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 杜陵高速印刷株式会社

小ロット、多品種製造に特化した製本・加工による製
品開発事業

10,000,000

平成28年6月22日

2 株式会社ＷＩＮＧ

大型高精度多面加工設備の導入及び生産プロセス
改革による生産性の改善

29,836,665

平成28年6月22日

3 鈴木機械株式会社

リチウムイオン電池製造装置大型化のための最新
設備導入と生産技術開発

30,000,000

平成28年6月22日

4 津志田歯科医院

３Ｄ装置導入による歯列矯正の革新的診断法と高精
度歯科治療の実現

10,000,000

平成28年6月28日

5 株式会社カガヤ

自動２軸短材コラム開先加工機導入による生産プロ
セスの改善

5,000,000

平成28年6月28日

6 釜揚げ屋

ボトルネック工程の解消による生産性の向上と商圏
の拡大

2,783,333

平成28年6月28日

7 株式会社栄組

インフラ長寿命化を実現するコンクリート維持補修シ
ステムの構築

18,125,000

平成28年6月28日

8 株式会社興版社

納期の余材時間を創出し、編集作業時間を新たに
提供する印刷サービスの実現

10,000,000

平成28年6月28日

9 株式会社アイオー精密

超精密成形平面研削盤導入による短納期対応力の
体制強化

21,000,000

平成28年6月28日

一沢コンクリート工業株
式会社

防潮堤の復旧整備に不可欠なコンクリート残存型枠
の量産・短納期化計画

30,000,000

平成28年6月28日

11 株式会社小山製麺

真空横型二軸ミキサー導入による、乾麺のコスト削
減と品質向上による売上拡大

10,000,000

平成28年6月28日

12 工藤建設株式会社

高効率低回転対応発電機採用による大型クロスフ
ロー風力発電の試作開発

2,654,359

平成28年7月1日

有限会社五枚橋ワイナ
リー

独自のシードル生産プロセスの革新的改善による新
製品の開発、販路開拓

4,195,966

平成28年7月1日

14 有限会社サンコー装芸

最新型レーザー加工機を活用したアクリル加工工程
の生産プロセス革新事業

4,540,766

平成28年7月1日

15 東北資材工業株式会社

ポーラスとスチロラムダの発泡スチロール体多層成
型ボードの新開発計画

10,000,000

平成28年7月1日

16 株式会社マユミ精巧

ＩｏＴを活用した２４時間監視型福祉用具消耗品製造
による経営の安定化

5,000,000

平成28年7月1日

17 有限会社テクニス精機

ＣＡＭ及び三次元測定器の高度化による複合形状
加工品の高精度製造工程の確立

4,266,666

平成28年7月1日

18 株式会社近藤設備

三次元計測技術を利用したＢＩＭモデルの作成によ
る施工プロセスの省力化

7,000,000

平成28年7月1日

19 有限会社早野商店

食品加工設備の導入により、短角牛など地域資源を
活用した新製品を開発し、新分野への参入を図る

4,364,466

平成28年7月1日

20 株式会社浜千鳥

極め細やかな顧客ニーズ対応による新しい高級清
酒市場の開拓

3,120,000

平成28年7月1日
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21 活版ディーアイ株式会社

インバウンド対応した新たな印刷サービス提案によ
る販路拡大

4,732,000

平成28年7月1日

22 株式会社小林精機

複合自動盤と画像測定技術の導入による高付加価
値試作体制の構築

28,790,000

平成28年7月1日

23 株式会社東亜電化

知能ロボットを活用した研磨加工の確立

30,000,000

平成28年7月1日

24 株式会社パーツ，Ｙ

知的資産を土台とした５軸マシニングセンタの有効
活用による受注体制強化

8,720,000

平成28年7月1日

25 喜久盛酒造株式会社

純米酒「タクシードライバー」の徹底的な品質向上の
ための自動分析システムの導入

2,000,000

平成28年7月1日

26 株式会社デジアイズ

ライナーレスラベルの量産事業化

30,000,000

平成28年7月1日

27 株式会社平野ターフ

新型ロングパイル人工芝専用機導入による作業効
率アップ事業

2,266,000

平成28年7月1日

28 有限会社パールドライ

新型プレス機導入によるＹシャツクリーニングの襟詰
りに係る再生復元の実現と新市場の開拓

7,210,000

平成28年7月5日

29

株式会社環境保全サー 太陽光パネル及び自動車フロントガラス等の剥離ガ
ビス
ラスの精製装置の開発と事業化

10,000,000

平成28年7月5日

30

有限会社センウッドコー デザイン性と少ロット多品種生産性に優れる収納扉
ポレーション
の量産体制の構築と売上の拡大

27,986,666

平成28年7月5日

31

有限会社南部鉄瓶元祖 小型高周波電気炉導入による伝統鋳物の生産性向
鈴木主善堂
上と環境の改善

5,530,666

平成28年7月5日

32

有限会社菅原自動車工
水性塗料を使用した自動車補修塗装事業
場

2,795,828

平成28年7月5日

33 マルモシート

大型複雑形状シートの効率的製造方法の確立

3,300,000

平成28年7月5日

34 株式会社二戸サントップ

海外市場参入のための毛芯縫製技術の更なる発展
にむけて

6,000,000

平成28年7月5日

株式会社いわて金型技 動画指示とカスタマイズ機能による３次元ＣＡＤの作
研
業性改善

5,000,000

平成28年7月5日

通電加熱技術を応用した無添加新商品による高付
加価値化事業

6,666,000

平成28年7月5日

21,896,199

平成28年7月6日

35

36 有限会社カネシメ水産
37

株式会社オイカワ製作
所

溶接作業プロセスの高度化により海外生産との差別
化を図り受注を拡大する

38

有限会社東北エヌティエ 高輝度蓄光式誘導標識（消防設備品）を日本全国・
ス
海外に向けて量産する体制の構築

4,853,333

平成28年7月6日

39 エストエストデンタルケア

マイクロスコープによる最先端根管治療で地域医療
に貢献する計画

4,423,200

平成28年7月6日

40 昆デンタルクリニック

歯科用最新デジタル技術を用いた補綴物作成内製
化によるスピード治療サービス

9,333,333

平成28年7月6日

41 株式会社名東技研

５軸加工機導入による車載エンジン用セラミックス金
型部品の事業拡大

30,000,000

平成28年7月6日
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42 株式会社共立精工

超高精度領域の品質保証体制確立によるデライト
（顧客満足度及び信頼度）の向上

24,600,000

平成28年7月6日

43 株式会社薄衣電解工業

自動車向け電装部品等錫めっき品の品質向上と生
産性向上による受注拡大

10,000,000

平成28年7月6日

44 有限会社吉田研磨工業

培ったワザと最新技術の融合で、一層の刃物研磨オ
ンリーワン企業を目指す

9,798,333

平成28年7月6日

45 株式会社長島製作所

プレス金型の３Ｄハンディスキャナーを活用した革新
的メンテナンス

7,039,919

平成28年7月6日

46 三光化成株式会社

３Ｄモデル活用による金型の生産性向上事業

10,000,000

平成28年7月6日

47 株式会社戸田久

製麺設備開発による業務用新食感そば商品販路拡
大事業

5,000,000

平成28年7月6日

48 世嬉の一酒造株式会社

フレーバービールの少量ロット生産及び物流改善に
よるアジア諸国の輸出拡大

5,000,000

平成28年7月6日

49 森田製作有限会社

当社独自の新たな加工体制の確立による受注拡大

10,000,000

平成28年7月8日

50 株式会社ツガワ

医療機器向け高精度部品の最新モデルを活用した
ブランクシステムの構築。

30,000,000

平成28年7月8日

51

株式会社岩手エッグデリ 味付ゆでたまごボイル工程自動化で品質強化。コン
カ
ビニ取引圧倒的シェア１位の確立

10,000,000

平成28年7月8日

52

株式会社アーアル研究
所

30,000,000

平成28年7月8日

義肢装具設計製造の職人技術と３Ｄデジタル技術の
融合による次世代プロセス構築

6,301,306

平成28年7月8日

54 株式会社湯田牛乳公社 新食感ヨーグルト開発のための生産プロセスの改良

5,000,000

平成28年7月8日

55 株式会社京屋染物店

自社独自の染色技術を活用した新商品の販路拡大
と生産性向上

10,000,000

平成28年7月12日

56 東北精密株式会社

革新的加工システムの構築によりタイムリーな新製
品開発支援サービスを推進する

30,000,000

平成28年7月12日

57 株式会社ミナミ食品

湯葉製品の生産能力及び安全性・保存性を高める
生産プロセスの改善

8,400,000

平成28年7月12日

医療・製薬向け分注バリデーション・ソリューションシ
ステムの生産体制構築のための金型・装置の製作

10,000,000

平成28年7月12日

59 スマイルアート

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる新しい歯科技工
サービスの提供

3,000,000

平成28年7月14日

60 株式会社東光舎

海外向けチタン製レザーカット用ハンドルの開発

4,977,573

平成28年7月14日

61 廣田酒造店

独自酵母による新商品開発及び生産プロセスの強
化による販路拡大

1,330,000

平成28年7月15日

62 株式会社浅沼醤油店

「地域資源」や「醸造技術」を活用した調味料の多品
種展開

10,000,000

平成28年7月19日

53 株式会社岩手テクノ

58

株式会社アイカムス・ラ
ボ

高精度多品種少量生産向け複合設備の運用によ
る、大幅な生産性向上
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