
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 有限会社大町機工
複合加工機を用いたハステロイ製オートクレーブ用
分解容器の開発

23,860,000 平成28年6月23日

2 マリンプロ株式会社
地産食材を生かしたオンリーワン商品の開発と量産
化

22,666,666 平成28年6月23日

3 有限会社ホンテック
最新の５面加工機導入による航空宇宙関連部品の
Ｑ（品質）Ｃ（価格）Ｄ（納期）改善

30,000,000 平成28年6月27日

4
株式会社デジタルプレイ
ス

特殊コーティング素材・長尺デジタル印刷融合による
試作品開発の設備投資（変化する社会環境、多様
化ニーズに対応し地方創生）

8,685,333 平成28年6月27日

5
イデア・インターナショナ
ル株式会社

Ｌｉ＋イオン内包フラーレンの量産技術ならびに量産
体制の確立

10,000,000 平成28年6月27日

6 有限会社工研
薄板絞りプレス加工における高精度、低コスト実現
のプロセス改善

5,000,000 平成28年6月28日

7 水野水産株式会社
省力化蒲鉾型整機による手作り蒲鉾の大量生産とＩ
Ｔ原価管理

10,288,930 平成28年6月28日

8 ワイデーエス株式会社
エアサンドブラストマシンを利用した、独自の船舶エ
ンジンメンテナンス工法（ＹＤＳ工法）の確立

5,353,333 平成28年6月28日

9 有限会社メカ工業 ブル用横巻シールド線の開発 4,657,300 平成28年6月28日

10 株式会社宝栄鉄工
厚板鋼材精密切断加工技術の導入による荷役・重
機設備等架装技術革新事業

5,000,000 平成28年6月28日

11 トラスト・メカ株式会社
最新の超精密加工機導入による電子部品製造装置
の品質向上、低コスト化、及び短納期による競争力
強化の実現

30,000,000 平成28年6月28日

12 株式会社コスモス
医療機器に関する部品及び部品輸送用トレー洗浄
技術の構築

9,332,000 平成28年7月1日

13
小宮山印刷工業株式会
社

ロボット技術によるマスキングテープの仕訳ミス防止
と生産性の向上

10,000,000 平成28年7月1日

14 いいづか歯科
顎関節治療の発展的展開による先進的治療体制の
構築

21,879,999 平成28年7月1日

15 佐藤印刷株式会社
高付加価値印刷物の開発と印刷に係る付加価値
サービスの開発

2,816,032 平成28年7月1日

16 株式会社サンスイ
安心安全な生産体制確立によるファストフィッシュ製
品販売強化戦略

6,700,000 平成28年7月1日

17
株式会社日本オート
シャッター

金属製品難加工技術の習得及び新素材の活用によ
る差別化戦略の推進

10,000,000 平成28年7月1日

18 株式会社ネオテック
生産プロセスの高速化・微細化革新で、強みを一層
伸長・発展させ、顧客の精密化要求に対応

10,000,000 平成28年7月1日

19 株式会社株本 代替加工によるリードタイム短縮と低コスト化の実現 5,000,000 平成28年7月1日

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）【宮城県】
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20
仙台エンジニアリング株
式会社

先端医療技術に貢献するＭＩＭ成形用金型の精密加
工技術開発事業

23,333,333 平成28年7月1日

21 いかや
女川の水産資源を活用した万能調味料の試作開発
と販路開拓事業

2,768,999 平成28年7月1日

22 株式会社フードケアリ 加工食品開発における新たな分析ニーズへの対応 5,000,000 平成28年7月1日

23 アドオン株式会社
内製化データ拡充によるＵＶ硬化インクジェットプリン
ターを利用した建材市場への新規参入

9,715,933 平成28年7月1日

24 有限会社上戸製作所
マシニングによる高精度微細加工技術確立で難削
材のバリ取り・磨きレス生産プロセス開発

10,000,000 平成28年7月1日

25
株式会社エフ・ケー・テク
ノ

新ユニットハウス部材の開発における技術高度化及
びプロセス革新による短納期の実現

10,000,000 平成28年7月1日

26 株式会社佐々木鉄工所
誰でも簡単に高品質・短時間で加工可能なＨ型鋼の
溶接部分専用加工機

10,000,000 平成28年7月1日

27 株式会社アルコム
ＩｏＴを活用した部品加工標準化と海外工場での金型
製造実現による競争力強化

30,000,000 平成28年7月1日

28 株式会社ヤマウチ
圧力酵素分解を使った地域資源活用の新しい調味
料の製造

9,813,333 平成28年7月1日

29 株式会社セイトウ社
ＰＵＲ製本設備の導入による高強度製本加工の実現
と検査体制の充実

10,000,000 平成28年7月1日

30 伊藤黒鉛工業株式会社
Ｃ／Ｃコンポジットの原価低減に寄与するマシニング
センタ用長寿命工具の開発

10,000,000 平成28年7月1日

31 株式会社燦燦園 出張型いちご狩り体験事業 4,679,000 平成28年7月1日

32 株式会社サユウ宮城
自動車車体用ハイテンション鋼分離技術確立による
リサイクル金属高付加価値化事業

9,442,266 平成28年7月1日

33 株式会社サンテック東北
高効率成形技術の高度化とＩｏＴを活用した変種変量
生産の効率化・稼働率向上

30,000,000 平成28年7月1日

34
ヤグチ電子工業株式会
社

リアルタイム個人線量管理スマートバッチ 10,000,000 平成28年7月1日

35
東北マイクロテック株式
会社

積層型ＤＲＡＭ評価用シリコンインターポーザの歩留
まり向上及び品質向上

27,600,000 平成28年7月1日

36 株式会社ケイズデータ
地下街や建物内の高精度地図作製機器及びシステ
ムの開発とサービス提供

8,130,000 平成28年7月1日

37 台灣喫茶慢瑤茶 安価で高機能な食品乾燥技術の試作開発 1,730,898 平成28年7月4日

38 ＭＩＲＡＩ株式会社
ＩＯＴを活用した「儲かる植物工場」を実現する、多賀
城発の生産管理システムの開発

30,000,000 平成28年7月4日

39 株式会社一ノ蔵
低温制御による、貯蔵管理技術を開発し、高品質な
吟醸酒を製造する

10,000,000 平成28年7月4日

40 有限会社黒澤工業所
最新鋭マシニングセンター導入による高速化プロセ
ス開発

10,000,000 平成28年7月5日
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41
北光エンジニアリング株
式会社

最新式電動ハイブリッド竪型射出成形機による生産
性向上とコスト競争力強化

10,000,000 平成28年7月5日

42 有限会社山藤運輸
資源循環から始まる南三陸ブランド化農作物運送事
業

5,149,333 平成28年7月5日

43 株式会社馬渕工業所
１５０℃以下の未利用廃熱を利用した冷凍サイクル
の開発

4,999,999 平成28年7月5日

44 光電子株式会社
中小製造企業向けＩｏＴの開発導入による生産性向
上と利益体質強化

10,000,000 平成28年7月5日

45 工藤電機株式会社 ＩｏＴによる加速器関連電源機器の予防保全システム 14,482,019 平成28年7月5日

46
株式会社フォトニックラ
ティス

光ファイバ通信向けフォトニック結晶の実用化技術
開発事業

3,532,900 平成28年7月5日

47 株式会社真壁技研
急冷プロセス開発の基盤技術高度化および急冷部
材品質の把握

10,500,000 平成28年7月8日

48
株式会社サスティナライ
フ森の家

宮城県産の間伐材を活用した内装加工材・建具材
の試作品開発

15,408,332 平成28年7月11日

49 株式会社ハプロファーマ
癌細胞から漏出した血中循環ＤＮＡを高感度に測定
できる診断キットの開発

3,080,000 平成28年7月11日

50 パルサーシステム
自治体の防災対策に特化した簡易設置型潮位・水
位観測システム開発事業

3,713,332 平成28年7月11日

51
ぜんぎょれん食品株式
会社

新たに産地で魚の生食向け（高鮮度）スライスを製
造し、商品開発と生鮮流通にとり組むことでの需要
創出

3,700,000 平成28年7月11日

52 株式会社ビック・ママ
クレーム情報による業務改善、おもてなし能力による
海外市場の拡大

10,000,000 平成28年7月11日

53 東北三吉工業株式会社
最新型レーザ切断機における高能率省資源加工の
実現による革新的な加工技術の確立

30,000,000 平成28年7月11日

54
はたけなか製麺株式会
社

塩分無添加製麺工程の高度化及び塩分無添加製麺
法を活用した新商品開発

1,658,886 平成28年7月11日

55
プラスエンジニアリング
株式会社

新工法による高アスペクト比の超微小径穴加工技術
の開発

10,000,000 平成28年7月11日

56 株式会社岩沼精工
新工法によるカーバッテリー端子の品質・生産性向
上とコスト削減可能な量産化体制の構築

25,933,333 平成28年7月11日

57 株式会社海祥
最新ノン・トレイラッパー導入による品質保持技術及
び包装工程改善による安全性と生産性の向上

29,533,333 平成28年7月11日

58 セルスペクト株式会社 次世代型臨床検査装置の量産製造設備の構築 9,933,333 平成28年7月11日

59 株式会社ＪＤＳｏｕｎｄ
高音質スピーカーを搭載したＡ４サイズのＤＪ機器の
開発

10,000,000 平成28年7月12日

60 ＫＦアテイン株式会社 標識板向け着雪防止塗料の試作開発 1,676,998 平成28年7月14日

61 マルブン食品株式会社 魚肉調味すり身新商品の生産販売事業 8,470,000 平成28年7月14日
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62 株式会社あす街
石巻中心部におけるライフスタイル提案型メニュー
の開発事業

2,774,969 平成28年7月14日

63 株式会社新澤醸造店
ＴＰＰ加盟国ニーズに対応する新たなる「究極の食中
酒」の試作開発

10,000,000 平成28年7月21日
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