
平成２６年度 第１回新事業創出チャレンジ企業支援事業 

助 成 金  採択事業決定!! 
 

ひろしま産業振興機構では、新技術、新商品・新サービスの発掘に基づく成長戦略の支援強

化策として、事業化、市場化段階の取り組みに対し、資金面で支援する新事業創出チャレンジ

企業支援事業を実施しています。 

この度、本事業の第１回公募（平成２６年４月７日～５月２０日）を行ったところ、３１件

の申請があり、２０件を採択しました。 

 

平成２６年度 第１回 新事業創出チャレンジ企業支援事業 助成金採択一覧表 

（順不同） 

№ 
事 業 
区 分 

申請者名 所在地 事業概要 

1 事業化 株式会社小川長春館 福山市 災害対応時の被害者支援器具の開発 

2 事業化 株式会社オリエント 呉市 

ＣＦＲＰ等新素材及び難削材を切削可能にした、新

世代ヤスリ「ハイブリット・ファイル」の事業化促

進事業 

3 事業化 株式会社サトウ製作所 福山市 
教育や福祉等の現場における手頃で高品質な打楽

器の開発 

4 事業化 株式会社セイルボート 広島市 
スマートフォンを活用した、不動産会社の物件案内

専用 KEY の新規事業化 

5 事業化 
合同会社ボルツクラフ

ト 
広島市 ばい煙測定高能率化システムの製品化 

6 事業化 株式会社ミカサ 広島市 セルフケア製品「ひとこぶ楽だ」の改良と市場調査 

7 事業化 株式会社メセナ 東広島市 
低床型半自動方式により低価格化と発電量増加を

可能とする太陽光追従装置の試作開発 

8 事業化 ヤマト食品株式会社 福山市 新商品「もみじ型どら焼」開発事業 

9 事業化 ラボテック株式会社 広島市 
ケニア産フェアトレード紅茶の全国展開に向けた

パッケージ改善 

10 事業化 株式会社ルピナス 三次市 

口腔機能向上訓練用「吹き戻し」の商標を「長息生

活」と商品名を変更し、その商品の改良を行い他分

野への導入を計る事業  

11 市場化 
RTQM システム株式

会社 
広島市 

がん放射治療を効率的に行う為の品質管理システ

ムの開発・販売・メンテナンス事業 

12 市場化 
株式会社エクストラネ

ット・システムズ 
広島市 

「相関抽出法」を基本とした回転機械の劣化診断サ

ービス 

13 市場化 株式会社ケンユー 福山市 
お熱 QQ 隊（ももアイス、マイアイスベビーパッド

→いずれも新商品）の販路拡大 

14 市場化 
株式会社タテイシ広美

社 
府中市 

あらゆる通信と連携可能な停電時対応防災情報シ

ステムの販売促進を目的とする展示会出展 

15 市場化 第一コンテク株式会社 広島市 
災害用、手動式・ペダル式 RO 膜飲料水供給装置の

市場化促進 
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16 市場化 株式会社 TTJ 広島市 ゴールデンシルク｢快眠寝具シリーズ｣の販路開拓 

17 市場化 株式会社寺田鉄工所 福山市 トラフ集熱器市場開拓事業 

18 市場化 有限会社徳毛レジン 福山市 「浴槽.jp」の販路開拓  

19 市場化 
株式会社フジイ機械製

作所 
福山市 

新しく開発した多列式菓子充填機の販売拡販のた

めの展示会出展 

20 市場化 松本金型株式会社 東広島市 魔法のつめけずり (爪切りいらず) の販路開拓 

 



平成２６年度 第２回新事業創出チャレンジ企業支援事業 

助 成 金  採択事業決定!! 
 

ひろしま産業振興機構では、新技術、新商品・新サービスの発掘に基づく成長戦略の支援強

化策として、事業化、市場化段階の取り組みに対し、資金面で支援する新事業創出チャレンジ

企業支援事業を実施しています。 

この度、本事業の第２回公募（平成２６年６月２４日～８月１日）を行ったところ、２７件

の申請があり、１４件を採択しました。 

 

平成２６年度 第２回 新事業創出チャレンジ企業支援事業 助成金採択一覧表 

（順不同） 

№ 
事 業 
区 分 

申請者名 所在地 事業概要 

1 事業化 
アドウィン教育システ

ム株式会社 
広島市 

ほとんどの学生がパースを手描きできるようにな

る革新的な教育システムの提供 

2 事業化 キングパーツ株式会社 福山市 
精密鋳造用セラミックコアを用いた発電用ガスタ

ービン部品の試作開発 

3 事業化 太洋電機産業株式会社 福山市 小型電子部品に対応したはんだこての開発 

4 事業化 株式会社フィゾニット 安芸郡 
結晶構造解析の初学者を対象とした WEB 通信教育

サービスの試作開発 

5 事業化 株式会社藤崎商会 広島市 
コンクリート舗装における目地シール工事のシー

ル液注入設備の試作 

6 事業化 
有限会社フランコジャ

パン 
広島市 広島パスタ関連商品開発事業 

7 事業化 みやじま 紅葉の賀 廿日市市 平安衣装・着物よそおい体験サービスの事業化 

8 事業化 株式会社山豊 広島市 
日本三大菜漬物の一つである広島菜の知名度 UP と

山豊ブランドの確立 

9 事業化 
ユニテック工業株式会

社 
福山市 

自動車および自動車部品開発のための新世代負荷

試験装置の開発 

10 市場化 川根柚子協同組合 
安芸高田
市 

川根柚子販路拡大事業 

11 市場化 株式会社木下製作所 広島市 
溶湯精錬技術による高品質鋳鉄およびその製造技

術・装置の PR・市場開拓・拡販活動 

12 市場化 ケーエス商会株式会社 尾道市 広島県産縞牡蠣の海外ブランド化 

13 市場化 有限会社彩工房 尾道市 帆布ランドセル「ランザック」の販路拡大 

14 市場化 株式会社テイケン 呉市 
大型 Synergy wheel をＪＩＭＴＯＦ（日本国際工

作機械見本市）に出展し販路の拡大を目指す 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 

平成２６年９月８日 
（起業化・事業化支援担当） 

NEWS RELEASE 機動的にビジネスをサポート 



 

 

平成２６年度 新事業創出チャレンジ企業支援事業の概要 

 

 

■目   的   公益財団法人ひろしま産業振興機構では、新技術，新商品・新サービスの

発掘に基づく成長戦略の支援強化策として、従来、手薄であった事業化、

市場化段階の取り組みに対し、資金面で支援する。 

 

■助成対象者   中小企業者、創業予定者、企業組合等 

 

■助成対象事業  新たな事業分野への開拓を目指す次に掲げる事業 
 

［■事業化促進事業（助成率２／３・限度額 300万円以内）］ 

   ① 市場調査、ＦＳ調査、特許権等の知的財産に関する調査 

   ② 商品開発のための試作品の作成 

   ③ 民間企業・公的支援機関及び大学と連携して行う開発計画の策定 

   ④ 民間企業・公的試験機関及び大学で行う性能・特性測定及び評価 

   ⑤ 市場ニーズに適合した商品デザイン、パッケージデザイン、商標等の開発 

   ⑥ その他経営革新に効果のあると認められるビジネスモデルの構築 
 

［■市場化促進事業（助成率１／２・限度額 100万円以内）］ 

① 販売計画の策定 

② 商品の広報・ＰＲ活動 

③ 商品の市場化を促進し販路拡大する事業 

 

 

 

 

 

 

 

■助成対象経費 

 謝金，旅費，事務費（原材料費，会場借料，機械装置又は測定器具等の借上料，会議費， 

会場整備費，運搬費，資料購入費，資料作成費，調査費，分析試験費，車両借上料，雑役務費）， 

委託・外注費 

 

■助成対象期間  交付決定の日から平成２７年３月１０日 

 

■平成 26年度事業 採択状況 

 H26年度 H25年度 

事業化 市場化 事業化 市場化 

申請件数 ３５ ２３ ３３ １１ 

採択件数 １９ １５ １４ ８ 

倍 率 1.8 1.5 2.3 1.4 
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