
（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

1 3004110003 宮城県 株式会社アルコム 1370001017732
超高度研削加工の標準工法の開発による生産性向上と競
争力強化

株式会社ブレイブコンサルティング

2 3004110004 宮城県 株式会社桜精密 5370001020575
ブロワ式ブラスト研磨機導入による品質向上及び量産体制
の確立

株式会社七十七銀行

3 3004120001 宮城県 本田精機株式会社 8370001006068
ＣＮＣ円筒研削盤導入による高精度な円筒研削加工の生産
性向上促進

中央綜合税理士法人

4 3004120005 宮城県 小宮山印刷工業株式会社 8011101007165
ノンセパレーターシールのロボット生産プロセス改善と本成
果による特許審査請求の実施

東京信用金庫

5 3004120007 宮城県 有限会社栄光工機 9370802000788
世界の自動車需要拡大に伴うタイヤ生産設備の短納期化と
低価格化計画

仙南信用金庫

6 3004120008 宮城県 株式会社キノックス 1370001007790 新しい食感や食味性を有する新規キノコの開発計画 立野靖人

7 3004120009 宮城県 株式会社創惠 2370801001331
大型設備受託開発へ向けた設計・製図作業の効率改善の
ための３次元ＣＡＤ導入

株式会社岩手銀行

8 3004120010 宮城県 有限会社笠松鋼業 1370102000141 製造工程の一部自動化による生産プロセスの改善 株式会社七十七銀行

9 3004120011 宮城県 株式会社京浜サプライズ 1370101001132
自動車用精密加工試作部品受注における最速の製品実現
と最速納入への挑戦

株式会社七十七銀行

10 3004120013 宮城県 株式会社伊藤チエーン 2370101000026
精肉加工および総菜製品加工の品質均一化および生産プ
ロセスの改善

株式会社七十七銀行

11 3004120015 宮城県 グローテック株式会社 2370001039916
ロボットアッセンブリ作業の自動化ニーズに応える次世代コ
ア技術の開発・提案

公益財団法人みやぎ産業振興機構

12 3004120018 宮城県 小糸樹脂株式会社 4370001005040
大型樹脂切削加工での独自材料固定治具の開発と高精度
加工技術の確立

公益財団法人みやぎ産業振興機構

13 3004120019 宮城県 有限会社キャド・ケンドロ 5370002002705
現地計測調査を付加した革新的な３次元図面作製サービス
の構築

株式会社七十七銀行

14 3004120021 宮城県 株式会社エフ・ケー・テクノ 1370801001191
ユニットハウス部材等の段取り短縮と加工精度向上に向け
た図面展開技術導入計画

シェアビジョン株式会社

15 3004120022 宮城県 株式会社テクノクラフト 9370001021446 店舗内装・床工事にポリウレア塗装で工期短縮を図る計画 株式会社七十七銀行

16 3004120024 宮城県 株式会社向陽 2370301000503
化粧品需要の拡大に伴う容器圧着加工の生産効率の向上
計画

株式会社七十七銀行

17 3004120026 宮城県 株式会社ナカトガワ技研 9370301000991
プレス金型のセッティング作業における革新的なシステムの
確立

公益財団法人みやぎ産業振興機構

18 3004120028 宮城県 株式会社大平昆布 8370201003088
海藻パウダー新市場開発のための密閉式連続海藻パウ
ダー生産ライン革新事業

株式会社七十七銀行

19 3004120029 宮城県 富沢ささき歯科医院
最新画像診断技術を用いた歯周組織再生療法の実現と、全
身疾患の予防

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

20 3004120031 宮城県 有限会社ケンズダイニング 6370402001677
居酒屋メニューを「手軽・安全・美味しく」提供するための冷
凍食品開発

株式会社仙台銀行

21 3004120032 宮城県 近藤歯科医院
デジタル印象と院内ラボによるイミディエートローディングを
行い、顎関節症を防止する

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

22 3004120033 宮城県 株式会社ウイル動物病院グループ 4370002012267
安心して高度な医療を受けたいというニーズ対応のための
診療精度向上と施術の見える化計画

株式会社七十七銀行

23 3004120034 宮城県 ナカリ株式会社 7370201002363
業務用米における色彩選別工程の精度向上による生産性
改善計画

株式会社七十七銀行

24 3004120035 宮城県 いずみ中山歯科
安心・安全な訪問歯科診療を行うための革新的ワイヤレス
口腔内スキャナー・ハイブリッド診療機器等の導入

株式会社岩手銀行

25 3004120036 宮城県 有限会社白石木工 1370002020776 最新型ＣＮＣ切削加工機導入による競争力強化計画 株式会社東邦銀行

26 3004120039 宮城県 株式会社東北ドローン 8370001040075
自動航行技術とＡＩ技術を活用した社会インフラ点検システ
ムの構築

仙台商工会議所

27 3004120040 宮城県 毎日発條株式会社 4120001050648
金属線材加工と板金加工によるオフィス家具部品一貫製造
体制の構築

株式会社エフアンドエム

28 3004120042 宮城県 キョーユー株式会社 2370201000124
自動車自動運転システム用部品金型向け製造プロセスの生
産性向上

公益財団法人みやぎ産業振興機構

29 3004120043 宮城県 株式会社吉藤工業 8370001042162
新技術「ミックス工法」施工システム導入による生産プロセス
の再構築で安全性向上及び生産性向上の実現

石巻商工信用組合

30 3004120044 宮城県 加美電子工業株式会社 2370201002302
ＩｏＴデバイス向け機能性印刷事業の品質保証及び高生産性
プロセス構築

公益財団法人みやぎ産業振興機構

31 3004120045 宮城県 株式会社桃生石産 1370301001345
都市型建築物向け高強度・高耐久コンクリート用砕砂原料
生産技術革新事業

株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

32 3004120047 宮城県 株式会社小林食品 7370001000641
モデル工場認定を目指す工程の流れ化を実現する新生産
プロセス構築

公益財団法人みやぎ産業振興機構

33 3004120048 宮城県 株式会社ユーメディア 1370001004227
ビッグデータを有効に活用した内外の旅行者向け観光ツー
ルの開発

株式会社商工組合中央金庫

34 3004120049 宮城県 共立輸送株式会社 7010601001810
「ＡＩ」を活用した配車計画による輸送効率向上と新規市場へ
展開

株式会社七十七銀行

35 3004120051 宮城県 株式会社シーブイエンジニアリング 6370001000758 クリップマルチメータの開発 公益財団法人みやぎ産業振興機構

36 3004120055 宮城県 株式会社松倉 4370201000444
咀嚼力や嚥下力の弱い方向け、新食感のハイブリット米菓
の開発

株式会社仙台銀行

37 3004120057 宮城県 株式会社亀山鉄工所 1370001004887
汚染土壌の汚染物質除去用として粉砕装置・三次元ボール
ミルの処理能力向上

公益財団法人みやぎ産業振興機構

38 3004120059 宮城県 たかはし歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭデータ送信・ＩｏＴ技術活用による女性技工士へ
の技工外注の実現

株式会社山形銀行

39 3004120060 宮城県 墨廼江酒造株式会社 7370301000696
最適な製造工程の構築による高品質で鮮度に優れた輸出
対応プレミアム清酒の開発

株式会社七十七銀行

40 3004120066 宮城県 東北パイプターン工業株式会社 3370301000956
横軸加圧型プレス機の導入による国内初の長尺鋼管加工
技術の開発

宮城県商工会連合会

41 3004120067 宮城県 有限会社森鉄工 8370802001969
建築用鋼構造物のジャストインタイム（ＪＩＴ）製作・納品体制
革新事業

株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

42 3004120068 宮城県 プラスエンジニアリング株式会社 2013301010788 石英ガラスの高精度加工における凹面透明化技術の開発 公益財団法人みやぎ産業振興機構

43 3004120072 宮城県 株式会社登米精巧 5370401000532
３次元立体加工による自由曲面・鏡面加工技術と生産プロ
セスの開発

公益財団法人みやぎ産業振興機構

44 3004120073 宮城県 日幸電機株式会社 7370801000576
巻鉄心変圧器の生産現場改善による競争力強化と販路拡
大

公益財団法人みやぎ産業振興機構

45 3004120077 宮城県 イデア・インターナショナル株式会社 8290801017958
革新的プラズマ源用１００％プラズマ化機構を開発し内包フ
ラーレン応用開発市場を加速

齋忠男

46 3004120078 宮城県 株式会社Ｓ－ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ 7370301003170 ＣＳＲ活動を踏まえた現場革新によるシェア拡大 宮城県商工会連合会

47 3004120079 宮城県 有限会社いわい洋菓子店 8370002009664 冷蔵菓子の常温化による商圏拡大と機械化による生産増強 仙台商工会議所

48 3004120080 宮城県 明治合成株式会社 4370201000477
高度除塵システム構築による高付加価値塗装部品市場へ
の進出

ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき

49 3004120082 宮城県 株式会社ＧＥＮＫＩＩ 5370001040986
移動店舗型フルタイヤサービス設備導入での全環境対応型
タイヤサポートシステムの構築

石巻商工信用組合

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
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50 3004120085 宮城県 株式会社大森産業 5370101001112
建築用曲面パネルの生産プロセス高度化による供給体制強
化事業

仙南信用金庫

51 3004120086 宮城県 株式会社佐利 3370401000468
食肉加工工程及び流通形態の改善による食肉の高付加価
値化事業

宮城県商工会連合会

52 3004120087 宮城県 有限会社渡邉総合サービス 1370802001158
大型自動車対応の最新鋭車検場構築とＩｏｔ活用による業務
の効率化

株式会社商工組合中央金庫

53 3004120088 宮城県 株式会社ホクトコーポレーション 1370001010299
非プラスチック系コーティングの耐水性能を有した環境対応
印刷物の開発

株式会社七十七銀行

54 3004120089 宮城県 株式会社モビーディック 5370301001341
新ＩＴシステム導入によるオーダーメイド・ウエットスーツの高
効率生産体制の確立

株式会社七十七銀行

55 3004120090 宮城県 東西合成株式会社 5010401019162
デジタルカッティング機による生産性向上と地域活性化への
貢献

株式会社きらぼし銀行

56 3004120091 宮城県 株式会社利久 2370801000738
新たな仙台銘菓「牛たんを使用した和菓子」の開発と量産化
の実現

仙南信用金庫

57 3004120093 宮城県 櫻場デンタルクリニック
新型高精度スキャンシステムの導入による小児から高齢者
への即日治療の実現

株式会社七十七銀行

58 3004120094 宮城県 蜂屋食品株式会社 6370601000661
地元産牡蠣エキスを使用した無添加小籠包開発と小ロット
生産体制確立

八島徳子

59 3004120097 宮城県 株式会社コイワイ 6021001022513
アルミニウム金型鋳造工程への冷却装置導入による生産性
向上計画

山田コンサルティンググループ株式会社

60 3004120100 宮城県 島津麹店
Ｂ２ＣからＢ２Ｂへのビジネスモデル転換に合わせた生産体
制構築

公益財団法人仙台市産業振興事業団

61 3004120101 宮城県 株式会社松澤蒲鉾店 1370001010332 二重包餡技術を導入した業界初となる蒲鉾の新商品開発 仙台商工会議所

62 3004120102 宮城県 株式会社渡辺海苔店 7370501000612
「生産者の顔の見え」スピーディーに届けることができる高品
質地域ブランド海苔製品の試作開発

宮城県商工会連合会

63 3004120103 宮城県 アスカカンパニー株式会社 4140001074934
目視検査をなくした「粉ミルクスプーン」無人生産ラインの構
築

兵庫県商工会連合会

64 3004120104 宮城県 今家印刷株式会社 7030001020046
専門書を中心とした製本ラインの構築による短納期製本
サービスの提供

巣鴨信用金庫

65 3004120108 宮城県 株式会社サンワーク 7280002002729
ベテラン職人の建築技術を活かし、繋ぐ、出隅加工の内製
化の実現

税理士法人ＣＷＭ総研

66 3004120113 宮城県 株式会社新澤醸造店 2370201000339
新たなユーザーへの対応する、日本酒ハイボールの試作開
発

宮城県商工会連合会

67 3004120115 宮城県 仙台ファースト歯科
歯周組織再生医薬品リグロスを用いた歯周組織再生促進に
よる歯周病治療の検証と実現

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

68 3004120116 宮城県 株式会社ミヤギタノイ 4370101001204
最新測定器の導入と、製造工程改善による、品質向上とプ
ロセス改善

株式会社商工組合中央金庫

69 3004120117 宮城県 八十島プロシード株式会社 1120001016429 無人搬送装置とロボットを活用した生産工程の革新 北浜グローバル経営株式会社

70 3004120122 宮城県 株式会社タフコートジャパン 9020001056213 今まで無かったナノ粒子の水性有色防錆塗料開発 若杉拓弥

71 3004120126 宮城県 光洋精機株式会社 3370101000066 多品種小ロットに対応した汎用仕上げロボットと治具の開発 株式会社商工組合中央金庫

72 3004120132 宮城県 宮城製粉株式会社 1370101001859
最先端高温高圧調理殺菌装置導入による生産性向上及び
創造性向上事業

宮城県商工会連合会

73 3004120133 宮城県 真栄工芸株式会社 8370001003148
釘のいらない建築材「ベニヤハウス」の高精度加工体制の
確立及び事業化

株式会社商工組合中央金庫


