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
青森県採択案件一覧（50件/50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

県産カシス残渣どら焼きの半自動化＆海外ベ
ジタリアンへの販路開拓
高付加価値な抗菌めっき加工製品のための抗
2420001010433
菌性評価技術の確立

1 2902110005

青森県

株式会社お菓子のみやきん

2 2902110011

青森県

株式会社コーア

3 2902110013

青森県

有限会社二唐刄物鍛造所

5420002013878 量産化技術を活用した刃物製品開発

4 2902110014

青森県

株式会社出雲

9420001011391

5 2902110021

青森県

株式会社ソルテック

3010601017257

6 2902110022

青森県

丸八鐵工建設株式会社

4420001001934

7 2902110023

青森県

株式会社サンライン

2420001010227

8 2902110024

青森県

株式会社共同物流サービス

9420001005773

9 2902110025

青森県

有限会社しんぼり

4420002007261

10 2902110026

青森県

アダマンド並木精密宝石株式会社

7011801010758

11 2902110027

青森県

アンデス電気株式会社

4420001005563

12 2902110031

青森県

有限会社上ボシ武内製飴所

6420002001460

13 2902110035

青森県

有限会社夢・デザイン

7420002003101

14 2902110036

青森県

日本砿研株式会社

3420001009994

15 2902110038

青森県

株式会社ムツミテクニカ

1420001010137

16 2902110039

青森県

有限会社井上測企

3420002009779

17 2902110043

青森県

株式会社黄金崎不老不死温泉

2420001008493

18 2902110044

青森県

株式会社テクトリー

7420001006154

19 2902110046

青森県

エクトム株式会社

8420001007960

20 2902110047

青森県

株式会社スイーツ・ワールド

5420001015082 加熱急速冷凍カット野菜の製造・販売事業

21 2902110049

青森県

北日本造船株式会社

3420001005754

22 2902110050

青森県

北日本機械金属株式会社

6420001005751

23 2902110051

青森県

株式会社ワークス

7420001009611

24 2902110055

青森県

株式会社田中紙工

7420001007730

25 2902110058

青森県

勝又金属工業株式会社

3420001000680

26 2902110059

青森県

有限会社小笠原鉄工所

8420002006391

27 2902110062

青森県

株式会社コウナン

9420001013198

28 2902110065

青森県

凸版メディア株式会社

1420001009278

29 2902110068

青森県

株式会社サンワーズ

2420001014896

30 2902110070

青森県

株式会社むつ縫製

1420001011738

31 2902110077

青森県

有限会社酒井精密工業

5013102006116

32 2902110078

青森県

株式会社山道建設

6420001006898

33 2902110081

青森県

三浦建設工業株式会社

4420001006636

34 2902110088

青森県

有限会社静岡屋

1420002007363

35 2902110089

青森県

有限会社エム・エー・ビー

8420002010971

36 2902110095

青森県

株式会社小山内板金製作所

8420001013562

37 2902110096

青森県

伊勢屋金網工業株式会社

4180001003419

38 2902110100

青森県

株式会社環境工学

8420001009734

39 2902110102

青森県

太洋舎商事株式会社

5420001011445

40 2902110104

青森県

株式会社つがる

3420002015645

41 2902110105

青森県

株式会社柳沢ファニチャー

5420001006924

42 2902110106

青森県

寺山餅店

43 2902110107

青森県

株式会社新和技研

2420001011844

44 2902110108

青森県

旭光通信システム株式会社

2020001066078

45 2902110110

青森県

有限会社松野鉄工所

7420002017027

46 2902110111

青森県

株式会社セイシンハイテック

6420001006007

47 2902110112

青森県

公盛テック株式会社

4420001015629

48 2902110114

青森県

ＴＯＴＡＬＣＡＲＳＨＯＰＬＵＣＫＹ

49 2902110115

青森県

株式会社木村鉄工所

50 2902110117

青森県

オリジナルテクノロジー株式会社

8420001011590

３Ｄレーザースキャナー等の設備導入による
建設生産システムの効率化達成
放電加工工程のＡＩ機能を用いた生産プロセ
ス改革による金型試作事業
溶接作業における生産プロセス改善と、新技
術修得へ向けての取り組み
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による効率的なオーダー
スーツの生産体制構築
荷姿の判別機能を有するロボットの導入によ
る荷役作業の軽減と生産性向上
和の承継と地域素材との融合のための専用設
備導入と看板商品開発
エンジンシリンダ用精密測定機の光走査部品
多軸加工導入による生産確立
複合加工機導入による複雑形状加工対応によ
る高付加価値・生産性向上の取組
製造機導入による生産効率の向上とブランド
の強化で新たな販路の開拓
新素材「リボード」と「カルプ」の資材によ
る新たな事業分野への進出
Ｘ線回折装置の導入によるベントナイト製品
の品質管理技術の確立
射出成形技術の多様化に伴う新規製品の事業
化
高精度な三次元データを活用した創造的な業
務への転換、安全確保と労働時間短縮
顧客管理クラウド・顧客管理システム等導入
による外国人サービス・稼動率向上
画像寸法測定器導入による生産プロセスの革
新的改善
ＭＩＭ製法による直動案内機器に用いる転が
り保持部品の試作開発
船舶製造における競争力向上のための先端技
術導入事業
機械化による女性社員の戦力化と生産性の向
上
裁断工程の改善により生産効率の飛躍的な向
上と納期短縮の実現
新規設備導入による製本折り加工能力拡大に
よる生産性向上と受注拡大
板金切断機増設による加工工程の効率化及び
生産性向上
プレスブレーキ導入による鋼製曲げ加工品製
作の生産性向上と品質向上
当社独自の【消波ブロック底型枠横引工法】
の制御ユニット改良事業
印刷用紙の断裁システム構築による製造原価
の削減および競争力強化
県南地域の農業資源（りんご）を用いた初の
シードル生産及び事業化
ユニフォーム難素材（裁断・縫製）に対応す
る裁断技術開発と生産効率の向上
マシニングセンタ導入による切削加工の生産
性向上及び新規分野への参入
ＩＣＴ搭載建機導入による革新的サービスと
管理技術者の育成
若年層社員の教育と早期活躍を目的とする多
層盛溶接ロボット導入
和食文化の海外発信に貢献する「だし」商品
の開発を目指した製造環境改善
鉄筋加工機の多角曲げ自動化とＩＴ化による
生産性向上と品質向上計画
プレスブレーキ（折り曲げ）加工機導入によ
る生産性向上と加工技術の強化
精密加工装置の導入と寒冷地対応型門扉の試
作開発
分析装置の高機能化による分析精度向上と内
製化によるコスト削減
グラフト重合高分子吸着剤による宿泊衣料へ
の消臭抗菌サービス
設備導入による生産性向上、自社農場卵と地
域資源を活用した新商品開発による販路拡大
ＮＣルータ導入による木製建具の品質向上と
生産性向上
自動包あん機導入による生産性向上と販路拡
大
高精度画像検査装置による半導体製造装置用
精密部品の品質と生産性向上
ＵＶインク印刷機導入による競争力強化と自
社ブランド製品の高付加価値化
ＴＩＧ溶接ロボットシステムの導入による真
空装置部品の高効率生産技術の構築
大型横マシニングセンター導入による精密製
缶品の品質および生産性向上
ＣＮＣ精密旋盤の導入による効率的な精密量
産型加工システムの構築
明確な品質が見える中古車販売方法の確立

鉄骨柱大組立溶接ロボットの導入による鉄骨
製作工程の効率化による生産性向上
柄生地の裁断スピード向上と柄合わせの高精
5420001009778
度化によるボトルネック解消事業
9420001012349

認定支援機関名
株式会社青森銀行
株式会社商工組合中央金庫
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
株式会社青森銀行
株式会社青森銀行
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
八戸商工会議所
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
株式会社みちのく銀行
株式会社青森銀行
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
青森県商工会連合会
青森県商工会連合会
青い森信用金庫
五所川原商工会議所
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
八戸商工会議所
株式会社商工組合中央金庫
株式会社青森銀行
青い森信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
青い森信用金庫
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
株式会社商工組合中央金庫
株式会社青森銀行
巣鴨信用金庫
西武信用金庫
青森県商工会連合会
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
八戸商工会議所
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
株式会社青森銀行
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
株式会社みちのく銀行
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
黒石商工会議所
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
黒石商工会議所
株式会社青森銀行
税理士法人誠和コンサル
ティング
小野寺豊
近田雄一
小野寺豊
小野寺豊
株式会社みちのく銀行
株式会社みちのく銀行

