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
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

1 本田精機株式会社

ＩｏＴを活用したＡＩ機能搭載の複合加工機導入による
航空機部品製造プロセスの継続的改善

30,000,000

平成29年4月5日

2 佐々木発條株式会社

多品種少量角線バネの生産性向上

10,000,000

平成29年4月5日

有限会社菅武エンジニア 測定検査工程の高度化による製品の高品質化、低
リング
コスト化、短納期化の実現

4,196,666

平成29年4月11日

4 株式会社スライブモード

全自動裁断機導入による小ロット・高品質を低コスト
に実現する生産プロセスの革新

9,521,333

平成29年4月17日

5 合名会社寒梅酒造

自社栽培米の等外米を有効利用した新商品の試作
開発

6,800,000

平成29年4月17日

6 水野水産株式会社

手作り感のある２層化揚げ蒲鉾のオートメーション化
とＩＴ活用の生産ロス管理

17,586,666

平成29年4月17日

7 株式会社アーリークロス

一筆箋のブランド化、自社制作工程の確立とオリジ
ナルメモ帳事業の本格化

4,866,666

平成29年4月17日

顧客要求が変化し続けるＩＣＴ市場に、溶接の高度化
株式会社酒井機材製作
と生産ソリューションの実現でフレキシブルに対応
所
し、部材加工のコンビニエンスストア化を目指す

10,000,000

平成29年4月20日

導電性繊維の生産量を倍増する高速導電性高分子
塗布製造装置開発

5,000,000

平成29年4月20日

10 株式会社渡辺海苔店

東南アジア向けの多湿地域においても流通可能な
高品質の新商品開発

10,000,000

平成29年4月20日

11 和光技研工業有限会社

自動旋盤導入による、生産コスト削減と短納期・多品
種・多変量供給の体制強化

13,040,000

平成29年4月21日

株式会社マルモ内海求
商店

業務用ニーズに柔軟に即応できる焼海苔の製造・販
売体制の確立

1,745,666

平成29年4月21日

3

8

9 エーアイシルク株式会社

12

13 栗原木工株式会社

多様化する消費者要望に対応する高度なデザイン
の加工技術を構築

10,000,000

平成29年4月21日

14 株式会社ＰＳＳ

製造業の生産性向上に資する、独自方式による機
械製造新生産プロセスの実現

10,000,000

平成29年4月21日

15 マルニ食品株式会社

麺菓子製造工程での真空冷却機導入による品質向
上と短納期の実現

10,000,000

平成29年4月21日

16 有限会社木村屋商事

高品質スカーフ縫製技術の向上による受注体制確
立戦略

3,066,666

平成29年4月25日

17 有限会社平岡製工社

独自のブラストマシンを開発しＳＵＳ３０４ №１特有の
梨地肌の形成を実現

4,397,132

平成29年4月25日

11,400,000

平成29年4月25日

4,028,000

平成29年4月25日

18

イデア・インターナショナ 革新的プラズマ源の導入による生産革新で内包フ
ル株式会社
ラーレンのグローバル試薬市場を確立

19

有限会社川口グリーンセ 米粉パンＦＣ事業拡大のための「米ワッサン生地」の
ンター
安定供給体制の整備
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20 キョーユー株式会社

事業計画名
大型航空機部品の量産体制強化に向けた生産プロ
セスの全体最適化

交付決定額

交付決定日

30,000,000

平成29年4月27日

共伸プラスチック株式会 大型樹脂成形品装着用クリップの自動組付け技術
社
開発

21,666,666

平成29年4月27日

22 株式会社サトー技建

３次元測量設計システムを進化させた、新たなビジ
ネスモデルの創造と確立

10,000,000

平成29年4月28日

23 株式会社矢本製作所

高精度、長寿命、低コスト化を実現する鋼矢板「ＹＳ
工法」の開発

9,866,666

平成29年4月28日

30,000,000

平成29年4月28日
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小宮山印刷工業株式会
印刷後工程のロボット化による生産性の向上
社

25 株式会社富士精密

超音波援用旋削による高精密・超微細穴加工技術
確立での販路拡大

8,786,666

平成29年4月28日

26 笠原餅店

薪と釜戸で作る安全・安心な「和スイーツ」生産体制
の構築

1,935,341

平成29年5月11日

27 株式会社仙台紙工印刷

カラーマネジメントシステムを融合した速乾印刷技術
の確立による競争力強化

10,000,000

平成29年5月11日

28 有限会社サン・システム

高度研磨技術のマニュアル化による、高精度検査機
器部品の生産システムの構築

10,000,000

平成29年5月11日

29 平塚商店

最新型マシン導入による極上『いか塩辛』 輝きアッ
プ！販路拡大事業

2,838,000

平成29年5月11日

高付加価値商品の開発のための水なしＬＥＤ－ＵＶ
印刷技術の確立

10,000,000

平成29年5月11日

31 株式会社宮城化成

Ｈｙｂｒｉｄ難燃化技術による高性能難燃コンポジット製
品の開発

9,616,281

平成29年5月11日

32 一ノ瀬興業株式会社

足場工事における作業効率向上による工期の短縮・
人的資源の有効活用事業

10,000,000

平成29年5月11日

33 光電子株式会社

実験小動物用活動量計への無線給電装置の開発

9,693,000

平成29年5月11日

34 株式会社岩沼精工

ＩｏＴ・ＡＩと自社加工技術を組み合わせた高性能精密
加工 砥石の多品種化・量産化体制の構築

30,000,000

平成29年5月11日

35 株式会社あかふさ食品

手ほぐしフレークの安全性強化及び量産化のための
製造設備強化

8,393,999

平成29年5月12日

36 株式会社サンエム

測定工程の高度化による高精度金型の生産性向上

5,436,666

平成29年5月12日

10,000,000

平成29年5月12日
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株式会社ホクトコーポ
レーション

株式会社仙台スプリング
最微細スプリングの量産ニーズへの対応
製作所

38 有限会社クサカ鋼材

高精度金型材の供給体制構築と生産性向上、多様
性を有する 鋼材問屋への変革

9,866,666

平成29年5月12日

39 株式会社ホクショウ

東北から世界へ！梱包材リサイクル品管理強化に
よる輸出専用ライン構築事業

10,000,000

平成29年5月12日

10,000,000

平成29年5月12日

40

仙台伊澤家勝山酒造株 圧搾、検査工程の改善による日本酒のブランド強
式会社
化、海外展開事業
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41 株式会社ビック・ママ

熟練者のノウハウ可視化とＩＣＴ技術の活用による短
納期サービス

10,000,000

平成29年5月12日

42 有限会社サンワ技研

ＩｏＴ活用による加工プロセスの革新及び技能継承円
滑化への取り組み

4,969,999

平成29年5月12日

10,000,000

平成29年5月16日

10,000,000

平成29年5月16日

軽自動車廃エンジン再生によるコージェネレーション
の開発

1,164,394

平成29年5月16日

三次元積層型Ｘ線センサの顧客開拓のためのデバ
イスサンプル作成

9,975,333

平成29年5月16日

伝統的な清酒の山廃造りの高品質化と効率的な増
産体制強化による海外等への販路拡大

20,000,000

平成29年5月16日

43 株式会社福膳
44 ＡＳＫ仙台株式会社
45 プロモータース遊佐
46

東北マイクロテック株式
会社

47 萩野酒造株式会社

農商工連携による「蔵王産カズザキヨモギ」を使用し
た美味しく食べられる機能性表示食品の製造方法の
確立
大型厨房フード等の１，４００ｍｍ以上の大型板材加
工の内製化による歩留まり率改善とコスト改善によ
る競争力強化計画
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