平成２９年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
秋田県採択案件一覧（56件/56事業者）
公募回 １次公募 ：
受付番号

（受付番号順）
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 2905110002

秋田県

株式会社ゆう幸

6410001008747

高品質な秋田県産素材を活用した涼味菓子の生産体制確
秋田信用金庫
立事業

2 2905110004

秋田県

株式会社八幡平貨物

7410001006923

作業効率に優れた高性能林業機械による生産性の向上

3 2905110005

秋田県

秋田フアイブワン工業株式会社

9410001000494

デザイン企画会社と連携したオリジナル製品の開発と販
株式会社秋田銀行
路開拓

4 2905110006

秋田県

株式会社柳澤鉄工所

4410001006678

再生可能エネルギー関連部材の生産能力高度化

5 2905110007

秋田県

株式会社土佐製作

1020001071244

6 2905110008

秋田県

有限会社朝日工業

2410002007371

7 2905110009

秋田県

太平化成工業株式会社

9410001001600

黒アルマイト処理プロセスの高度化による事業拡大

8 2905110010

秋田県

株式会社クラウン精密秋田工場

6410001006420

ワーク選別機の導入による検査工程の精度向上と夜間無
株式会社秋田銀行
人運転による高効率化

9 2905110011

秋田県

株式会社雄勝野きむらや

9410001005840

小パッケージ製品の開発による新需要への対応

株式会社北都銀行

10 2905110012

秋田県

千代田興業株式会社

6410001001735

最先端の溶接プロセスへの改善と働き方改革の推進

株式会社秋田銀行

11 2905110013

秋田県

角館木材加工有限会社

7410002012482

最新鋭ＮＣルーターの導入による木材加工技術の高度化 株式会社秋田銀行

12 2905110014

秋田県

株式会社加藤プラスチック工業

8410001008365

13 2905110017

秋田県

株式会社ＹＭＫ

8410001007771

14 2905110018

秋田県

株式会社北鹿新聞社

9410001006137

15 2905110020

秋田県

有限会社トップ技研

8410002013629

16 2905110023

秋田県

響屋大曲煙火株式会社

9410001008323

17 2905110026

秋田県

株式会社フルヤモールド

4410001008146

18 2905110029

秋田県

有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店

1410002008180

19 2905110031

秋田県

丸大機工株式会社

4410001005135

20 2905110032

秋田県

有限会社長沼製作所

2410002007470

21 2905110035

秋田県

株式会社司工務店

9410001005213

22 2905110036

秋田県

加藤建具製作所

23 2905110038

秋田県

秋田酒類製造株式会社

24 2905110039

秋田県

新栄堂小田島

25 2905110040

秋田県

株式会社小滝電機製作所

7410001006213

26 2905110043

秋田県

株式会社ホクシンエレクトロニクス

7410001002311

27 2905110044

秋田県

新成機工

28 2905110045

秋田県

金音紙器株式会社

7410001005982

29 2905110047

秋田県

矢島小林工業株式会社

2410001005236

30 2905110048

秋田県

有限会社三松堂

2410002001754

31 2905110049

秋田県

株式会社増田鉄工場

1410001002382

32 2905110051

秋田県

株式会社川口屋

6410001000910

33 2905110053

秋田県

有限会社三協機械

9410002011441

34 2905110054

秋田県

秋田マテリアル株式会社

3410001005334

廃電線の粉砕・選別設備の導入による環境負担軽減事業 秋田県商工会連合会

35 2905110063

秋田県

有限会社美豊

1410002006944

大型研削装置導入による研削工程の内製化と新規取引先
株式会社秋田銀行
からの受注確保の実現

36 2905110065

秋田県

株式会社システムアート

7410001001346

最新の広巾熱転写機の導入による広巾の布製品の内製化 株式会社秋田銀行

37 2905110067

秋田県

日の丸釀造株式会社

6410001009167

食添用窒素ガスの自社生成技術の高度化

38 2905110068

秋田県

合同会社スタジオルピナス

8410003002696

39 2905110070

秋田県

天寿酒造株式会社

3410001005235

40 2905110073

秋田県

ＭＥＰ株式会社

5410001007956

41 2905110074

秋田県

阿櫻酒造株式会社

1410001008768

42 2905110076

秋田県

株式会社三栄建設

3410001001151

43 2905110077

秋田県

株式会社眞宮技術

2410001002489

44 2905110080

秋田県

株式会社光和物産

2410003000251

45 2905110082

秋田県

有限会社伊藤漬物本舗

8410002008117

46 2905110086

秋田県

株式会社フレックス

8410001006121

47 2905110091

秋田県

有限会社ウチダ測光

5410002011255

48 2905110093

秋田県

株式会社斎彌酒造店

6410001004787

49 2905110096

秋田県

松永菓子舗

50 2905110097

秋田県

有限会社スタジオ高橋

9410002007456

51 2905110101

秋田県

秋田電装株式会社

8410001005643

52 2905110104

秋田県

株式会社クラフト

1013101001311

53 2905110106

秋田県

株式会社ジェイ・チーボ

9410001010089

54 2905110107

秋田県

アキタクロージング株式会社

1410001006697

55 2905110108

秋田県

株式会社くらた

1410001005484

56 2905110109

秋田県

北嶋鉄工株式会社

9410001010799

8410001000388

株式会社秋田銀行

鎌田孝生

最新横型マシニングセンタ導入による加工・生産体制の
株式会社商工組合中央金庫
革新と内製化による付加価値の向上
小径対応のＣＮＣ旋盤の導入による切削技術の高度化と
株式会社北都銀行
生産効率の向上

最新鋭射出成形機の導入による生産性向上・高品質化の
確立
技術の高度化と生産体制の改善による利益率向上を伴う
売上の拡大
香りを刷る―革新的に訴求力を高めた「香るパンフレッ
ト」の高速製本ライン構築で生産力アップ
加工難度の高い部品加工への挑戦を行い、付加価値の向
上をはかり雇用の拡大と持続的な発展をめざす。
Ｍａｄｅ ｉｎ 大仙！！ ～安全で高品質な花火玉を
全国及び海外へ～
顧客要望を満たす社内一貫製造による社内生産体制の確
立
秋田伝統郷土食「いぶりがっこ」製造事業における作業
性及び生産性向上のための 自動機械設備の導入
航空機エンジン主要部品の試作開発強化と高効率生産体
制の構築
大型複雑形状の溶接構造機械加工品に対応した品質保証
システムの構築
秋田県産の「大柄無垢材」加工の効率化による売上拡大
の実現
最新型パネルソー導入により、技能・経験に左右されな
い建具製造の高度化
無圧ろ過システムの導入による高品質な吟醸酒生酒の開
発と量産
乳製品区分をアイスクリーム区分にすることによる商圏
拡大事業
高度検査測定器等の導入による車載用ＬＥＤはんだ付け
の品質向上と効率化
高機能自動成形の導入による超音波肺活量計のマウス
ピース生産ラインの構築
モーター巻線機用部品の小径深穴加工の高度化と生産性
向上の確立

株式会社北都銀行

株式会社北都銀行
株式会社秋田銀行
株式会社北都銀行
株式会社秋田銀行
株式会社北都銀行
株式会社秋田銀行
株式会社北都銀行
株式会社北都銀行
株式会社秋田銀行
株式会社荘内銀行
株式会社荘内銀行
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
株式会社ＶＩコンサルティング
株式会社秋田銀行
株式会社北都銀行

北東北初のハイクオリティ半自動印刷システム機器導入 株式会社秋田銀行
難削材加工及び多軸加工技術の確立による装置関連産業
への参入
作業改革で高付加価値和菓子の継承と現代和菓子への挑
戦
主要パーツの在庫レス化とリードタイム短縮による受注
生産方式のさらなる効率化
高性能機械設備導入による新食感・新形状商品の製造と
効率化
自動車部品製造ラインの部品受注拡大に向けた高精度加
工と生産性向上の確立

株式会社北都銀行
秋田商工会議所
秋田商工会議所
秋田商工会議所
株式会社秋田銀行

株式会社秋田銀行

積層裁断機導入による少量多品種生産から中量多品種生
株式会社秋田銀行
産への進化
「出荷から販売までの作業一元化による販売効率化およ
株式会社秋田銀行
び運用改善」
全自動板金曲げ加工システムの導入による生産性向上
外国人観光客及び邦人出国者向け機内飲酒用及び土産品
用としての１００ｍℓ瓶詰日本酒の開発・販売
ハイブリッド型油圧ショベルを導入し省エネ・安心・安
全な作業環境を構築する。
ＩＣＴ技術による計測から３次元設計プロセスの効率化
による生産性向上
秋田県産野菜果実をパウダー化し、新たな市場の開拓と
可能性を探る
漬物を乾燥加工した材料を使用したお菓子の開発
ロボット等の導入による生産効率向上・作業負荷軽減事
業
ＩＣＴ活用工事のための３次元計測・設計業務を支援す
る革新的サービス
甘酒製造工程の高度化による、計画生産体制の確立と事
業展開
地域資源を活用した画期的な商品デザイン開発による新
規顧客獲得
個人に特化したフォトブックの作成提案事業
人型ロボット等を組み込んだ巻線生産ロボットシステム
の構築
加工パスと工具電極の独自開発による小型レンズ部品金
型の開発
フレンチビストロの真空加工食品開発による新規市場の
開拓
デザインＣＡＤによる自動裁断（ＣＡＭ）システムの導
入による高効率裁断システムの構築
ＨＡＣＣＰ導入による和菓子の生命である餡づくり、よ
り美味しく、より生産性向上を図る。
鉄骨穴あけの高精度・短納期化実現に向けた加工プロセ
ス改善と技術習得

株式会社ＭＭパートナーズ
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
株式会社秋田銀行
秋田県商工会連合会
秋田県商工会連合会
秋田県商工会連合会
秋田県商工会連合会
株式会社北都銀行
増田考邦
秋田商工会議所
株式会社秋田銀行
田中克己
秋田県商工会連合会

