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）

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

1 株式会社北岡本店

新食感のリキュール仕立て「噛んで飲む」フルーツ飲
料の開発

23,302,666 平成28年6月21日

2 千代酒造株式会社

高品質生酒『Ｆｒｅｓｈ－Ｓａｋｅ』による海外展開を実現
するための製造プロセスの高度化

11,750,000 平成28年6月21日

3 株式会社久保本家酒造

市場拡大を目指した伝統手法による超長期熟成日
本酒開発のための生産工程の高度化

5,947,999 平成28年6月21日

4 三和印刷工業株式会社

ＤＮＡ鑑定の精度と信頼性を担保する、新機能を備
えた「ＤＮＡ鑑定用取得物保管袋」の開発

18,000,000 平成28年6月21日

5 喜多酒造株式会社

水酛仕込清酒の品質向上を目指した製造技術の確
立と販路拡大

6,263,399 平成28年6月21日

6 西内酒造

希少酒の品質向上による高付加価値化と「大和さく
らいブランド」の追加認定

3,200,000 平成28年6月21日

7 新生薬品工業株式会社

漢方エキスの生産性向上、海外展開及び取引力の
強化を図る

30,000,000 平成28年6月21日

8 稲田酒造合名会社

高付加価値商品“稲天プレミアム大吟醸”開発の為
の製造・製品環境の改善

10,000,000 平成28年6月21日

9 油長酒造株式会社

新洗米技術、新低温殺菌技術の開発による価格競
争力のあるフルーティーな日本酒の商品化

26,000,000

平成28年6月21日

ＰＯＳ制御分析と業務連動システムの導入による買
い方の多様化の提供

23,000,000

平成28年6月21日

11 株式会社エフ・エー・テック

次世代自動車用ＨＵＤ金型における高度化・低コスト
化加工システムの構築

30,000,000 平成28年6月29日

12 国際化工株式会社

最新型替設備導入で多品種・少量・短納期生産もの
づくり現場の実現

10,000,000 平成28年6月29日

13 株式会社高木包装

関西圏でオンリーワンとなる大型段ボール箱の自動
製造ライン構築

30,000,000 平成28年6月29日

14 株式会社食遊館

新型パンスライサー導入による顧客満足度向上事
業

9,360,200 平成28年6月29日

15 奈良第一食糧株式会社

製造能力と製品安全の向上によって新商品開発や
緊急時の即応能力を確保する

16,766,666 平成28年6月29日

16 国広産業株式会社

超難削材用メディア開発のため高効率生産ネット
ワークシステムの実現

30,000,000 平成28年6月29日

10

株式会社ファーマシー木
のうた

17

株式会社ＭＳＴコーポレー 国内外の市場獲得を目指す為、ホルダの熱処理後
ション
の生産プロセスの改善

18

株式会社マネジメント・リ
ソース

19 株式会社伸和鉄工所

保育士の本来業務を効率化し、高度化を支援するシ
ステムの開発
大型複合機導入による風力発電向けベアリングの
生産効率向上
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1,833,333 平成28年6月29日
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20 株式会社山本きのこ園

奈良県初新栽培方法での「高品質よしのしめじ」生
育へ向け、新低温冷蔵機を導入

21 株式会社アイプリコム

制作・製版工程のＷＥＢワークフロー化により効率化
と販売力強化！

17,333,333 平成28年6月29日

22 大和精機株式会社

自動車の直進性に有効なギア比率可変部分を持つ
ラックの試作生産性の向上

28,333,333 平成28年6月29日

23 実業印刷株式会社

活版印刷と箔押しエンボス加工の融合によるオリジ
ナル紙製品開発

2,775,332 平成28年6月29日

24 株式会社北田源七商店

奈良県産農作物をブレンドしたフレーバーティーの新
製品創造と製造プロセスの革新

2,751,099 平成28年6月29日

25 有限会社扇屋

手芸店発の「刺繍による衣類カスタマイズサービス」
提供事業

1,005,906 平成28年6月29日

5,000,000 平成28年6月29日

株式会社ｓｏｌｉｔｏｎ ｃｏｒｐｏｒ ＰＢＴ繊維の特徴を活かした化粧用リキッドアイライ
ａｔｉｏｎ
ナーブラシ生産工程の革新

30,000,000

平成28年6月29日

27 岩崎工業株式会社

電動サーボ射出成形機による低価格で高品質な計
量カップの一貫生産

30,000,000

平成28年6月29日

28 株式会社ソリトン

新たな工法を用いて排水処理プラントの工期を大幅
に短縮しコストを４０％削減する事業

29,600,000

平成28年6月29日

株式会社プロデュースカン 瞬間冷凍技術を用いた新たな冷凍餃子の開発およ
パニー
び生産体制の確立

23,333,333

平成28年6月29日

26

29

30 肥田歯科医院

ＣＴ導入による治療の見える化と高精度治療の確立

5,000,000

平成28年6月29日

31 ヤマトクリエイト株式会社

業界初、デジタル制御方式による高効率スイッチン
グ電源の試作開発

5,000,000

平成28年6月29日

32 エビス株式会社

「人、機械、品種、重要設備部品」のデータ分析によ
る品質コントロールと高度生産性の確立

30,000,000

平成28年6月29日

33 足高メリヤス株式会社

無縫製立体成型編みによるフットレットの試作及び
生産体制の確立

11,362,000

平成28年6月29日

遺伝子組換え人工免疫細胞の開発と治療用免疫細
胞の品質管理法の開発

10,000,000

平成28年6月29日

35 株式会社中川政七商店

工芸のプラットフォーム「さんち ～工芸と探訪～」設
立プロジェクト

30,000,000

平成28年6月29日

36 株式会社日本製墨書遊

外国人観光客の書道作品をその場で美術記念品に
仕上げるサービスの提供

8,306,666

平成28年7月4日

37 株式会社柿の葉ずし

冷凍柿の葉ずしの製造工程の自動化によるリードタ
イムの短縮

10,000,000

平成28年7月4日

38 ビッグテクノス株式会社

両面粘着テープ代替を目指したスクリーン印刷用粘
着剤の試作開発

10,000,000

平成28年7月4日

39 大和化学工業株式会社

電子部品の歩留り向上に大きく貢献する電子部品搬
送用トレーの製造

7,066,666

平成28年7月4日

40 株式会社神山鉄工所

木割れ防止高締結保持力ねじの開発と高効率生産

30,000,000

平成28年7月4日

34

株式会社グランソール免
疫研究所
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41

事業計画名

株式会社ケー・エスコンサ ３Ｄレーザースキャナーを導入した三次元新技術提
ルタント
案による独自サービスの構築

交付決定額

交付決定日

10,000,000

平成28年7月4日

42 株式会社山口裕康商店

古材（アンティーク材）の再生有効活用による内装建
材分野への展開

4,985,252

平成28年7月4日

43 三和澱粉工業株式会社

澱粉および糖化製品を用いた介護食の高付加価値
化

10,000,000

平成28年7月4日

44 株式会社創造工舎

既存住宅の性能・資産価値向上を実現する住まいる
カルテの新規提供

3,959,840

平成28年7月4日

45 成和樹脂工業株式会社

導入設備での射出速度制御による生産性の向上

5,000,000

平成28年7月4日

46 酒井伸線株式会社

伸線にＩｏＴを導入し生産性を高め日本品質・グロー
バル価格の実現を目指す

11,867,664

平成28年7月4日

47 株式会社上杉食品

メディカルフードとしての蒟蒻ラーメン開発事業

5,000,000

平成28年7月4日

48 今西酒造株式会社

製麹技術の革新、海外市場をターゲットにした高級
酒「三諸杉プラチナ」の試作品開発

10,000,000

平成28年7月4日

49 株式会社ＦＵＫ

フレキシブルＯＬＥＤ用ＩｏＴ対応高速全自動曲面貼付
装置の開発

30,000,000

平成28年7月4日

50 養田造園土木株式会社

廃棄処分品から有機肥料へ、ゼロから作り出すエコ
なリサイクル事業

2,160,666

平成28年7月4日

51 大浦貴金属工業株式会社

結晶の高純度化と生産効率改善のための晶析装置
の試作開発

2,123,200

平成28年7月4日

52 株式会社絵満

テキスタイル試作品開発の完全内製化による生産プ
ロセス及び品目数の改善

1,810,746

平成28年7月4日

53 株式会社タカトリ

高齢者のＱＯＬ向上を目指した『モバイル型振動発
生機器』の開発

5,000,000

平成28年7月4日

54 山本造園土木

「環境的植生管理型伐採」による継続的植生管理
サービスの創出

2,496,400

平成28年7月4日

55 有限会社サンマスター

コラーゲン繊維を用いた夏場でも快適な抗菌・防臭
インナーウェアの開発

4,975,000

平成28年7月4日

56 田村薬品工業株式会社

有用な難溶性成分の液剤化による高付加価値商品
の量産化技術の確立

8,333,333

平成28年7月4日

ＡＲ技術を採用した企業動画ポータルサイトの構築
による求人サービスの拡充

8,593,733

平成28年7月4日

人気の完熟イチゴを使った独自性の高いデザートの
製造・販売

5,000,000

平成28年7月4日

59

自然工房Ｗｏｏｄ Ｗａｒｍｔ 丸太切削加工技術向上による生産性ｕｐと安全性の
ｈ
高い幼稚園・公園向け遊具の開発改良

1,941,733

平成28年7月4日

60

吉川コンクリート工業株式 土木から建築への大転換、「夢の住宅基礎工業化」
会社
をになうプレキャスト基礎製品の生産体制確立事業

10,000,000

平成28年7月4日

栄養機能と安全性を有する『甘酒を活かしたスポー
ツ飲料』の開発

10,000,000

平成28年7月4日

57

奈良ＯＡシステム株式会
社

58 ファーム西川

61 梅乃宿酒造株式会社
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62 今西靴下株式会社

撚糸機と編機を統合し、顧客オリジナルの高機能複
合靴下の開発・販売

2,400,000

平成28年7月4日

63 株式会社オオタ

最新型塗装機の導入による塗装ラインの革新を通じ
た生産性向上と省エネの実現

30,000,000

平成28年7月4日

64 広陵化学工業株式会社

医療用チューブの高い生産性を武器にした海外需
要の獲得

30,000,000

平成28年7月5日

65 株式会社ダイナ

カーボン樹脂を素材とする、高保持力を誇る特殊形
状アンカーの開発計画

4,000,000

平成28年7月5日

66 株式会社ＳＴＥＹＫ

ストリートダンサーとコラボした革新的なアパレルブ
ランド戦略

3,156,000

平成28年7月5日

67 大和エレテック．株式会社

電子回路基板実装の生産性及び信頼性の向上を図
る新たな検査システムの構築

10,000,000

平成28年7月5日

次世代足場ファステックの内製化による安全性及び
生産性の向上

3,600,000

平成28年7月5日

69 株式会社吉川国工業所

セルロースナノファイバーを用いた家庭用品分野の
新規プラスチック製品開発

5,000,000

平成28年7月5日

70 美吉野醸造株式会社

奈良吉野の老舗酒蔵が取組むバイヤー教育型テイ
スティングルームを使った品質比較サービス

5,000,000

平成28年7月5日

71 株式会社ＩＷＣ

金属フレキシブルチュ－ブ用マルチ成形設備の開発
導入

10,000,000

平成28年7月6日

72 株式会社メタルマネージ

高品位製品製造ニーズに対応するための、当社生
産プロセスの革新

30,000,000

平成28年7月6日

5,000,000

平成28年7月6日

68

株式会社エムティオー近
畿

73 株式会社ヒガシモトキカイ 注入針を使わない食肉用調味料注入機の開発

74 澤染工場

乾燥機の導入による、「注染」の短納期・品質向上へ
の取り組み事業

4,874,666

平成28年7月6日

75 セガワ繊維

最新編立設備導入による子供の足の成長を補助す
る機能性を有した子供用足袋下の開発

10,000,000

平成28年7月6日

76 尾上製麺所

新型乾燥機導入による新商品開発と生産安定化の
取組み

2,346,933

平成28年7月6日

77 株式会社ユタニ

最新モデル研削機械で生産性向上し競争力強化で
顧客ニーズ（短納期・性能向上）に応える

30,000,000 平成28年7月11日

78 株式会社飯塚製作所

特許申請中の工法を生かし自動車部品を約７倍増
産する生産体制の確立

30,000,000

平成28年7月11日

3,666,000

平成28年7月11日

79 株式会社ノースヴィレッジ 無痛衛生マスクの技術開発及び普及事業

80 大同化学工業株式会社

金属加工油剤の製造工程の高度化による高品質・
短納期・低コスト化の実現

81 株式会社健昇堂

奈良県固有種の漢方薬「大和当帰」の乾燥葉を含む
食品の開発
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10,000,000 平成28年7月12日

5,000,000 平成28年7月12日

申請者名称

82

事業計画名

交付決定額

交付決定日

株式会社シェアフロントプ ワンタッチでヒールの取り換えを可能にしたロック式
ラス
ヒール取り換え靴の開発

4,813,331

平成28年7月12日

「春日餺飥（はくたく）麺」の新規開発・生産および販
売事業

4,980,000

平成28年7月12日

22,500,000

平成28年7月12日

17,400,000

平成28年7月12日

83 株式会社三輪山勝製麺

84 池木プラスチック株式会社 高性能樹脂による樹脂製歯間ブラシの試作開発

85 有限会社コーフテック

ワイヤー加工機導入による電装部品金型製造の高
度生産性向上実現事業
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