
平成24年度　採択事業者一覧　　※平成24年度採択時の申請内容で掲載しています。

№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関

1 株式会社セイシンハイテック リサイクル炭素繊維を用いたチップマウンター用スライダーの開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

2 株式会社コーア 複雑形状部品における短納期化を可能とする切削加工試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

3 株式会社カロリアジャパン 近赤外線分光法による下水汚泥の熱量及び水分量測定装置の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

4 三沢エンジニアリング株式会社 民間航空機向け位置検出角度センサーの試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

5 株式会社光城精工 医用コンセントタップの開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

6 株式会社合食 ジュール加熱と冷凍・乾燥を利用した新食感の水産乾燥品の開発 八戸商工会議所

7 株式会社テクニカル 視覚障害者の自立を実現する残存視力の有効活用メガネの試作と評価 青森銀行

8 有限会社ビット・テック 燃料電池スタック搭載小型移動体電源の試作開発・商品化 （公財）21あおもり産業総合支援センター

9 日本砿研株式会社 省エネルギー・低コスト固液分離技術を活用した連続粘土鉱物精製システムの開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

10 中村弘前株式会社 切削加工技術の向上による、デザイン性の高い遊具の開発事業～家族の絆アミューズメントパークの提案 みちのく銀行

11 株式会社ワーロック 電解メッキ方法の成膜の安定性向上とその管理システムの構築 （公財）21あおもり産業総合支援センター

12 青森エンジニアリング株式会社 原子力発電所施設向け溶接技術の高度化と排水処理装置の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

13 エクトム株式会社 偏肉厚形状樹脂形成に用いる高精度な金型の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

14 旭光通信システム株式会社 IP音声呼出電話機の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

15 東和電機工業株式会社 非破壊型魚脂肪等光測定計の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

16 多摩川モバイル電装株式会社 制振制御サーボシステムの開発 小林幹夫公認会計士税理士事務所

17 ダイヘン青森株式会社 高性能・高品質なヒューズの試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

18 株式会社橘機工 加工ノウハウのデータベース化による生産プロセス強化 近田雄一税理士事務所

19 日本パルスモーター株式会社 直動運動型ステッピングモータ（リニアステップ）の超高精度制御化計画 （公財）21あおもり産業総合支援センター

20 大泉開発株式会社 完全分割化した採熱井による地下水循環融雪装置の試作開発 みちのく銀行

21 株式会社和山ネットワーク研究所 通信機能付ホームタンク用油量計の研究開発とそれを用いた新サービスの検討 （公財）21あおもり産業総合支援センター

22 東北建機工業株式会社 太陽電池アレイ設置用架台の一貫生産施工体制確立のための設備投資 小林幹夫公認会計士税理士事務所

23 八戸製氷冷蔵株式会社 地域資源を活かした清涼飲料商品展開事業 （公財）21あおもり産業総合支援センター

24 有限会社forte 双方向骨伝導音声ガイドシステムの試作開発 青森商工会議所

25 株式会社長谷川鉄工 自動化設備の導入により「品質向上」と「短納期化」を図り、新機能の開発・付加で新規取引先をゲット!! 青森銀行

26 株式会社ソルテック 射出成形技術の導入による微細化・高精度化に応える金型の製作 青森銀行

27 有限会社美豊 最新鋭CNC旋盤の導入により、高付加価値化を目指す生産体制の確立 （公財）21あおもり産業総合支援センター

28 かねさ株式会社 多様なニーズに対応するための顆粒味噌製造方法の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

29 株式会社中屋敷建設 異型押出成形加工を可能とする炭素繊維強化PET樹脂の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

30 有限会社石川工機 「医療・光学関連部品」のマシニング加工による微細・高面品位・深彫り加工法及び治具の試作開発 青い森信用金庫

31 株式会社ピーシーブランド 小型製品用高機能表面塗装システムの試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

32 三浦建設工業株式会社 規格外鉄骨製品の生産性と品質向上の為の開先加工自動化事業 （公財）21あおもり産業総合支援センター

33 青森エコサイクル産業協同組合 ホタテ貝殻と活性炭を用いた、VOC等吸着剤の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

34 丸八鐵工建設株式会社 自動化推進で、受注競争力をUP!～最新溶接ロボットによる納期短縮と高品質安定化～ （公財）21あおもり産業総合支援センター

35 大青工業株式会社 冷涼な外気を活用した農産物貯蔵用外気補完ユニットの試作・フィールド試験 青森銀行

36 株式会社増子製作所 マイクロ流路チップ製造用高精度金型製作の設備導入と試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

37 株式会社ヒロタ 外注工程の自社化で「納期短縮」「低価格」のワンストップサービスの実現 （公財）21あおもり産業総合支援センター

38 有限会社アップルウェザー 複合型環境センシング端末の試作開発と太陽光発電発電量予測システムの構築 （公財）21あおもり産業総合支援センター

39 有限会社松野鉄工所 ステンレス製等高真空用部品の溶接技術の高度化と試作開発 佐々木徳先税理士事務所
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№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関

40 有限会社サンニサン プレスブレーキ導入による金属薄板製缶品製造能力の拡大 青森銀行

41 八戸酒造株式会社 濃醇極甘口低アルコール発泡清酒の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

42 株式会社ANOVA 静電容量型タッチパネル用配線補助電極膜形成工程の生産性向上 （公財）21あおもり産業総合支援センター

43 株式会社ワールドコミュニケーションズ パソコン制御によるパソコンやテレビ等のHDMI映像切替機の試作開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

44 佐々木総業株式会社 発酵工程を高精度化するための生産ラインの確立及び有機肥料の試作開発 南郷商工会

45 有限会社ツカサ製作所 医療機械部品における新素材の加工技術の確立及び試作加工 （公財）21あおもり産業総合支援センター

46 青森環境開発株式会社 緊急誘導・スマートソーラー街路灯の試作開発 青森商工会議所

47 株式会社佐々木鉄工ベンディング 免震ベースプレートの高精度化と低コスト化の両立による民間普及用免震システムの試作開発 青森銀行

48 ハード工業有限会社 HVAF溶射装置の適正燃焼と皮膜の高品質化を実現する流量制御技術の確立 商工組合中央金庫

49 シャラン インスツルメンツ株式会社 脆弱な結晶の精密特殊加工体制の確立 朝日ビジネスサービス

50 株式会社清藤木工 生活スタイル提案型「和イス」の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

51 株式会社むつ家電特機 ホタテ貝耳吊り養殖用新穴あけ機の研究開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

52 有限会社三建プロジェクト パネルソー設置による木工製品生産能力の拡大 八戸商工会議所

53 有限会社名川製作所 表面実装関連設備導入によるプリント基板製作プロセス改善 近田雄一税理士事務所

54 並木精密宝石株式会社 医療内視鏡用中空型マイクロ超音波アクチュエータの開発 みちのく銀行

55 株式会社永木精機 自動検査・ハンドリング装置導入によるアースモールの生産性・品質向上 （公財）21あおもり産業総合支援センター

56 山田板金工業株式会社 大型鋼製煙突の内製化と新ロール加工技術の開発及び高精度化事業 嶋谷税務会計事務所

57 株式会社遠山工業　 金属プレス加工法による厚板材の効率的な大量生産技術の開発 （公財）21あおもり産業総合支援センター

P.06

※■平成24年度補正事例集掲載企業
　詳しくは、青森県ものづくり地域事務局（TEL017-763-5205若しくは718-3951）までお問い合わせください。
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平成25年度　採択事業者一覧　　※平成25年度採択時の申請内容で掲載しています。

№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関
1 北日本機械金属株式会社 耐震補強工事用「摩擦ダンパー」生産における部品加工能力の強化 商工組合中央金庫

2 カネショウ株式会社 手軽に摂取できる携帯型“黒りんご酢”スティックタイプ開発事業 商工組合中央金庫

3 北日本産業株式会社 高効率圧縮梱包機の導入による生産能力向上と国内・海外市場の拡大 近田雄一税理士事務所

4 合同会社マルカネ 新たな冷却技術の活用による、中食市場向けの食品の試作開発 八戸商工会議所

5 有限会社北神エンジニア 3次元CAD/CAM等導入による取引先ニーズに合わせた加工部品の試作開発・量産加工一貫体制の確立 みちのく銀行

6 五戸水産株式会社 ジェットオーブン導入によるジェット噴射加熱を活用した高品質水産加工品の開発 商工組合中央金庫

7 有限会社大道鐵工所 水産加工業界向け魚類の自動整列供給機の開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

8 株式会社コーア 医療用特殊針における精密・複雑形状部品の切削加工及び表面処理試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

9 株式会社ＳＩＮＭＥＩ 鉄骨材受注の短納期対応と切削精度の高度化 商工組合中央金庫

10 青森アップルジュウス株式会社 食品メーカーの需要拡大に対応するための高温殺菌装置及び充填機の導入 商工組合中央金庫

11 株式会社西田酒造店 純米酒･吟醸酒の商品開発 三上公認会計士税理士事務所

12 株式会社今井産業 波型木質新素材「ｅ・Ｗｏｏｄ＋」の生産性向上の整備事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

13 三沢エンジニアリング株式会社 航空・宇宙産業用高分解能角度センサーの製造設備の導入と試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

14 有限会社マルイチ水産八戸 ブリ・ワラサ加工の自動化設備導入による生産性向上・高付加価値化の実現 八戸商工会議所

15 カミテック株式会社 内視鏡用処置具部品製造に使用する金属超微粒子の生産性の向上 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

16 株式会社ノザワ RPFの高性能化及び低コスト化によるリサイクル促進事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

17 偕行産業株式会社 環境に配慮した航空機部品精密加工に対応した設備投資 第十六銀行　大垣共立銀行

18 有限会社八戸十全物産 新たな珍味菓子の製造設備及び技術を導入した地域資源を活用した新製品づくり 八戸商工会議所

19 株式会社テクトリー 新型加工機導入による医療機器部品の複雑形状、高精度、難削材加工の実現 近田雄一税理士事務所

20 エポックインターナショナル株式会社 省力化設備の導入及びブライダルインナーの開発・海外販路開拓 八戸商工会議所

21 倉橋建設株式会社 内外一体型断熱型枠＜DAN工法＞の開発 青森商工会議所

22 株式会社リーファ 愛犬家のための犬と共生できる住宅の提案と販売 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

23 有限会社マルゲン水産 販路先ニーズに応える新選別技術の導入及び効率的製造ラインの構築事業 八戸商工会議所

24 株式会社オオトリテクニカ 高精度な表面あらさの製造が可能な医療分析装置用部品の金型の試作・開発 （株）中央総合研究所

25 株式会社カネマ成田商店 薄型畳製造に掛かる設備投資 青森銀行

26 有限会社二唐刃物鍛造所 弘前発ブランドプロジェクト　包丁「国内トップブランド」立ち上げ事業 弘前商工会議所

27 アンデス電気株式会社 最新マシニングセンタ導入による高速・高精度・高品質製品の生産体制の確立 三上公認会計士税理士事務所

28 トヨタカローラ八戸株式会社 自動車産業における再生廃油を活用した省エネルギー化事業 青森銀行

29 武輪水産株式会社 市場ニーズに即した商品力強化を目的とするしめ鯖真空包装機の導入 八戸商工会議所

30 有限会社柏崎青果 青森県産長芋を原料とする国内外販路対応商品の開発事業 商工組合中央金庫

31 ぜんぎょれん八戸食品株式会社 安全安心・高品質な水産加工品を製造するための検査・包装工程の高度化 八戸商工会議所

32 株式会社トップレディ 自動化設備導入による高級婦人礼服の縫製加工の短納期化事業 東京東信用金庫

33 勝又金属工業株式会社 新規事業の防雪柵加工をロール成形機利用により生産性向上と流通の合理化を目指す 商工組合中央金庫

34 サンライズ産業株式会社 ディーゼル車排出ＮＯｘ分解触媒用尿素水の高品質化事業 商工組合中央金庫

35 三浦醸造 板粕成型機の開発による高品質板粕の製造 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

36 有限会社目黒精工製作所 ＮＣ複合加工旋盤導入による生産性向上と短納期・高精度加工への対応力強化。 青森銀行

37 北日本鍍金株式会社 メッキ用膜厚計導入による品質保証能力向上と市場拡大 商工組合中央金庫

38 白銀鉄建工業株式会社 狭開先自動加工による鉄骨製品の品質向上・生産能力拡大事業 佐々木毅税理士事務所

39 旭光通信システム株式会社 プレス・レーザー複合マシンの導入による厚板ステンレス加工の実現 誠和コンサルティング

40 エクトム株式会社 金属粉末射出成形（ＭＩＭ）による自動車用過給機部品の試作開発 五所川原商工会議所

41 株式会社八戸マリン商会 ＦＲＰ強化プラスチックの製品小型化応用の事業化 青い森信用金庫

42 千陽工業有限会社 パイプベンダー更新による舶用配管製作の高度化と市場拡大 三八城税理士法人

43 株式会社サイバープロジェクト 木質バイオマス及び石炭の水分量と発熱量の非破壊測定装置の試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

44 大蔵工業株式会社 回転陽極Ｘ線管用部品「ＣＹ－７３６４－４」の生産プロセス改善による競争力強化 商工組合中央金庫

45 三浦建設工業株式会社 耐震構造建築物の品質安定化と生産力ＵＰを両立した自動測長機能付ＣＮＣ制御形鋼切断機導入 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

46 株式会社ユーメリアファクトリーパーク 高速高精度切断機導入による短納期化とコスト削減 大塩直子税理士事務所
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№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関
47 有限会社後村建具工場 家具建具の生産能力及び製品価値向上を図る技術の習得及び標準化 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

48 株式会社ベジフルエイト 国産野菜を主体とした安心・安全で、お手軽なカット野菜の製造、販売 青森銀行

49 株式会社浅利研究所 ハイブリッド型溶接機導入による機械製作の合理化と新規分野への進出 八戸経営会計事務所

50 むつアサノコンクリート株式会社 スラッジ水（生コン汚泥水）完全再利用、コスト削減計画 みちのく銀行

51 株式会社ミナミ 自動化ロボット及び付帯設備導入による車載センサ分野への新規参入 八戸商工会議所

52 株式会社ブンメー 溶接ロボット導入によるユニットハウス製造のフレキシビリティ向上 宮下宗久公認会計士・税理士事務所

53 有限会社マルタマ横道商店 「ウニ」「アワビ」の新商品開発に向けた新たな高度化技術の導入 八戸商工会議所

54 有限会社静岡屋 削り節製造のライン化による生産性向上と新規商品の試作開発 八戸商工会議所

55 株式会社共同電算センター 「業務効率化支援システム」の試作品作成計画 八戸商工会議所

56 並木精密宝石株式会社 自動車・ＦＡ機器用無給電回転ロック機構一体モータの開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

57 株式会社永木精機 放射性廃棄物収納容器等の製作高度化事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

58 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 南郷青果ブランドの構築による顧客数の拡大と顧客単価の向上 近田雄一税理士事務所

59 株式会社きれいや 着物の洗い張りの自動化設備を導入し、コストの削減、生産能力の増強を図り、納期の短縮を実現し、販路の拡大を図る。 近田雄一税理士事務所

60 株式会社アステックコーポレーション東北 発泡スチロールを使用した両面型枠断熱材での省エネ住宅市場獲得のための試作開発 みちのく銀行

61 青森エンジニアリング株式会社 形鋼用バンドソー加工装置の導入と材料加工技術の高度化 青森銀行

62 有限会社クドウ電子 試作プロセス改良による先端医療部品の高品質・低コスト製造技術の確立 （一社）首都圏産業活性化協会

63 花万食品株式会社 イカの未活用部分を素材とした、柔らかな食感・長期保存可能な新商品開発 三八城税理士法人

64 青森エコサイクル産業協同組合 自動車塗装用ＶＯＣ吸着剤の高性能化・商品化に関する試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

65 株式会社野舘産業 船舶艤装品用等、多種多様なシート加工に対する高精度・溶着強度向上の実現 八戸商工会議所

66 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック 自然エネルギーを利用した省電力遠隔モニタリングシステムの試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

67 株式会社はとや製菓 凍結乾燥法による高品質即席食品の試作開発と自動包装機器の導入 商工組合中央金庫

68 有限会社清水鉄工所 ＣＮＣ旋盤、ＣＡＤ／ＣＡＭ等の導入による加工製品の高精度化と製造工程のワンストップ化の実現 八戸商工会議所

69 美保野グリーン牧場株式会社 地域の農畜産物を利用したソーセージの製造 近田雄一税理士事務所

70 かねご製餡株式会社 新規設備導入による食品安全マネージメントシステムの高度化と商品開発 八戸商工会議所

71 六花酒造株式会社 青森県産素材・嶽きみを活用したリキュールの製造 弘前商工会議所

72 有限会社十字堂 パネルソー及びカッティングマシン導入による看板等制作技術の高度化 税理士石川大輔事務所

73 日本砿研株式会社 地域未利用バイオ資源の高品質化設備の導入と飼料用原材料の試作開発 小野寺税理士事務所

74 株式会社冬木工業 高性能シャーリング機導入による特殊素材を利用したダクトの開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

75 株式会社八食サービスエイト 統合管理システムの導入と顧客動線分析法等による高効率的な販売力向上の確立 八戸商工会議所

76 八甲田電子株式会社 ガラス封入型サーミスタの更なる小型化の試作及び量産化計画（ＮＧＲ１サーミスタ計画） 東北銀行

77 青森県りんごジュース株式会社 青森県産トマトを活用したサラッと美味しい低粘性トマトジュースの開発事業 商工組合中央金庫

78 有限会社本田医薬情報センター これから訪れるセルフメディケーション時代にむけた調剤薬局のシステム構築と医療体制崩壊を防ぐシステム構築 近田雄一税理士事務所

79 島倉水産株式会社 食品包装ラインへの自動化・ＩＴ機器導入による製品別個体管理事業 八戸商工会議所

80 株式会社サン・コンピュータ 自治体小規模システム向け業務支援パッケージの開発 商工組合中央金庫

81 株式会社昭和ドレストワダ研究社 積層式自動裁断機（ＣＡＭ）の導入により、作業のスピード化・製品の均一化・短納期化と雇用の拡大の実現 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

82 株式会社ヨコサワ 三次元測定機の導入と航空機エンジン整備用台車の試作開発 青森銀行

83 株式会社カロリアジャパン 人工知能を搭載した携帯型食品成分検査装置の試作開発 髙岡和人税理士事務所

84 株式会社青和食品 最新の水耕栽培技術を駆使した安心・安全が明白な差別化商品作り 商工組合中央金庫

85 株式会社サンライズ・エー・イー 高齢者施設向け新統合システムの商品化開発事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

86 青森ファッション株式会社 小ロット・多品種・高難易度・短納期生産強化のための高速自動裁断機導入により生産技術の高度化と雇用拡大 海津市商工会・大垣共立銀行

87 有限会社榊隆三商店 消費者及び販売先ニーズである安全・安心な高鮮度水産物流通を図るための高度計量技術の導入及び効率的運搬ラインの構築事業 八戸商工会議所

88 協同組合サンロード青森 スマートフォンを利用した来店ポイントシステムによる会員顧客の増加と利便性向上 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

89 広和計装株式会社 産業用動力回転装置等軸受け部振動計測監視システム試作開発 税理士法人つばさ会計

90 第一建材工業株式会社 鉄骨溶接ロボット導入により女性も働ける環境を整備し人材の確保と生産能力を向上させる 青い森信用金庫

91 株式会社ＫＯＷＡ 電解法による海藻類アルギン酸の効率的な抽出・精製技術の試作開発 髙岡和人税理士事務所

P.12

P.14

※■平成24年度補正事例集掲載企業
　■平成25年度補正事例集掲載企業
　詳しくは、青森県ものづくり地域事務局（TEL017-763-5205若しくは718-3951）までお問い合わせください。
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平成26年度　採択事業者一覧　　※平成26年度採択時の申請内容で掲載しています。

№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関

1 有限会社名川製作所 クリームハンダによる電子部品実装の技術開発 近田雄一税理士事務所

2 十和田ミート株式会社 青森県産熟成肉（ドライエイジング）商品の開発と、販売在庫管理体制の確立 商工組合中央金庫

3 株式会社長谷川鉄工 大型門型クレーンの設置による生産効率改善と新分野進出 青森銀行

4 有限会社井村商会 電気代１／２～１／３が可能と思われる面状系融雪装置の試作開発 みちのく銀行

5 株式会社南山デイリーサービス １軒当たりの単価ＵＰを目指したワントゥワンマーケティングの構築 八戸商工会議所

6 株式会社竹精機 高精度測定器の導入による半導体製造機械製作の生産性と精度の向上 西武信用金庫

7 有限会社柏崎青果 世界へ羽ばたく「青森の黒にんにく」ブランド化事業 青森銀行

8 千陽工業有限会社 配管部品の穴開け作業の自動化による生産能力拡大と精度向上 三八城税理士法人

9 中里デンタルクリニック 歯科用ＣＴ診断システムおよび滅菌システムの導入による高度診療体制の構築 岩手銀行

10 有限会社大下ブロック工業所 新型プラント導入による、生産合理化及び高品質製品製造体制の確立 岩手銀行

11 エクトム株式会社 金属粉末射出成形法による航空機ジェットエンジン部品の試作開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

12 株式会社新和技研 「切粉の付着、きず、打痕」レスで超高品質な切削加工の後プロセス開発 青森銀行

13 株式会社コーア 抗菌性と耐久性に優れた高機能性複合めっき技術の開発 商工組合中央金庫

14 有限会社ヤマハチアップル 県産りんご輸出拡大の為の【スピーディー化】に伴う業務の効率改革事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

15 株式会社ピーシーブランド 微細部品の保持治具の試作開発と組立技術の確立による事業拡大 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

16 株式会社岡﨑屋 革新的な循環対流式「黒にんにく製造設備」の試作と機能性の向上による販路拡大事業 近田雄一税理士事務所

17 ぜんぎょれん八戸食品株式会社 加工・販売原料の高鮮度化、製品積み作業の省力化を目指す製造ラインの構築 八戸商工会議所

18 株式会社中村建設工業 低コスト・高効率を実現する重機駆動システムの開発 東京中央経営株式会社

19 有限会社カワサキ機工 高機能溶接ロボットの導入による生産性と品質の向上 おいらせ町商工会

20 有限会社アラコウ水産 「陸奥湾産ホタテの未利用部位等を活用した商品の生産性向上及び新市場開拓」 平内町商工会

21 坂本ボーリング有限会社 ＮＣフライス盤の導入によるボーリング技術を活用した事業拡大 青い森信用金庫

22 多摩川精機株式会社 鉄道車両の予防保全のための慣性計測装置データを用いたクラウド実証実験 青い森信用金庫

23 アイカーボン株式会社 電気分解法によるリサイクル炭素繊維の製造 八戸商工会議所

24 株式会社ピュアソン 洗剤を使わない環境に優しい革新的洗浄方法の事業化 株式会社エイチ・エーエル

25 株式会社ダイカツ シートを熱溶着する際の品質安定化と製造のスピード化に貢献する機械化事業 八戸商工会議所

26 株式会社木村鉄工所 ３Ｄ－ＣＡＤ導入による鉄骨製作図面作成工程の高度化 みちのく銀行

27 有限会社小関麺興商事 異物検査装置の導入による麺類製品の品質管理の効率化事業 髙岡和人税理士事務所

28 並木精密宝石株式会社 ＦＡ用予圧自動調整機構付き加工スピンドルモータの開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

29 株式会社ユーメリアファクトリーパーク 高精度両頭フライス盤導入による生産能力拡大と顧客ニーズ対応 大塩直子税理士事務所

30 株式会社浅利研究所 新型ＣＮＣ旋盤導入による機械製作時間短縮及び大型部材加工の可能化 税理士法人八戸経営会計事務所

31 中栄コンクリート工業株式会社 コンクリート構造物のクラック自動抽出システムの導入による差別化市場への参入 八戸商工会議所

32 東和電機工業株式会社 長波長近赤外分光器による高精度果実成分測定器の開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

33 有限会社チョウエイ セリサイト主原料の室内建築用仕上塗材の高品質化設備の導入と調製技術の開発 髙岡和人税理士事務所

34 かねこ歯科医院 口腔内治療の地域需要を満たすためインプラントＣＡＤ／ＣＡＭ化推進事業 青森銀行

35 有限会社フォルテ 高騒音下でもクリアな音声を集音できる技術を活用した音声通話システムの開発 青森銀行

36 株式会社コンシス ワンストップで提供可能な飲食店向け独自多言語メニュー作成システムの開発 弘前商工会議所

37 有限会社ループ 焼成炉におけるバーナー燃焼能力改善システム装置の設置事業 青森銀行

38 東北建機工業株式会社 鉄骨専用ＣＡＤ導入による鉄構構造物製作の競争力向上 秋田銀行

39 株式会社サイバープロジェクト 顔表情の特徴を用いた音楽自動生成システムの開発 髙岡和人税理士事務所

P.24

P.22

P.34
P.36

P.32

P.28

P.30

P.18
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№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関

40 株式会社西田酒造店 新規生酒の開発とサーマルタンクの導入 三上公認会計士事務所

41 アンデス電気株式会社 高性能ハイブリッド型光触媒フィルターの開発 商工組合中央金庫

42 株式会社中長印刷 オンデマンド印刷機導入による高品質・低価格の印刷製品の製作 八戸商工会議所

43 北日本産業株式会社 マルチアリゲーターシャーの導入による金属屑リサイクルの高度化と生産性向上 近田雄一税理士事務所

44 有限会社川崎板金工業 折曲機導入による金属屋根・外壁製作の生産性向上と新事業進出 近田雄一税理士事務所

45 有限会社フレッシュみちのく 病院・高齢者施設の入所者向け私物洗濯の個別管理システムの構築 青森銀行

46 有限会社サンマモルワイナリー 貴腐ワイン様ブドウ酒の開発と成分分析装置の導入による品質の高度化 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

47 協同組合八食センター 来客数計測システムの導入と顧客・店舗分析等による経営力強化事業 商工組合中央金庫

48 株式会社ニチバクオックス 生産性向上・製造プロセス見直しに向けた延反機、スチーム付放反機の導入 青い森信用金庫

49 合同会社デンタルサポート ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を利用した高精密で安価、かつ高衛生の補綴物を短納期で生産する地域初の先進技工所事業 若杉公認会計士事務所

50 有限会社渡辺水産 異物除去ラインの生産性向上と検品作業の省人化による、異物ゼロ製品の量産化 みちのく銀行

51 青森つばめプロパン販売株式会社 ガス発電機導入によるインフラ機能向上、環境負荷低減及び市場拡大 商工組合中央金庫

52 株式会社白神フードサービス 水産物量産加工海外輸出事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

53 株式会社八戸灯油配送センター 消費者に応える注文窓口と受注機会ロスの解消及びマーケット拡大 商工組合中央金庫

54 株式会社光建自動車整備 再生エネルギーを熱源とした自動車蓄熱乾燥室の試作開発 秋田銀行

55 株式会社カロリアジャパン 非破壊的な食品の異物混入検査装置の試作開発 小野寺税理士事務所

56 有限会社八食市場寿司 販売管理システムの導入による効率的な店舗経営と経営判断力の強化事業 商工組合中央金庫

57 株式会社ヤザキコーポレーション 寒冷地の鉄筋コンクリート道路橋の健全性を計測分析する技術と修復材の開発 髙岡和人税理士事務所

58 株式会社田中紙工 設備更新による製本事業の生産性と収益性の改善 青い森信用金庫

59 有限会社堀内縫製 自動裁断機（ＣＡＭ）導入による品質向上と付加価値のある服作り 大久保輝彦税理士事務所

60 株式会社ライケット 新型精米機導入による品質・作業効率の向上及び顧客ニーズへの対応 八戸商工会議所

61 株式会社湊鉄工業 建築鉄骨製造に「どこでも誰でも自動で溶接」を実現させる最新溶接設備導入事業 青森銀行

62 株式会社キョウワソーイング 高性能コンピュータミシンの導入による縫製業の生産性向上の取組み 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

63 株式会社大平写真部 スマートフォンの写真需要獲得と大型写真プリンター導入による高級仕上げの写真内製化 八戸商工会議所

64 株式会社兼建興業 日本初：土木工事で発生する未活用自然石再利用砕石杭工法の確立 東奥信用金庫

65 株式会社グランフォート 生産性及び顧客満足度の向上を実現する企画型ウエディングの確立 青い森信用金庫

66 有限会社久保工務店 新たな高機能乾燥木材を採用した青森県産材一戸建て住宅の建築 八戸商工会議所

67 有限会社マルイチ水産八戸 青森県産ほっき貝の新商品開発に係る製造設備導入計画 八戸商工会議所

68 青森県板金工業組合 大型物件の納期短縮による競争力向上 嶋谷税務会計事務所

69 合同会社マルカネ 鯖寿司専門店向けの焼きさば製造ライン構築 八戸商工会議所

70 株式会社大伸管工業所 配管加工・溶接の自動ロボット化 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

71 株式会社ミナミ 機械加工設備導入による新製品及び電気機械器具製作用治工具等の内製化 八戸商工会議所

72 株式会社成商クリーンサービス 発泡スチロール溶融機導入によるリサイクル事業への参入 八戸商工会議所
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平成27年度　採択事業者一覧　　※平成27年度採択時の申請内容で掲載しています。

№ 申請者名 事業計画名 認定支援機関

1 株式会社こがわ 地元産品の高付加価値化につながる 小ロット・多品種な紙器通販事業 商工組合中央金庫

2 有限会社プリンス光学 最新研磨装置機の導入による、高性能監視カメラ・交換レンズ向け特殊レンズ研磨技術の確立 青森銀行

3 株式会社北彩屋 冷凍技術の高度化によるボトルネック解消と海峡サーモンの未利用部位活用事業 みちのく銀行

4 三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業協同組合 使用済み太陽光発電パネル最適処理プロセスを構築 三八城税理士法人

5 丸八鐵工建設株式会社 超高速ドリルマシン＋ＣＮＣ切断機導入とネットワークによる管理手法 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

6 太洋舎商事株式会社 紫外線照射と高温蒸気の殺菌効果による衣料等への衛生管理の提供 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

7 株式会社今井産業 デザインパッケ―ジが繋ぐ！ ものづくりと小売業の協同ブランド化事業 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

8 株式会社舘山 菓子・食品原料の製造プロセスの改善による多様な顧客ニーズへの対応 商工組合中央金庫

9 株式会社ムツミテクニカ 測定と加工技術の融合による超精密金型パーツの開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

10 ろいやるファクトリー株式会社 微生物培養装置等の導入による製パン体験着地型観光商品の開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

11 有限会社マルイチ水産八戸 水産物加工の加工設備導入による生産プロセス改善事業 八戸商工会議所

12 空街カード協同組合 高齢者の見守り・安否確認・「元気　声掛けポイントサービス」構築事業 三沢市商工会

13 株式会社味の海翁堂 可食プリンター導入による「動画が見られるプリントせんべい」の生産能力向上と新サービスの提供 八戸商工会議所

14 島倉水産株式会社 最新真空包装機器導入による多魚種の真空パック開発事業 商工組合中央金庫

15 十武建設株式会社 攪拌機械導入によるパーク（樹皮）を使用した舗装材料の製造開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

16 株式会社キャスティールート ITミシンの導入による顧客ニーズへの対応と生産性の向上 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

17 三富産業株式会社 イカ自動カット機を利用した高付加価値製品の開発 商工組合中央金庫

18 有限会社鈴木鉄工所 マシニングセンター導入による真空装置部品の生産性向上 青い森信用金庫

19 鳩正宗株式会社 規格外イチゴの果汁化及びリキュールの開発 商工組合中央金庫

20 有限会社ツルヤ 安全、衛生的で環境負荷を低減させる次世代型のクリーニングの提供 青森銀行

21 株式会社大山建工 「かんな盤」導入による木材加工の生産性向上 商工組合中央金庫

22 有限会社ジュエリーかまた オーダーメイド・ジュエリーを増産するための設備導入 みちのく銀行

23 有限会社松野鉄工所 回転工具機能付き立形ＣＮＣ旋盤装置の導入による真空装置部品の増産と高効率生産システムの構築 佐々木德先税理士事務所

24 有限会社秋田商店 急速冷凍装置及び氷感庫の導入による商品開発と品質改善 税理士田中久義事務所

25 株式会社オフィス弁慶 新ブランド「船上活〆真ダラ」の刺身燻製販売プロジェクト 八戸商工会議所

26 株式会社エイジ・リードカンパニー 高齢者食や介護食に最適な「やわらか食」の製造プロセスの改善 青森銀行

27 株式会社佐々木鉄工ベンディング 大型焼付乾燥炉導入による耐候性獲得と曲げ加工のデザイン化によるＡＳＥＡＮ進出事業 青森銀行

28 かねご製餡株式会社 日本で初となる糖質制限和菓子の開発 商工組合中央金庫

29 偕行産業株式会社 次世代航空機の革新的な生産技術の確立に繋がる機体骨格精密フレーム加工技術開発事業 五所川原商工会議所

30 有限会社チョウエイ 住環境データ集録システムの導入による蓄熱式床暖房の省エネルギー管理技術の開発 小野寺税理士事務所

31 株式会社サイバープロジェクト ＨＩＬＳシステムの導入による近赤外分光測定装置の高効率生産システムの開発 小野寺税理士事務所

32 株式会社技研 大型ＢＯＸの設計計算・図面の自動化による生産性向上に向けた設備導入 みちのく銀行

33 有限会社二階堂 トンネル窯などの導入による焼成工程の技術を活用した生産性向上 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

34 ヤマエイフーズ株式会社 生産設備増強による出荷品質の競争力強化と健康志向加工肉の開発 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

35 萩原乳業株式会社 新充填機及び金属探知器の導入によるはっ酵乳（ヨーグルト）の生産効率と品質の向上 マエサワ税理士法人

36 株式会社東京ドレス 培った技術と最新機械の融合で認定工場の名に恥じないジャパンブランドの品質向上 青森銀行

37 タムラファーム株式会社 最新式選果機導入による生産性の向上と自社ブランド強化 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

38 ブナコ株式会社 高精度切削加工システム導入による海外販路開拓と地域活性化 みちのく銀行

39 株式会社おかしのオクムラ 自動包装機械の導入による生産性向上と販路拡大 黒石商工会議所

40 バイコードリンクＢ・Ｓ ヤマブドウを活用した新商品の開発と搾汁設備等の導入 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

41 株式会社ユーメリアファクトリーパーク 高精度研削機導入による自動化と生産効率向上・コスト削減・顧客ニーズ対応 大塩直子税理士事務所

42 北日本産業株式会社 選別工程の改善による雑がみ類リサイクル事業と製紙原料の高付加価値化 （公財）２１あおもり産業総合支援センター

43 株式会社テクトリー 最新ワイヤーカット放電加工機導入による革新的な加工能力の獲得 青い森信用金庫
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