平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（秋田県分４１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 2805110003

秋田県

日本メッキ株式会社

1410001002077

鋼材の耐食性や塗装の密着性を向上させるリン酸亜鉛処
理装置の導入

2 2805110004

秋田県

有限会社長沼製作所

2410002007470

複雑形状の溶接構造物への機械加工に対応した生産シス
秋田銀行
テムの構築

3 2805110006

秋田県

シー・アンド・シー株式会社

2410001006894

耐震工事用の大型鋼板製品に係る曲げ工程の内製化とこ
株式会社エフアンドエム
れに伴う短納期化

4 2805110008

秋田県

株式会社フロム・エー

1410001001087

立体印刷物製造の内製ワンストップ化による生産革新と経 株式会社小室経営コンサルタ
営力強化
ント

5 2805110010

秋田県

有限会社エディオス

8410002007374

最新型彫放電加工機の導入による医療機器用精密部品の
北都銀行
生産性改善と競争力強化

6 2805110011

秋田県

秋田県大断面木構造協同組合

9410005004401

「金物工法」導入事業

北都銀行

7 2805110013

秋田県

株式会社フルヤモールド

4410001008146

金型加工プロセス改善による金型生産性の向上

秋田銀行

8 2805110014

秋田県

新和産業株式会社

6410001006016

大型加工品の曲げを精度よく短時間で加工できる高性能Ｎ
秋田銀行
Ｃプ レスブレーキ導入による新たな生産体制の確立

9 2805110015

秋田県

日本精機株式会社

1410001002069

航空機関連整備用治具の一括受注に向けた生産体制の確
北都銀行
立

10 2805110018

秋田県

有限会社峰友技研

6410002003350

生産体制のフレキシブル化の推進によるコスト・納期対応の
秋田銀行
実現

11 2805110022

秋田県

刈穂酒造株式会社

9410001007903

搾りたて日本酒の鮮度を維持してビン詰する設備の導入

12 2805110024

秋田県

東邦工業株式会社

9013401002002

超音波プローブのサイズにマッチした成形機で生産効率を
秋田銀行
向上させたコストパーフォーマンスのよい部品製造の実現

13 2805110025

秋田県

株式会社八幡平貨物

7410001006923

ウッディハーベスタ導入による大径木等の伐倒～はい積み
秋田銀行
工程の機械化

14 2805110026

秋田県

有限会社優成機工

3410002007420

地震の研究装置や真空装置の大型化に適するマシニング
秋田銀行
センターの導入

15 2805110028

秋田県

有限会社ファッションサリー

4410002003146

小ロット・フルアイテム・短納期・高品質への変革事業

16 2805110030

秋田県

株式会社十文字サントップ

6410001009217

下衣の「こだわりデザイン仕様」を自動製造する生産プロセ
北都銀行
ス改善事業

17 2805110031

秋田県

秋田醸造株式会社

6410001000373

日本酒の品質を維持する火入れ法の導入

秋田銀行

18 2805110035

秋田県

秋田シール印刷株式会社

7410001000323

インクジェット印刷ユニットの導入による特殊ラベルの製造
と新規顧客の獲得

秋田銀行

19 2805110040

秋田県

株式会社田代製作所

9410001006194

主力製品「フラッシュドア」の国内トップシェア確保に向けた
商工組合中央金庫
挑戦

20 2805110045

秋田県

株式会社マルサ

2410001007257

伝統的な和の優れた美しさを表現できる組子細工を使うイ
ンテリアの提供

21 2805110046

秋田県

有限会社柴田慶信商店

9410002008529

挽き曲げ技法による造林杉（秋田杉）の克服と熟練技術の
秋田銀行
機械化

22 2805110052

秋田県

有限会社川村鉄工所

3410002006042

最新アークロボットシステム導入による林業用フォワーダ滑
秋田銀行
り止め器具の生産性向上

23 2805110057

秋田県

株式会社田代工芸

5410001006834

高精度、高効率パネルソーの導入による製造体制の構築
及び新製品製造への挑戦

24 2805110063

秋田県

株式会社秋田今野商店

1410001008173

伝統発酵食品由来の免疫活性型乳酸菌を用いた汎用食品
秋田銀行
素材開発と生産技術確立

25 2805110065

秋田県

株式会社中嶋精密製作所

3410001008130

最新鋭レーザー溶接機導入によるステンレス素材のトラック
秋田銀行
溶接部品の高品質・短納期・コスト低減

26 2805110066

秋田県

有限会社シマヅ

8410002011500

複雑な三次元形状した製品を高精度・高効率的に切削でき
秋田銀行
るライン構築

27 2805110067

秋田県

喜久水酒造合資会社

2410003001646

迅速アルコール測定システムによる作業の最高効率化

28 2805110069

秋田県

アキタクロージング株式会社

1410001006697

縫製加工部位毎の専用自動機の導入による生産の効率化
秋田銀行
と品質の向上・安定化

29 2805110073

秋田県

株式会社三栄機械

4410001004830

日本飛行機の受注拡大の為、アルミ、鉄の溶接認定取得用
秋田銀行
設備購入

30 2805110076

秋田県

合資会社羽場こうじ店

6410003002640

革新サービス高齢者向け食事提供による独創性の発揮で
域内市場の商圏拡大を目指す

1

秋田銀行

秋田銀行

北都銀行

秋田銀行

秋田銀行

商工組合中央金庫

よこて市商工会

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

31 2805110077

秋田県

三和精鋼株式会社

4410001005127

素材の一括生産工程の大型高度化による「大型高精度板」
にかほ市商工会
の開発

32 2805110080

秋田県

山本合名会社

6410003001808

県内初の瞬間殺菌と無菌瓶詰め充填システムによる海外
販売戦略

33 2805110081

秋田県

矢島精工株式会社

5410001005191

生産効率が高く操作性に優れたファイバーレーザー加工機
秋田銀行
による医療検査機器用部品の部品加工

34 2805110083

秋田県

工藤製作所

35 2805110087

秋田県

合名会社鈴木酒造店

5410003002220

高品質で再現性の高い評価の高い日本酒の醸造に向けた
秋田銀行
酒造麹米の温度・吸水管理システムの構築

36 2805110094

秋田県

株式会社さそう

4410001009219

新調理システム導入による食の安全性と生産性の向上

秋田銀行

37 2805110096

秋田県

株式会社北鹿新聞社

9410001006137

日本初！新聞用輪転機に最新ＬＥＤ－ＵＶ装置を搭載し革
新的な商業印刷高速輪転機として競争力アップ

北都銀行

38 2805110098

秋田県

株式会社システムアート

7410001001346

最新カッティングマシン導入による看板製作工程の革新と
内製化によるサービス向上

北都銀行

39 2805110100

秋田県

株式会社シオン

1070001022135

自動裁断システムの導入による裁断ラインの改革

駒田総合会計事務所

40 2805110102

秋田県

株式会社くらた

1410001005484

高品質・増産・時短を含めた最新鋭設備導入による製造工
税理士田中克己
程の効率化

41 2805110103

秋田県

マメトラ農機株式会社

2030001042227

小型耕耘機のミッション部品の精密加工の生産プロセスの
新谷靖税理士事務所
改善

白神八峰商工会

ファイバーレーザー溶接機の導入による新生産プロセスの
かづの商工会
確立

2

