平成２６年度補正

ものづくり・商業・サービス革新補助金

１次公募

採択案件一覧
(受付番号順)

受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

1 2603110001 岩手県 株式会社東亜電化

レーザーめっき工法を用いた成形回路部品への量産めっきプ 商工組合中央金庫
ロセスの構築

2 2603110002 岩手県 株式会社菊池工業

ロボット溶接による生産リードタイム短縮と品質の向上

3 2603110003 岩手県 株式会社及精鋳造所

5 2603110007 岩手県 日興電気株式会社

高速溶解装置強化による高機能鋳鉄鋳物の生産プロセスの 商工組合中央金庫
開発
水性塗料対応ブースの導入による作業環境改善及び生産性 北日本銀行
向上事業
県内初ゴルフシミュレーション導入による屋内練習場の新サー 花巻信用金庫
ビス提供

6 2603110008 岩手県 協同組合遠野グルーラム

耐火集成材の合理的生産方法の開発

7 2603110012 岩手県 有限会社サワ

組立ロボットのドライバービット部に緩衝機能を持たせる機構 及川哲也
開発と量産化
公益財団法人いわて産業振興セン
自動車用最新安全装置部品製造用精密金型開発事業
ター
顧客と消費者のニーズのミスマッチを解消する為の販売促進 公益財団法人いわて産業振興セン
技術を開発する事業
ター
機械部品の高耐摩耗性を実現する特殊金属溶射装置の試 北日本銀行
作・開発
鮮度保持機能を強化した高機能発泡スチロール箱の開発と量 公益財団法人いわて産業振興セン
産化
ター
自動ＢＯＤ測定装置導入による環境測定分析工程の迅速かつ 北日本銀行
効率化
最新型三次元レーザースキャナー（３Ｄスキャナー 資料－
①）及び多用途マルチローター型ヘリコプター（マルチコプター 岩手銀行
資料－②）導入による新規取引先拡大及び測量・設計業務の
効率化と提案品質・作業安全性向上
「射出成型器＆自動脱ロウ・重合システム」導入による有床義 北上信用金庫
歯の品質向上と生産効率化

4 2603110004 岩手県 有限会社北上車体

8 2603110015 岩手県 株式会社ニュートン
9 2603110018 岩手県 杜陵高速印刷株式会社
10 2603110019 岩手県 株式会社伊藤工作所
11 2603110020 岩手県 東北資材工業株式会社
12 2603110023 岩手県 株式会社大東環境科学
13 2603110025 岩手県 株式会社一測設計
14 2603110033 岩手県 株式会社上神田歯研

及川哲也

商工組合中央金庫

21 2603110047 岩手県 株式会社小山田工業所

岩手ふるさと名物ひっつみの量産を可能とする水中圧延・成 岩手銀行
形技術確立に関する事業
パスタマシーン改良型製麺機を使った盛岡冷麺の品質向上と 七十七銀行
全国への販路開拓計画
琥珀資源の粉末技術による有効活用と生産性向上の為の新 岩手銀行
技術開発と量産化
“仮設レンタル資材”の整備・改修技術および整備改修サービ 北日本銀行
スの開発
パストライゼーションによるクラフトビールの常温での長期保 株式会社エフアンドエム
存の実現
小ロットで高品質、短納期の出来る体制を作ることで雇用の拡 北日本銀行
大が図れる事業
産業用溶接ロボットシステム導入による多種鋼構造物溶接の 商工組合中央金庫
自動化

22 2603110048 岩手県 有限会社前田鋳工所

超音波探傷機による非破壊での検査・保証体制の確立

岩手銀行

23 2603110050 岩手県 株式会社エヌエルフォーティ

セミオーダー方式による体育着等の製造販売事業の拡充化
事業
地域水産資源を活用した高度加工商品の新開発及び新たな
生産体制の確立
海外受注増及びメーカ直営メンテ拠点新設に伴う裏スキ装置
の増設
ＩＣＴ（情報通信技術）教育で注目の「自学自習を導入した新し
い授業スタイル」の実現

普代商工会

15 2603110034 岩手県 株式会社戸田久
16 2603110035 岩手県 株式会社中野製麺
17 2603110041 岩手県 久慈琥珀株式会社
18 2603110043 岩手県 株式会社秀明
19 2603110044 岩手県 世嬉の一酒造株式会社
20 2603110046 岩手県 株式会社柴宿ファッション

24 2603110051 岩手県 フードパック株式会社
25 2603110056 岩手県 株式会社東光舎
26 2603110057 岩手県 株式会社ナレロー

宮古信用金庫
公益財団法人いわて産業振興セン
ター
北日本銀行

受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

33 2603110073 岩手県 株式会社いけ田

同時５軸複合加工機導入による難削材の加工や複雑形状の 公益財団法人いわて産業振興セン
加工の技術確立
ター
生味噌を主体として１１０年続く老舗味噌屋の『本格だし入り味 岩手銀行
噌』領域への本格進出
積層式自動裁断機の導入による高級柄物婦人服の生産プロ 東京東信用金庫
セス改善事業
公益財団法人いわて産業振興セン
３次元術前計画支援システムの事業化開発
ター
少量特殊寸法の木材製品の乾燥とプレナーによる品質向上と 岩手銀行
納期短縮
画期的なバリ取り機導入による、短納期、高品質を実現する 岩手銀行
生産体制の構築
次世代凍結技術活用によるセントラルキッチンの構築と冷凍 及川哲也
サービスの提供

34 2603110075 岩手県 株式会社共立精工

高精度・高清浄度部品の生産及び品質保証体制の確立

35 2603110076 岩手県 株式会社南部美人

38 2603110083 岩手県 株式会社ビットエイジ

高品質な酒類製造における製造環境の改善及び品質向上と 岩手銀行
安定供給の実現
タブレット端末を活用した電子書籍向けデジタル校正システム 大槌商工会
の開発運用
活締め神経抜き技術と真空浸透製法によるスモークサーモン 八幡平市商工会
の事業化
公益財団法人いわて産業振興セン
救急医療におけるＰＤＣＡ支援システムの構築
ター

39 2603110085 岩手県 株式会社細川商会

顧客のニーズの先を見据えたカーライフサポートの充実

40 2603110087 岩手県 株式会社飯島産業

46 2603110103 岩手県 株式会社アイカムス・ラボ

ＣＡＭ・小型刺繍機を活用した中小企業向けオリジナルユニ 公益財団法人いわて産業振興セン
フォームへの進出計画
ター
公益財団法人いわて産業振興セン
短納期対応による食品薬品製造分野での受注拡大
ター
顧客ニーズ多様化に対応させた革新的スタジオ写真の提供事 大船渡商工会議所
業
高級腕時計用針の印刷自動化による生産性および定着率向 岩手銀行
上のための生産設備強化事業
６軸多関節ロボットと既存設備との組合せによる革新ラインの 商工組合中央金庫
開発
３Ｄプリンターによる金型製造技術の開発と、新規事業への導 北日本銀行
入
接着剤塗布用小型・高精度のコードレスディスペンサの商品 公益財団法人いわて産業振興セン
開発
ター

47 2603110107 岩手県 マルモ通信商事株式会社

プロジェクションマッピングの低価格提供サービス事業

48 2603110108 岩手県 高章洗染株式会社

店舗網を活用した新サービス「居宅介護者向けホームリネン 北上信用金庫
サービス」の実施

27 2603110058 岩手県 株式会社アイオー精密
28 2603110059 岩手県 佐々長醸造株式会社
29 2603110062 岩手県 株式会社トップレディ
30 2603110064 岩手県 株式会社岩手情報システム
31 2603110066 岩手県 有限会社平泉製材所
32 2603110071 岩手県 東里工業株式会社

36 2603110077 岩手県 デジタルブックプリント株式会社
37 2603110078 岩手県 有限会社清水川養鱒場

41 2603110088 岩手県 エヌケー紫波株式会社
42 2603110093 岩手県 有限会社カメラの太陽堂
43 2603110094 岩手県 株式会社北上エレメック
44 2603110097 岩手県 株式会社長島製作所
45 2603110102 岩手県 北上精工株式会社

及川哲也

北日本銀行

岩手銀行

