工株式会社

先端医療機器向け 世界最小径マイクロモーター用
高精度位置決め部品の試作開発

15,000,000

平成26年5月26日

3 株式会社石﨑製作所

多品種のタインを短納期・低価格化で提供する製品
の試作開発

10,000,000

平成26年5月27日

4 京浜金属株式会社

アルミダイカスト品（ドアクローザー部品 等）の仕上
研磨工程の自動化

10,000,000

平成26年5月28日

5 株式会社 カドワキ

高周波誘導加熱装置の試作開発による低コスト化、
製造環境改善

10,000,000

平成26年6月2日

10,000,000

平成26年6月3日

1

6

滝之台電機工業株式会 高性能レーザーマシンによる生産工程強化及び新
社
規受注拡大

7 有限会社参阡年

多品種小ロット・変種変量に対応できる塗装システム
の開発

15,000,000

平成26年6月3日

8 株式会社木原製作所

環境性能向上対応大型車両用高断熱排気系パイプ
の生産工程の確立

15,000,000

平成26年6月3日

9 株式会社昭芝製作所

スパッタレス溶接ロボット導入による生産性の向上

9,985,985

平成26年6月3日

10 株式会社ハリガイ工業

既存の精密加工技術を多方面に生かした、工業用
ゴム製品の製造・販売

10,000,000

平成26年6月3日

11 有限会社堀江製作所

医療関連機器（分析装置等）向け高精度金属部品に
おける新たな加工方法の開発

10,000,000

平成26年6月5日

12 株式会社稲見精密

自動交換式研削盤用砥石アーバーの自社開発

10,000,000

平成26年6月5日

医療・医薬・電子材料向けハイクリーンフィルムの製
造環境・品質の改善

15,000,000

平成26年6月6日

14 株式会社芥子屋四郎

連続式脱気技術の活用による練からしの生産工程
改善と品質向上

10,000,000

平成26年6月6日

15 みなと運送株式会社

医薬品等・食品用パレット洗浄業務の事業展開

10,000,000

平成26年6月6日

16 株式会社三和精機

アルミパイプへ多スリット溝を成形する金型パンチの
長寿命、低コスト製作法の開発

15,000,000

平成26年6月6日

17 株式会社リーゾ

PCR-DGGE法による安価な土壌DNA診断サービス
の開発と実用化

1,833,284

平成26年6月6日

18 府中誉株式会社

発酵由来の淡く心地よい炭酸を残す技術確立による
全く新しいテイストの日本酒試作開発

10,000,000

平成26年6月6日

株式会社ワールドエンジ 特許技術を活用した建設用仮設機材のロボット洗浄
ニアリング
装置開発

9,783,000

平成26年6月13日

13

19

東洋平成ポリマー株式
会社
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20 株式会社協立製作所

油圧シャベル用過負荷防止バルブ（リリーフバルブ）
の検査精度向上

10,000,000

平成26年6月13日

21 株式会社サンテクノ

歯科用スケーラチップのワンチャック加工による高品
質化

11,200,481

平成26年6月13日

22 黒田印刷株式会社

高精度レーザー加工機・ＵＶ－ＬＥＤプリンター導入
による短納期かつ多様な素材への高精度な印刷の
実現

7,533,333

平成26年6月13日

23 株式会社ロゴス

光通信用フェルール製造ラインに資する精密加工、
省力化設備開発

10,000,000

平成26年6月16日

24 常陽電機工業株式会社

電気制御盤製作の高効率生産を目的とした一元的
生産管理システムの開発

10,000,000

平成26年6月16日

25 株式会社ヨシダ

代替エネルギー関連高精密部品の短納期・低コスト
製造を実現する統合製造システムの開発

15,000,000

平成26年6月16日

減速機用ケーシングの精密加工に必須の三次元測
定機導入

6,000,000

平成26年6月16日

27 スケガワ歯科医院

3D-CAD/CAMシステム導入による革新的なインプラ
ント治療等の提供

11,600,000

平成26年6月17日

28 株式会社大江製作所

難形状プラスチック及び金属試作部品の高品質・高
精度化・短納期のための高機能ＣＮＣ旋盤の導入

7,866,666

平成26年6月17日

10,000,000

平成26年6月17日

1,066,666

平成26年6月17日

26

株式会社高萩サービス
センター

29

株式会社東京ハードフェ 新型溶射装置の実用化による製鉄所熱延工場用
イシング
ロール市場への参入

30

株式会社
STYLEdeSTYLE

31

有限会社谷川クリーニン 新開発のオリジナル糊を活用した、高付加価値（香
グ
り、手触りの良さ）Yシャツの展開

4,500,000

平成26年6月19日

32 有限会社ミトモ

新製法タイルの開発及び国内・外市場導入プロジェ
クト

6,900,633

平成26年6月20日

33 株式会社旭製作所

火力発電用設備に使用される難加工材の溶接・熱
処理技術の確立

15,000,000

平成26年6月20日

34 中島合金株式会社

試作鋳造から加工までの一貫生産における短納期
新規受注への対応

10,000,000

平成26年6月23日

35 吉久保酒造株式会社

世界戦略をもった発泡性辛口日本酒の醸造技術開
発、製品開発、販路開拓事業

10,000,000

平成26年6月23日

用紙間の裏移り防止パウダー不要のオフセット印刷
用インキの開発

4,861,523

平成26年6月23日

理化学・医療用ガラス毛細管の口焼き処理生産工
程の確立

10,000,000

平成26年6月23日

株式会社エム・ディー精 金型プレートの超高精度加工実現による競争力強
密
化と受注拡大

10,000,000

平成26年6月23日

36

谷口インキ製造株式会
社

37 有限会社タツミ理化
38

自社完全製造のプリザーブドフラワーとリペア等によ
る販売展開

39 株式会社ダンク

空気浄化装置向けの自動環境測定・分析を行うシス
テムの試作開発

7,726,000

平成26年6月23日

40 株式会社大築窯炉工業

焼成コントロールに優れた低価格改良型ガス窯の試
作開発

2,754,685

平成26年6月23日
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41 秋山精鋼株式会社

内部応力を抑制した磨棒鋼の開発

10,000,000

平成26年6月23日

リビングイメージ株式会
42 社
株式会社光影写

クラウド支援型映像配信システムの開発（CCS/クラ
ウドカメラシステム）

11,422,565

平成26年6月23日

三和ニードルベアリング 植物由来生分解性プラスチック・マイクロインサート
株式会社
射出成形技術の開発

14,999,380

平成26年6月24日

44 下妻電化工業株式会社

「航空機部品への亜鉛高ニッケル合金めっきプロセ
スの最適化」

15,000,000

平成26年6月25日

45 株式会社ＳＫＩ

製品１８０°反転機能付きブロック型製造ラインの試
作開発

5,876,889

平成26年6月25日

14,398,489

平成26年6月25日

43

46

株式会社生体分子計測 細胞アッセイ試験を効率化する細胞培養観察イン
研究所
キュベータユニットの開発

47 株式会社樋山精線

医療用チタン合金極細線の高品質・低コスト生産技
術の開発

14,139,998

平成26年6月25日

48 ファステック株式会社

特装車両の荷役装置部品加工の自動化による生産
体制の確立

10,000,000

平成26年6月25日

49 株式会社オメガトロン

グリッド収束法を利用した低価格オーダーメード型イ
オンガンの開発

10,000,000

平成26年6月30日

50 株式会社大貫工業所

リチウムイオン電池電極接合用高機能、高精度摩擦
撹拌接合機の開発

15,000,000

平成26年6月30日

ＮＣ（数値制御）技術を取り入れた造管機※１の共同
ジャパンフィッテイング株
開発と大口径フレキシブルチューブ※１製造の自動
式会社
化

15,000,000

平成26年6月30日

52 株式会社サステナ

PVシステムに対する革新的かつ日本初の移動式EL
検査メンテナンスサービスの提供

12,866,000

平成26年6月30日

53 株式会社ＦＥＤＬＩＣ

クライオスタット性能試験用小型ヘリウム再凝縮装
置の試作開発

7,998,744

平成26年7月2日

54 株式会社安秀工業

医療機器、事務機器用板金製品の複雑形状･高性
能加工対応、及び生産性向上

15,000,000

平成26年7月2日

7,933,330

平成26年7月2日

10,000,000

平成26年7月2日

15,000,000

平成26年7月3日

51

55

株式会社堀田電機製作
鉄道車両用モータコイル製造の競争力強化
所

56 太洋工業株式会社

57

ヒューマンエラーによる流出不良を無くす製品検査シ
ステムの構築

有限会社エム・ディー・エ 新素材「二酸化塩素」による衛生環境保持及びウイ
ス
ルス等被害予防用大容量ゲル製品の量産開発

58 ヘアーズオノセ

理容店による若年層男女をターゲットとしたフェイ
シャルエステの提供

1,830,000

平成26年7月7日

59 袋田食品株式会社

観光客をターゲットとする奥久慈地域の特産品を活
用した手作りピザの販売と提供

8,384,637

平成26年7月8日

60 株式会社ウイット

ポリイミド樹脂を炭素繊維に連続的に含浸塗工する
装置・方式の開発

13,855,565

平成26年7月9日

61 株式会社幸手スプリング

医療用フレキシブルパイプ（スプリング）の加工技術
の確立

8,800,308

平成26年7月9日
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62 センタック株式会社

意匠性を高めた天井吊り下げ型小型軽量ＬＥＤ装飾
照明の試作開発

10,000,000

平成26年7月10日

63 ジントレード株式会社

農業ハウス用機能性フィルムに混錬する新顔料の
開発事業

6,989,346

平成26年7月10日

64 株式会社アサイン

日系中小製造業向け日本語・英語実行時切替可能
なクラウド型生産管理システムの試作開発

7,604,348

平成26年7月17日

65 株式会社 河村製作所

新開発のＴ６熱処理後鍛造工法を活用した量産技術
開発と増産対応

10,000,000

平成26年8月4日

66 アクモス株式会社

消防通信指令向けの低価格で高機能かつ運用コス
トを抑えた車両動態管理システムの試作開発

9,142,250

平成26年8月21日

不自由な身体箇所に対応したリハビリ用歩行補助車
の試作・供給体制の確立

15,000,000

平成26年8月26日

67

株式会社ダイイチ・ファ
ブ・テック

68

シグマテクノロジー有限 ナノバブル活用超急速金属表面酸化装置および金
会社
属と樹脂の接合技術開発

14,807,901

平成26年9月3日

ニップ方式による厚板材の切断を可能とするスリッ
ターの開発

8,557,426

平成26年10月1日

69 清峰金属工業株式会社
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