
(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 2503210162 岩手県 有限会社生出精密
高精度画像寸法測定器導入による精密加工部品の
品質向上・短納期化・生産性の向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2 2503210164 岩手県 杜陵高速印刷株式会社
顧客と価値を共有できる『印刷デザイン共有システ
ム』による納期大幅短縮と受注拡大

公益財団法人いわて産業振
興センター

3 2503210165 岩手県 二戸自動車整備協業組合
新型検査機及び検査ライン効率化システムの導入に
よる、検査技術向上・納期短縮・新規顧客獲得の取り
組み

みちのく銀行

4 2503210166 岩手県 有限会社大和製作所
最新加工機械と治具製作技術を融合した複雑形状
製品の低コスト化・短納期化

東北銀行

5 2503210167 岩手県 有限会社コアリング
立形マシニングセンター導入による、納期短縮対応、
製作コストの削減、大型金型製作に対応。

岩手銀行

6 2503210168 岩手県 株式会社岩鋳
水平型鋳型造型機の導入による南部鉄器の歩留ま
り改善による収量効率化

商工組合中央金庫

7 2503210172 岩手県 株式会社オノデラサイン
色ムラのない商品製作の為の「オイル式熱転写機」
の導入

盛岡信用金庫

8 2503210175 岩手県 有限会社前田合金鋳造所
鋳造用砂型技術強化による高品質アルミニウム合金
および銅合金部品の試作開発

岩手銀行

9 2503210176 岩手県 ミネックス株式会社
廃棄されるワカメの茎、ウニ殻を利用した新規肥料の
開発

釜石商工会議所

10 2503210180 岩手県 株式会社名東技研
複合研削盤の導入による大型・高精度セラミック部品
の事業拡大

愛知銀行

11 2503210183 岩手県 株式会社及精鋳造所
３Ｄ高度加工機の導入による南部鉄器の試作品開発
事業

商工組合中央金庫

12 2503210185 岩手県 大森クローム工業株式会社
ストレージメディア用ロールにおける、めっき被膜のク
ラック数管理と試作開発

横浜銀行

13 2503210188 岩手県 株式会社上神田歯研
先進医療の歯冠補綴物製作装置（ＣＡＤ／ＣＡＭ）導
入による地域歯科医療への貢献

北上信用金庫

14 2503210192 岩手県 株式会社おがよし 地場産品の販路拡大に伴う高付加価値事業 東北銀行

15 2503210195 岩手県 株式会社佐藤縫製
生産プロセスの革新によるＱＣＤ強化に伴う多様な
ニーズへの対応

岩手銀行

16 2503210197 岩手県 川辺産業株式会社
大幅な工程短縮と高水準保証体制構築による自動
車部品の受注拡大

花巻市起業化支援センター

17 2503210206 岩手県 北上精工株式会社
自動検査システム導入による検査工程の省力化、工
程改善

北上信用金庫

18 2503210207 岩手県 都生工業株式会社
高性能・省エネ型金属溶着炉導入による高耐摩耗・
耐久性溶射技術の高度化

岩手銀行

19 2503210209 岩手県 株式会社富士通研製作所
画像寸法測定器導入による金型製作の納期短縮と
品質保証体制の確立

巣鴨信用金庫

20 2503210210 岩手県 岩手鋳機工業株式会社
縦型マシニングセンタ導入による高効率コンプレッ
サー部品の高精度加工と短納期対応

岩手銀行

21 2503210211 岩手県 株式会社佐々木印刷
デジタル印刷機の導入による当社特許製品「ハグレ
ス」、「連ラベル」、「菜果ラベル」の高付加価値化を図
る

岩手銀行

22 2503210221 岩手県 ニッコー・ファインメック株式会社
電子基板からのレアメタルの高効率分離・回収シス
テムの構築

商工組合中央金庫

23 2503210222 岩手県 株式会社東亜エレクトロニクス
『機能特化型レーザーマーカー導入による顧客要求
の対応力強化と付加価値生産性の向上』

公益財団法人いわて産業振
興センター

24 2503210223 岩手県 株式会社マーマ食品
高齢者向けユニバーサルデザインフード対応「簡単
調理やわらか惣菜」の開発及び製造販売

花巻市起業化支援センター
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25 2503210225 岩手県
株式会社ピーアンドエーテクノロ
ジーズ
有限会社ホロニック・システムズ

手指機能回復に資するロボット技術援用型ミラー療
法システムの改良試作

公益財団法人いわて産業振
興センター

26 2503210228 岩手県 株式会社根岸工業所
ショットブラスト導入による仕上げ工程の高効率化と
短納期化

商工組合中央金庫

27 2503210230 岩手県 株式会社環境保全サービス
自動車フロントガラス等未利用資源ガラス類のリサイ
クル装置の開発と事業化

北日本銀行

28 2503210236 岩手県 有限会社三協金属
自硬性鋳型ミキサーおよび炉前管理機器の導入によ
る医療用鋳物の生産プロセス強化

岩手銀行

29 2503210238 岩手県 有限会社マルヒ製材
岩手県産アカマツ小径木を活用した幅ハギ集成耐力
床材の試作・開発

みちのく銀行

30 2503210243 岩手県 株式会社丸辰カマスイ
南部鼻曲り鮭由来ＤＨＡ、ＥＰＡを利用した機能性食
品素材の試作・開発

釜石商工会議所

31 2503210244 岩手県 株式会社北上エンジニアリング
納期短縮化および金属加工製品の多様化を展望し
たワイヤ放電加工機の導入

岩手銀行

32 2503210245 岩手県 株式会社薄衣電解工業
生産管理システムの導入による業務プロセスの高度
化と新事業分野の開拓

公益財団法人いわて産業振
興センター

33 2503210250 岩手県 株式会社木村設計Ａ・Ｔ
三次元ＣＡＤ活用による高意匠性建築デザインの設
計リードタイム短縮と提案力の向上

花巻市起業化支援センター

34 2503210254 岩手県
株式会社サンライズエンジニアリン
グ

サーボプレス導入による金属部品製造の生産性向上
と受注拡大

花巻市起業化支援センター

35 2503210257 岩手県 山口北州印刷株式会社
温湿度環境最適化による高品位・高生産性・低コスト
印刷体制の確立

商工組合中央金庫

36 2503210258 岩手県 松栄商事株式会社 消防用設備点検における顧客管理システムの導入 和田孝仁税理士事務所

37 2503210261 岩手県 株式会社アリメント
卸売業としての新たな機能『ピッキングセンター』を付
加し、東北のうまいものの発信力を強化

株式会社ＡＢＣオフィス

38 2503210263 岩手県 株式会社プラス測量設計
最新鋭３Ｄレーザースキャナ導入による測量業務の
省力化と受託分野の拡大

東北銀行

39 2503210264 岩手県 有限会社エスジーディー
微細細穴加工機と細線ワイヤー加工機を併用した微
細加工の実現と受注拡大

岩手銀行

40 2503210265 岩手県 武藤工業株式会社
熱風循環式電気炉の増設及び改良による熱処理
リードタイムの短縮化

北上信用金庫

41 2503210266 岩手県 株式会社榊鐵工所
ショットブラストマシンの導入による新規取引先の開
拓と競争力強化

公益財団法人いわて産業振
興センター

42 2503210276 岩手県 フィンガルリンク株式会社
ワイヤレス送信機能付き心拍・陣痛一体型センサー
の開発

公益財団法人いわて産業振
興センター
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