平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（秋田県分６６件）
（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 2705110001 秋田県

小玉醸造株式会社

6410001003426

高次元殺菌法による高品質・安全な食品提供の為の加
北都銀行
圧加熱装置導入

2 2705110002 秋田県

株式会社秋田マシナリー

1410001005088

ベンディング加工の高精度・高効率化による生産プロセ
北都銀行
スの高度化

3 2705110003 秋田県

東電化工業株式会社

7410001008176

セラミック基板導体への耐環境性の優れためっきプロセ
秋田銀行
スの量産化

4 2705110007 秋田県

有限会社中野木工

8410002008174

高精度切断加工機の導入による製造工程の効率化

5 2705110012 秋田県

有限会社朝日工業

2410002007371

高性能マシニングセンター導入による切削加工技術の
北都銀行
高度化と生産リードタイムの短縮

6 2705110014 秋田県

秋田ファイブワン工業株式会社

9410001000494

クオリティー・ジャパン品質の高級品製造企業の存在価
秋田銀行
値向上事業

7 2705110015 秋田県

日本精機株式会社

1410001002069

精密平面研削盤導入による高精度５軸マシニングセン
北都銀行
タ用傾斜円テーブルの精密研削・精密組立を実現

8 2705110020 秋田県

株式会社吉原鉄工

8410001006245

ＩｏＴ活用型最新設備による加工技術、高効率化、工程
集約の確立。

北都銀行

9 2705110023 秋田県

千代田興業株式会社

6410001001735

施工図面の制度について効率化を最大限はかるため
の最新３Ｄ－ＣＡＤの導入

秋田銀行

10 2705110025 秋田県

有限会社冨岡商店

5410002012889

お客様の想いのデザインを形にするオンデマンド樺細
工

秋田銀行

11 2705110026 秋田県

株式会社県北パネル

8410001007425

ＣＮＣルーターボーリング複合機導入による機能性とデ
秋田銀行
ザイン性を兼ね備えたインテリア商品の開発

12 2705110031 秋田県

株式会社北日本花火興業

8410001008126

型物花火の品質向上・生産性向上で世界の夜空に「喜
秋田銀行
び」を描く。

13 2705110033 秋田県

株式会社メンズアキタソーイング

9011101021000

海外向け小ロット高価格製品の生産ニーズに適応する
秋田銀行
ための裁断作業自動化への挑戦

14 2705110035 秋田県

株式会社柳澤鉄工所

4410001006678

ＮＣ装置導入による高効率・高精度生産プロセスの確立 鎌田孝生税理士事務所

15 2705110037 秋田県

株式会社高橋工務店

9410001009767

８尺タイプパネルソーの導入による作業効率改善による 税理士法人ザイム・ゼロ佐
生産性の向上
藤会計事務所

16 2705110040 秋田県

有限会社トガシ製作所

5410002007468

検査体制の強化による金型等精密加工における高精
度評価技術の確立

秋田銀行

17 2705110047 秋田県

東光鉄工株式会社

5410001006074

工程集約と複数設備ネットワーク化による生産性の向
上

秋田銀行

18 2705110050 秋田県

有限会社トップ技研

8410002013629

三次元測定対応力強化と航空機関連部品受注開拓に 株式会社小室経営コンサ
向けた生産革新
ルタント

19 2705110052 秋田県

株式会社センカ

8410001001477

高性能塗装乾燥ブース導入により作業環境改善と効率
秋田銀行
的な生産体制確立

20 2705110062 秋田県

藤島林産株式会社

8410001006468

競争力向上を目的としたフローリング工程における高
速・高精度加工体制の確立

秋田銀行

21 2705110064 秋田県

株式会社イトー鋳造

5410001000647

生型砂の水分コントロールシステムの導入

商工組合中央金庫

22 2705110068 秋田県

天寿酒造株式会社

3410001005235

日本酒の市場拡大を図るための新しい味の日本酒造
り。

秋田銀行

23 2705110071 秋田県

ダイワ工業株式会社

8410001005131

超高精度高速微細加工機の導入による金型製品・部品
北都銀行
加工 の精度・品質・生産性の向上

24 2705110074 秋田県

株式会社秋田シリコン

7410001005826

新規ワイヤーソー導入によるφ８インチウェーハ加工の
秋田銀行
受注拡大と品質向上

25 2705110077 秋田県

矢島木材乾燥株式会社

6410001005240

積層床板を内需から外需へ、欧米等への販路拡大

秋田銀行

26 2705110080 秋田県

株式会社花善

4410001006091

地域食材にこだわった安心安全なおかず開発による
「鶏めし弁当」のブランド力強化

秋田銀行

27 2705110081 秋田県

株式会社ナラハラ・ニット

1010601023455

洋服の「伸び・縮み」も抑制した高精度裁断

東京中央経営株式会社

28 2705110083 秋田県

マキシムジャパン株式会社

6410001003269

業界初、国内初、氷温技術を活用した新規水産加工品
商工組合中央金庫
の開発及び出荷システムの構築

29 2705110086 秋田県

株式会社くまがい印刷

4410001001027

革新生産システムの構築による、高付加価値小ロット団
株式会社小室経営コンサ
扇の全国展開に向けた情報可変オンデマンド印刷シス
ルタント
テムの導入

30 2705110092 秋田県

株式会社増田印刷所

4410001009169

最新鋭ＣＴＰ導入による英語、中国語訳会社案内及び、
北都銀行
海外観光客向け印刷物の作成

31 2705110100 秋田県

日貿産業株式会社

9011201013434

最新機械導入による脱技能化及び生産効率の向上とコ
山本税理士事務所
スト低減。

32 2705110101 秋田県

株式会社ジェイシーエフ

9410001005667

生地自社加工による作業効率向上ならびに生産地から
秋田銀行
の提案型営業力の強化

33 2705110102 秋田県

有限会社インテリア桜庭

3410002000689

カーテン縫製における仕上げ工程の品質向上能力の強
秋田銀行
化事業

34 2705110103 秋田県

株式会社みどり光学社

2410001002497

真俯瞰撮影装置導入による高精度の撮影物の提供

1

税理士法人ザイム・ゼロ佐
藤会計事務所

秋田銀行

35 2705110107 秋田県

タイヨウマシン株式会社

6410001005422

多品種少量生産の一括発注に対応する生産方法の確
秋田銀行
立

36 2705110111 秋田県

有限会社伊藤精工

9410002007373

インチサイズの部品加工可能なマシニングセンタ導入
で航空機関連部品の受注の拡大

秋田銀行

37 2705110114 秋田県

ヤマヨ株式会社

7410001002591

バリア包装による、常温流通可能な生麺類の開発

北都銀行

38 2705110117 秋田県

株式会社眞宮技術

2410001002489

新型スキャナと独自技術による大幅な効率化と新分野
秋田銀行
開拓事業

39 2705110126 秋田県

株式会社八幡平貨物

7410001006923

最新高機能ハーベスタによる作業の効率化により、良
質材を求める顧客への対応を迅速かつ正確に納入す
るサービス提供の強化

40 2705110131 秋田県

有限会社稲庭宝泉堂

2410002007875

自動計量・結束・金属検出機導入による使いやすさを追
北都銀行
求した商品の開発

41 2705110132 秋田県

戸田精工株式会社

9410001006079

外気温度に影響されない高精度難切削材部品の低コ
スト化事業

秋田銀行

42 2705110136 秋田県

有限会社タンデム

3410002013484

最新設備導入による生産性向上と受注対応力強化

鈴木典男税理士事務所

43 2705110138 秋田県

株式会社安藤醸造

8410001008448

魚醤油を使用した「しろだし」の火入れ、加熱殺菌工程
の効率的改善と省エネ化

秋田銀行

44 2705110143 秋田県

スズキテント有限会社

6410002002154

最新型生地溶接機の導入による生地溶接加工の効率
秋田商工会議所
化と製品の高品質化

45 2705110145 秋田県

有限会社小沼運輸

3410002013377

農産物運送業の強みを活かした新バイオマス燃料の製
よこて市商工会
造・販売の事業化

46 2705110146 秋田県

有限会社佐々木製作所

5410002001727

曲げ加工技術対応力による、高精度・高付加価値加工
北都銀行
の実現を図るための高性能プレスブレーキの導入

47 2705110152 秋田県

庄内鉄工株式会社

3410001007116

コンピュータ制御のプレスブレーキ機で高精度部品を内
秋田銀行
製化し組立時の負荷を減少

48 2705110154 秋田県

有限会社伊藤漬物本舗

8410002008117

廃棄されるいぶりがっこをパウダーにし「いぶりがっこせ
秋田銀行
んべい」の製造、販売の拡大を目指す

49 2705110156 秋田県

日の丸醸造株式会社

6410001009167

甘酒事業の自社一貫生産体制確立による生産性向上
秋田銀行
及び 高付加価値商品の開発

50 2705110157 秋田県

秋田印刷製本株式会社

9410001000180

インサーター導入による東北での印刷ワンストップサー
秋田銀行
ビスの展開

51 2705110158 秋田県

三和精鋼株式会社

4410001005127

溶断形状の精密化による新材料生産技術の確立

52 2705110162 秋田県

有限会社奥田酒造店

2410002012198

新タイプ微発泡性清酒製造の生産性アップによるブラン
秋田銀行
ド確立と販路拡大

53 2705110163 秋田県

シード株式会社

4410001006983

地域ネットワーク型生産体制の拡充に向けた高彩画プ
有限会社ジー・エフ・シー
リンターと高速自動裁断機の導入

54 2705110172 秋田県

株式会社斎久

9410001005799

東北初！土着菌を活用した有機物の 飼料化・堆肥化
事業

55 2705110173 秋田県

株式会社アームズ

2410001004725

既存事業と最新印刷技術の融合による新サービス「ス
由利本荘市商工会
マートアルバム」の展開

56 2705110176 秋田県

株式会社川口屋

6410001000910

高性能製造機械設備による高品質な新商品開発と地
域活性化

57 2705110178 秋田県

有限会社サンソン工業

5410002012402

高速・高精度ベンディングマシン導入による受注拡大計
アーセプト税理士法人
画

58 2705110184 秋田県

秋田精工株式会社

5410001004961

自動３次元測定器導入による検査工程の能力改善によ
秋田銀行
る生産性向上

59 2705110185 秋田県

株式会社大門商店

1410001003661

ドライエージング（乾燥熟成）による、ステーキ肉の生産 秋田銀行

60 2705110186 秋田県

北光金属工業株式会社

6410001002254

海外向け非磁性オーステナイト球状黒鉛鋳鉄製品の実
商工組合中央金庫
用化研究

61 2705110190 秋田県

株式会社秋田今野商店

1410001008173

醸造用種麹・胞子の耐久性向上に関する技術の確立

62 2705110196 秋田県

合名会社栗林酒造店

6410003001923

テロワールを取り入れた日本酒醸造のための技術の導
秋田銀行
入と確立

63 2705110204 秋田県

エヌピーエス株式会社

1410001006846

生産工程のモニタリング及び試作期間の短縮化等によ
秋田銀行
る海外顧客の拡大

64 2705110208 秋田県

藤嶋鉄工株式会社

3410001006118

鉄骨の溶接作業オートメーション化による競争力強化

鎌田孝生税理士事務所

65 2705110209 秋田県

有限会社美豊

1410002006944

大型特殊素材の精密加工の生産プロセスの改善に向
けた大型マシニングセンタの設備投資

由利本荘市商工会

66 2705110214 秋田県

株式会社トラフィックレンタリース

9410001001897

レンタカーサービスレベルの高位均質化および作業効
長谷部光重税理士事務所
率化等を目的とした洗車機導入
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秋田銀行

にかほ市商工会

北都銀行

秋田銀行

秋田銀行

