
（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 3003110001 岩手県 森田製作有限会社 8400002007193
新たな加工技術の確立及び品質管理体制の構築による生
産性の向上

岩手県商工会連合会

2 3003110005 岩手県 株式会社ナテック 5030001040260
締付けトルクのバラツキの少ない高強度アルミボルトの新製
品開発

株式会社ブレイブコンサルティング

3 3003110002 岩手県 ＮＳエンジニアリング株式会社 8400501001036
自動車部品向け高難易度金型製作における生産能力の強
化

株式会社岩手銀行

4 3003120007 岩手県 株式会社回進堂 5400601000394
栗の品質を維持する新たな製法で高付加価値のある新商品
の開発

株式会社北日本銀行

5 3003120008 岩手県 杜陵高速印刷株式会社 1400001001179
製造工程オンライン化による生産性向上と納期短縮を図る
事業

公益財団法人いわて産業振興セン
ター

6 3003120009 岩手県 有限会社ナイガイ 6400002004060
最新レーザー溶接機による大サイズ立体文字看板の製作に
おける生産能力及び競争力強化

株式会社東北銀行

7 3003120010 岩手県 東北資材工業株式会社 8400001005792
Ｂ→Ｃの地域特産品向け小箱印刷用インクジェットプリント事
業参入

公益財団法人いわて産業振興セン
ター

8 3003120011 岩手県 株式会社昭和土木設計 3400001001887 高度な構造解析新技術３次元ＦＥＭでいわての橋梁を守る
公益財団法人いわて産業振興セン
ター

9 3003120017 岩手県 株式会社三和ドレス 5400001008278
柄合わせ機能搭載裁断機導入による柄生地高級アパレル
衣料の生産性向上

公益財団法人いわて産業振興セン
ター

10 3003120019 岩手県 永薬品商事株式会社 6400601000245
高性能環境分析機器の導入による生産性の向上及び新規
市場への参入

株式会社東北銀行

11 3003120020 岩手県 有限会社北上車体 2400002009278
車体整備事業の生産性向上と三次元計測器導入による次
世代自動車への対応

株式会社北日本銀行

12 3003120024 岩手県 大森畳店合同会社 5400003001454
最新型畳製造機導入による生産性向上で多様な顧客ニー
ズに応える

株式会社岩手銀行

13 3003120025 岩手県 株式会社トーノ精密 6400001006669
当社独自の射出成形技術の確立による新素材加工分野へ
の進出

株式会社東北銀行

14 3003120026 岩手県 株式会社アイオー精密 7400001005208
ＣＮＣ複合機と多関節ロボットでの工程集約と人員配置の最
適化

一般社団法人ビジネスサポート花巻

15 3003120027 岩手県 有限会社越戸きのこ園 1400002013314 菌床ブロック製造自動化機械の導入による生産性の向上 株式会社みちのく銀行

16 3003120028 岩手県 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434
海外の顧客ニーズに対応したワイン酵母仕込日本酒の開発
と生産性向上

岩手県商工会連合会

17 3003120031 岩手県 有限会社千田ウインドー 8400002008290
５軸加工機導入による店舗用什器製造における生産性と加
工精度の向上

花巻信用金庫

18 3003120032 岩手県 東里工業株式会社 5400501000668
ステンレス薄板溶接におけるレーザを活用した低ひずみ溶
接技術開発の取組み

株式会社岩手銀行

19 3003120033 岩手県 赤武酒造株式会社 5400001007445
冬期と同様の温度・湿度を安定化する「新たな醸造環境」の
構築

岩手県商工会連合会

20 3003120034 岩手県 株式会社アロン社 7010401002199
新たな生産体制構築によるロータリーエンコーダの生産性
向上と高精度化

一関商工会議所

21 3003120037 岩手県 有限会社夢工房 5400002009795
次世代レーザー機導入での革新的３Ｄ象嵌技術の構築によ
る事業規模拡大

花巻信用金庫

22 3003120038 岩手県 株式会社佐々木印刷 9400001006088
サーマルプレートレコーダー（ＣＴＰ）を導入し、省力化など業
界最先端の中小企業を目指す

北上信用金庫

23 3003120039 岩手県 株式会社ジュークス 8400001008234
燃料電池電極用触媒（Ｐｔ／Ｃ）の活性性能安定化試作及び
事業化向け製造レシピの獲得試作

公益財団法人いわて産業振興セン
ター

24 3003120040 岩手県 株式会社ＷＩＮＧ 7400001006602 高機能ＣＡＭを利用したマシニングセンタ製造の生産性向上 株式会社岩手銀行

25 3003120041 岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 1400002013470
「ＩｏＴ」の中核となる有機半導体素子（センサーなど）用の材
料評価サービスの事業化

株式会社岩手銀行

26 3003120042 岩手県 有限会社コンノテック 6400002010100 生産工程の改善を図りコスト競争力を強化する事業 株式会社岩手銀行

27 3003120043 岩手県 有限会社バルーン・スケッチ 3400002004583 「バルーンプールシステム」の全国展開 株式会社東北銀行
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28 3003120044 岩手県 株式会社瀧田屋 9400002008249
塗替工事の新技術「環境配慮型リサイクルブラスト工法」の
競争力強化

花巻商工会議所

29 3003120048 岩手県 株式会社ひろの屋 3400001008263
磯焼けウニの養殖技術による、ウニの通年販売を実現する
ことによる商圏の拡大

岩手県商工会連合会

30 3003120052 岩手県 合同会社藤 4370003001913 イラストレーター・３ＤＳＣＧソフトの導入による販路開拓 株式会社岩手銀行

31 3003120053 岩手県 松草塗装工業株式会社 4400001007421
自動循環型のブラスト工法で塗替塗装の素地調整における
産廃の削減と工期短縮化

株式会社岩手銀行

32 3003120054 岩手県 有限会社エスジーディー 7400002011279
インサート射出成形加工技術の確立と製品付加価値向上に
よる受注拡大

株式会社岩手銀行

33 3003120056 岩手県 三光化成株式会社 6011401007552
測定評価技術をアナログからデジタルへ変換する事による
生産プロセス改革事業

公益財団法人いわて産業振興セン
ター

34 3003120057 岩手県 株式会社西浦精機 5021001013505
ＩＴと高精度機械の融合で試作から量産までの一気通貫体制
の実現

公益財団法人相模原市産業振興財団

35 3003120061 岩手県 株式会社東北ウエノ 5400501000222
リバースエンジニアリング技術を活用した、精度の高い梱包
容器製作の実現

株式会社北日本銀行

36 3003120062 岩手県 株式会社イーアールアイ 1400001002185 ３Ｄスキャナー型三次元測定機導入による開発効率の向上 株式会社岩手銀行

37 3003120063 岩手県 株式会社デジアイズ 2400601000587
溶接工程への自動化ロボット導入による生産性向上の取り
組み

株式会社岩手銀行

38 3003120066 岩手県 株式会社南部美人 8400001007847 高品質な米麹増産体制の構築による収益源の多様化 株式会社岩手銀行

39 3003120067 岩手県 株式会社越戸商店 5400001007263
新設備導入によるレトルト食品加工分野への新進出及び販
路拡大

岩手県商工会連合会

40 3003120069 岩手県
久慈バイオマスエネルギー株式会
社

1400001009635 乾燥機導入による乾燥木質チップ生産性の向上 株式会社みちのく銀行

41 3003120071 岩手県 インターワイヤード株式会社 8010701003672
「特殊二層ヘッド押出し機」の導入による生産性向上と販路
拡大

株式会社岩手銀行

42 3003120072 岩手県 みやのデンタルオフィス
いくつになっても歯が残る治療へ！ＩｏＴ歯科化で達成する高
齢者対応の高精度“予防歯科”

合同会社レイディーバグ・ストラテジー
ズ

43 3003120074 岩手県 有限会社泉鉄工 4400002003790
建築用鉄骨の溶接加工プロセス改善による納期短縮と受注
拡大

株式会社猿川経営支援室

44 3003120076 岩手県 株式会社サーベスト 5400001005102
最新型「トータルステーション・３Ｄレーザースキャナー統合
機」の導入による測量業務の効率化と品質向上及び取引先
拡大

株式会社岩手銀行

45 3003120077 岩手県 株式会社大東環境科学 7400001000910
液体クロマトグラフ／質量分析装置導入による生産効率の
向上・精度高度化の実現と分析サービスの拡充

株式会社岩手銀行

46 3003120081 岩手県 あべ歯科医院
３Ｄ画像ＣＴスキャナシステムの導入による歯列矯正の精度
向上の実現

株式会社北日本銀行

47 3003120082 岩手県 ぽっぽ歯科クリニック
睡眠時無呼吸症候群治療における歯科医療的トータルソ
リューションの確立

安達隆久

48 3003120084 岩手県 有限会社デンタルワーク 6400002006445
地域歯科を守るためのＣＡＤ／ＣＡＭ導入による高度歯冠物
の製造と患者様の口腔からの幸せの実現

株式会社東北銀行

49 3003120087 岩手県 株式会社戸田久 2400001007753 岩手郷土料理（ひっつみ・かっけ）連続量産技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

50 3003120088 岩手県 株式会社アーアル研究所 7400501000600
非接触光学式表面粗さ解析装置を活用して製造する高精度
レンズ販売事業

熊谷　徹哉

51 3003120089 岩手県 株式会社ファーメンステーション 7010401082927
香気成分抽出装置の導入による果実粕を原料とした高香気
エタノールの製造ならびに販路の拡大

株式会社岩手銀行

52 3003120092 岩手県 株式会社ヴォーグ 3400001005772
既存設備を活用した加工法改善とＩＴ活用による量産受注体
制の確立

一般社団法人ビジネスサポート花巻

53 3003120094 岩手県 株式会社シグマ製作所 6030001075314
三次元座標測定機導入による品質保証体制の確立と販路
の拡大

株式会社岩手銀行

54 3003120095 岩手県 川嶋印刷株式会社 2400501000092
多品種小ロット向け紙器パッケージ短納期生産体制の構築
によるニーズへの対応

株式会社猿川経営支援室

55 3003120099 岩手県 株式会社佐幸本店 7400001007963 エアー式ぶどう搾汁機導入により果汁品質の向上を図る 株式会社岩手銀行

56 3003120102 岩手県 株式会社いわて金型技研 9400001006435
自動車プレス部品金型用初期検討データ作成システムの構
築

株式会社岩手銀行
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