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支援事例集
2011▶2014

1995年からの支援ノウハウの蓄積で、
東北地域の企業の“Innovation for Growth”をサポートした
成果の一例をご紹介します。 



　東日本大震災の翌月の2011年４月に、東経連ビジ
ネスセンターの設立総会を開催しました。震災直後に
東北の産学官＋金融の協力を得て、イノベーションに
よる創造的な産業復興を目指す、実戦組織を設立でき
たことは、大変意義深いことであったと思います。
　しかしながら、超高齢・人口減少社会の進展が震災
復興に追い打ちをかけています。東北７県の人口は
2013年時点で1,143万人ですが、2040年には、
865万人になると予想されています。東北が将来に亘
り活力を維持するには、これまでの延長線上ではなく、
“イノベーション創出による新たな雇用の場を生み出す”
アクションが重要です。
　当センターの４年間の支援事業を通じて、「買おう！東
北運動」関連だけでも12億円を超える売上を支援する
ことができました。この成果を生み出すエンジンとなっ
たのが、100名を超える支援専門家ネットワークです。
このネットワークは、活動を通じて支援専門家同士がお
互いの専門性に敬意を払う信頼関係の上に立つチーム
に進化しています。これは東北のイノベーション創出の
ための重要な資産になっていると感じています。
　2020年に向けて、東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催、国際リニアコライダーの誘致等、東北に大
きなチャンスが到来しています。当センターの5年間の
活動期間は2016年3月に終了しますが、このチャンス
を活かし、超高齢・人口減少社会到来という危機を打
破するため、新しい体制作りが必須です。引き続き、
倍旧のご支援とご鞭撻をお願い申し上げます。

東経連ビジネスセンター
４年間活動総括と今後の課題

東経連ビジネスセンター
会長

宇部　文雄
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ニッチな市場で飛躍
支援事例ピックアップ

株式会社大武・ルート工業
〒021-0902 岩手県一関市萩荘字金ヶ崎 27
TEL. 0191-24-3144　FAX . 0191-24-3145
URL. http://www.ohtake-root.co.jp/

MPC

一関市で、電子機器メーカーなどの
生産ラインに欠かせない「自動ネジ供給
機」を 製 造 する、大 武・ル ート工 業。
1995年に自動ネジ供給機の販売を開
始したが、2008年のリーマンショック
以降売上が大幅に減少。高い技術を持
ちながら、なかなか売上の低迷から抜
け出せずにおり、さらに海外の模造品
対策も必要な状況であった。

支援前の課題や状況

まず現状分析により今後の戦略を再構築
し、営業体制や販売網の見直しに着手。ま
た、機種別の売上分析や、代理店別粗利
分析を行い、「どの商流でも同一価格で購入
できる」を前提とした価格の見直しを実施し
た。
　また、過去の帳票を元に、売れている客
先と機種をリストアップ。それに基づき仮想
客先とその販売方法を決定し、地理的条件

支援の内容

以上の支援の結果、25年度は7億2
千万円の売り上げとなった（前年度比
120％、売上1億2千万円増）。さらに、
モーターや金属部品、梱包資材などの
仕入先の見直しにより30％のコストダ
ウンを達成。カタログ、WEBサイトリ
ニューアルにより問い合わせ件数も増
加するとともに、業界や国別ニーズが
把握できるようになった。

支援の成果

ならびに営業人員の制約から直販はしない
こととした。

ブランディング面では、自社ブランドの強
化、および海外対策で「OHTAKE」の企業
ブランドを立上げた。機種別カタログの作
成、WEBサイトのリニューアル、展示会出
展のサポートを行い、ブランドを強化した。

さらに、納期や品質管理体制指導、原価低
減のための仕入れ先の見直しなども行った。

代表取締役
太田　義武さん

セールス強化とブランディングで
世界へ販路を拡大

主に、「セールス」「ブランド強化」「ホーム
ページ・ツール制作」を重点的に支援しまし
た。打ち合わせを重ね、「高い技術力」とニッ
チではあるが確実な「ニーズ」を持ちながら、

「営業」に課題があることがわかり、その部分を解決すれ
ば伸びていくと感じました。営業体制と販路の再構築、海
外向けを含め顧客に価値を伝えられるツール制作、ブラ
ンド強化を図った結果、数字で見える成果が出て非常に
嬉しく思っています。今後もその技術力を活かした製品を
世界に提供し続けて欲しいです。

支援
ポイント

セールス支援チーム・ディレクター　下村　豊
（株式会社CSプランナー 代表取締役）

東経連ビジネスセンターの支援により、セールス支援のアドバイスをいた
だきながら、ブランド強化やホームページの改善を行いました。その結果、
企業認知度が高まり、国内だけでなく海外からも引き合いが増加しました。
海外の商談会にも参加し、世界中に販路を拡大しております。

売上約1億2千万円増（年）
出荷台数は17,941台から22,625台へ
13名新規雇用
商標出願7ヶ国・意匠出願5ヶ国

支援の成果
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新技術を生かしてフラッグシップを

100%地粉の無添加生そば
全国展開ブランディング
株式会社川喜
〒026-0053　岩手県釜石市定内町３丁目 12-18
TEL. 0193-23-7485　FAX . 0193-23-1055
URL. http://www.kawakinomen.com/

MPC

代表取締役会長
川端　實さん

釜石市でそばの製麺を営む川喜。東
日本大震災を機に、川喜の原点「そば
屋の味をご家庭で」をコンセプトにした
商品開発に着手。JST復興促進プログラ
ムにより岩手大学との共同研究を実施
し、保存料無添加で10日間冷蔵日持ち
する生そば製造の技術「粉体殺菌製法」
を確立。川喜の顔となる商品の開発と
全国への展開を目指していた。

支援前の課題や状況

まず、自家栽培のそばに、つなぎの小麦
も県産を使った100%岩手の地粉レシピを
開発。さらに、ターゲットを探るため市場調
査を実施。その結果、食生活関心度やいい
もの志向の高い主婦で、そばを百貨店や高
級スーパーなどで日常的に購入し食べてい
る層をターゲットに設定。また、ターゲット
とバイヤーの両面にフィットするネーミング
として「いわて南部地粉そば」を考案した。

支援の内容

2015年2月のスーパーマーケット・
トレードショーなどの展示会に積極的に
出展。現在「いわて南部地粉そば」の取
引先数は12社、計53店舗にのぼる。
また、岩手県ふるさと食品コンクールの
食品部門・最優秀賞（東北農政局賞）、
いわて特産品コンクールの食品部門・
岩手県知事賞を受賞している。

支援の成果

販路開拓には“無添加”“地粉”のプレミア
ム感を伝えるパッケージやリーフレットなど
の展示会ツールが必須となる。東経連ビジ
ネスセンターの連携協定先「仙台印刷工業
団地協同組合」の制作物のコンペティション

「FLightマーケティング実践セッション」を
実施。戦略に最もマッチした1社を選定し、
販路拡大のためのツール制作を行った。

新商品開発のきっかけは、試食販売で親子連れ
が話した「このおそば美味しいけどお酒くさいね」
の一言。真面目に本物を造るという企業姿勢と、
科学技術に裏付けられたイノベーションがダブルエ

ンジンとなって課題を解決した好例です。しかし、ここまでは“製
品”価値=モノの差別化の話。これを、売れる“商品”価値=コ
トの差別化として伝えるために、総勢50名の制作コンペにそ
ば持参で臨み、「いわて南部地粉そば」がデビューしました。会
長が茹で、工場長が食べさせ、社長が説明する川喜の現場主
義により、質実を伴ったブランドの基盤ができました。

支援
ポイント

マーケティング支援チーム・ディレクター　笠間　建
（コミューナ・トランスレーション・デザイン有限責任事業組合 共同代表）

東経連支援チームの支援により、マーケティング、ネーミング、パッケージ
など、我々だけでは解決しがたい課題を一つひとつ解決していきました。現
在は販路が53店舗に拡大し、売上も順調に伸びております。

いわて南部地粉そば9,600箱出荷
売上高11％増（年）
12社、計53店舗に新製品を納入
2名新規雇用
高級スーパー 10件販路拡大
岩手県ふるさと食品コンクール最優秀賞
いわて特産品コンクール岩手県知事賞

支援の成果

支援事例ピックアップ
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OEMメーカーから自社製品を

“100%秋田”の新商品による
自社ブランド開発
株式会社四季菜
〒010-1101　秋田県秋田市太平八田字和岱 58-1
TEL. 018-838-2570　FAX . 018-838-2988
URL. http://www.akita-shikisai.com/

MPC

営業本部
ＭＤグループ・
マネージャー
松島　郁子さん

高級スーパーのPBや航空会社の機
内食など、質の高いOEMメーカーとし
て全国大手企業から定評のある四季菜。
秋田県産の素材にこだわり、特に米粉
を活用した商品開発など、地域資源の
高付加価値化に努めていた。他方で高
い製造能力を持ちながらフラッグシップ
商品がなく、自社ブランドでの全国展開
を模索していた。

支援前の課題や状況

OEM商品ではなく自社フラッグシップの
一番打者としてマーケットへ切り込むために
は、「最適な商品は何か」という商品設計、

「特徴づける最良な原料は何か」という素材
設計が必要となる。

商品開発の“定石”から出た答えは、当
時トレンドになりつつあった「ダクワーズ」
を、四季菜ならではの「米粉」で作るとい
うもの。型入れ成型による量産が可能で、

支援の内容

100%※秋田産の無添加常温スイーツ
「淡雪ころん」が完成。あきたこまち米粉×
県産卵白×自社無農薬栽培果実を使用し
た、日持ち常温60日の商品。秋田空港に
て先行限定発売、以降、市内物産館や都
内アンテナショップで展開。また、バレンタ
インパッケージを開発し限定発売を行った。
支援により、売上が120万円増となり、現
在、販路が4件拡大、新規に2名を採用。

（※=砂糖以外）

支援の成果

コストも抑えられる。
しかしマーケティングの視点から見ると、

流行になりつつあるダクワーズや、各地に
溢れる米粉をウリにした菓子に差別性はな
い。リサーチで導かれたのは「大人女子へ
の秋田発新みやげ」。商品・素材だけでは
なく、添加物・日持ち・大きさ・パッケージ、
そしてネーミングと、女子感性をクリアする
付加価値開発を支援した。

“機械化量産による効率&原価のメリット”
と、“他社でも作りがちな同質化のデメリット”
を比較し、出した結論は“手づくり限定生産す
るバリュー効果のメリット”でした。なぜなら、

本商品は「一番打者」だからです。
無添加常温×日持ちという、相反する条件をクリアす

るため、配合・食感・大きさなど、幾度も試作改良に取
り組んだ男性パティシエの「ものづくり力」と、初の自社フ
ラッグシップを「女子感性」で貫いた女性営業企画担当者
の社内コラボが、新ブランド誕生の原動力となりました。

支援
ポイント

マーケティング支援チーム・ナビゲーター　岡部　彩子
（ブレイントラスト アンド カンパニー株式会社　クリエイティブデザイナー）

新商品開発やパッケージデザインなどの支援により、あきたこまちの米粉と
秋田県産の卵白で作った「淡雪ころん」が完成しました。新たな販路として秋
田空港や東北自動車道のSAに納品しておりますので、皆さまどうぞお試しく
ださい。

淡雪ころん 1,000個出荷

東北自動車道SAなど販路4件拡大
2名新規雇用

秋田県特産品コンクール秋田県知事賞

支援の成果

支援事例ピックアップ
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代表取締役社長 
竹内　秀明さん

自社チーズ製品を全国展開に向けて

コトづくりとモノづくりで
リブランディング
株式会社佐渡乳業
〒952-1211　新潟県佐渡市中興 122-1
TEL. 0259-63-3151　FAX . 0259-63-3152
URL. http://sadonyugyo.com/

MPC

新潟県佐渡市の佐渡乳業。島内から
毎朝集められる新鮮な牛乳で造られる
乳製品、特にバターの品質は、フラン
ス産エシレバター、国内産カルピスバ
ターと並び一流料理人から評価が高い。
これらの商品の全国展開を目指してい
たが、パッケージの統一性や、営業・
販売ツールなどが未整備であることが課
題であった。

支援前の課題や状況

佐渡市民の宝～朱鷺そして金山。地産地
消のブランドシンボルとして親和性が高い
が、全国展開に向けては“島外の人”が感
じる佐渡の魅力が重要となる。フィールド
ワークをすると、東京23区の1.5倍の広大
な面積に14の牧場、肥沃な田園、丘陵に
点在する果樹園、小麦畑、ワイナリーなど、
まるでヨーロッパのような佐渡。これらの魅
力をリブランドのストーリーに設定した。

支援の内容

農場ナチュラルチーズ（全6種）シリー
ズブランドが完成。
「 A l l  J a p a n  N a t u r a l  C h e e s e  

Contest 2013」にて農場クリームチー
ズが金賞を、「FOODEX JAPAN CHEESE 
GRANDPRIX 2015」にて農場モッツァ
レラチーズと農場ゴーダチーズが金賞
を、それぞれ受賞した。

支援の成果

また、首都圏でのリサーチの結果、ター
ゲットが想う佐渡のモチーフは、初夏に咲
き誇る「甘草」。

これら“佐渡の自然の恵みを可視化する
コトづくり”と、“酪農家とチーズ職人という
二つのモノづくり”を、ネーミング、パッケー
ジ、リーフレット、ムービーとして実体化さ
せるビジュアルブランディングの支援を行っ
た。

佐渡市民や佐渡に訪れた人が買うチーズか
ら、島外の都市生活者が買うチーズになるため
のクオリティ =基本価値は充分にありました。全
島350頭から毎朝搾られるHACCP型生産管理

認証を受けたクリーンミルク。その中でもチーズに適した
20頭の生乳だけを使用したチーズは「食べれば納得」の品
質です。そのストーリーと“温暖で広大な田園・丘陵の佐渡”
を、ブランド=付加価値として可視化させるために、アイデ
ンティティを創っていった女性チーズ職人達の参画が、「食べ
る前から買いたい」チーズに変身させたキーファクトです。

支援
ポイント

マーケティング支援チーム・プロデューサー　大志田　典明
（ブレイントラスト アンド カンパニー株式会社　代表取締役社長）

東経連ビジネスセンターのマーケティング・知的財産事業化支援事業の採
択を受け支援をいただきました。パッケージデザインの一新で既存商品のブ
ランド価値を高め、プロモーションビデオの作成など販促ツール作成、商品
開発に繋がるアドバイスも受け、感謝しています。有難うございました。

農場ナチュラルチーズ3,200個出荷 
売上高440万円増
島内市場から、島外・県外へ販路拡大
All Japan Natural Cheese Contest2013 金賞
FOODEX JAPAN CHEESE GRANDPRIX 2015 金賞（2商品） 

出荷268個・37万円増（月）

島内主流から島外・県内・県外へと販路拡大
All Japan Natural Cheese Contest2013 金賞受賞

foodex　Japan Cheese Grandprix 2015 金賞（二品目で受賞）

支援の成果

支援事例ピックアップ
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津軽藩から続く刀鍛冶の家系、二唐
刃物鍛造所。従来の包丁の鍛造事業か
ら別事業にシフトし成長してきたもの
の、原点である本打ちの包丁事業を継
承・成長させたい、という課題を抱えて
いた。地元で長く愛されており大きな価
格改定も難しく、海外展示会にも何度
か参加するものの成果に結びついてい
なかった。

伝統の技術を世界へ

海外向けの新商品開発と
販路を開拓
有限会社二唐刃物鍛造所
〒036-8245　青森県弘前市金属町４-１
TEL. 0172-88-2881　FAX . 0172-88-2882
URL. http://www.nigara.jp/

支援前の課題や状況

まず、地元向けの商品展開とは別に、海
外向けの新商品の企画から販売までをプラ
ンニング。世界的なシェフ数名に、包丁の
形や切れ味などの使用感、刃物の扱いに
関するヒアリング調査を実施した。その結
果「プロのシェフも認める鋼の切れ味のよ
さ」が商品の強みとして浮かび上がったが、
和食以外のシェフにとっては包丁のニーズ
が少ないことも判明したため、さらにマク

支援の内容

二唐刃物の技術を生かした、本打ち
の鋼に黒檀の柄の蛸引き包丁とステン
レスに黒檀の柄のペティナイフの2本
セットのラグジュアリ包丁が完成。さら
に海外展示会用のイメージ素材や英文
の販促ツール、ウェブサイトを制作した。
技術的な限界を乗り越えた経験、商品
企画ノウハウの蓄積などの間接的な成
果もあった。

支援の成果

ロ調査を実施。
和食ブームのオーストラリアやアメリカで

は、男性ホームシェフの間で本打ちの鋼の
包丁を手入れしながら使う人が多いという
ことがわかり、ビジネスで成功している男
性ホームシェフをターゲットに設定。商品企
画・パッケージ・販促ツール、およびウェ
ブサイトでの販売ページの立ち上げ支援を
行った。

MPC

新しい市場への挑戦だったため、早い段階
で仮説→修正を繰り返すようにしました。ご本
人や地元の方々からすると「あたりまえ」の技
術が外から見ると高い価値を持つことがあり

ます。支援期間中、あえてヨソモノの視点で見るようにし、
歴史的な正当性や継承されている本打ちの技術、何十年
も研ぎながら使い続けられるホンモノであることをブラン
ディングの主軸に据えました。

次世代に何としても継承して頂きたい技術、心から応
援しております。

支援
ポイント

マーケティング支援チーム・ディレクター　大塚　玲奈
（株式会社エコトワザ 代表取締役）

代表取締役
吉澤　俊寿さん

伝統の技術を世界へ

海外向けの新商品開発と販路を開拓

海外向け新ブランドの戦略支援を受け、素晴らしい高級和包丁をデビュー
させることができました。また、東経連ビジネスセンター様の後押しで販売
ルートが確保できたことに加え、支援を通じて人の繋がりができ感謝申し上
げます。

いわて南部地粉蕎麦2000個出荷
半期で売上高140万円増
2名新規雇用
高級スーパー 10件販路拡大
岩手県ふるさと食品コンクール最優秀賞
いわて特産品コンクール岩手県知事賞

「Sashimi」
「Bento」
を使用した
国内外シェフの
評価

まるで刀。
カッコいい！

普段使っている
包丁と切れ味が
格段に違う！

支援事例ピックアップ
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東日本大震災で失われた酒をふたたび

連携支援と新酵母開発シーズで
酒蔵が復活
株式会社鈴木酒造店
〒993-0015　山形県長井市四ツ谷1-2-21
TEL. 0238-88-2224　FAX . 0238-88-3503
URL. http://www.iw-kotobuki.co.jp/

Alliance

浪江町で江戸時代から酒造業を営む鈴
木酒造店。「磐城壽」は浪江の漁師たちが
大漁を壽くための酒として名付けられ、長
く地元に愛されてきた。しかし、東日本大
震災により酒蔵を全て失い、さらに原子
力発電所事故により浪江町からの避難を
余儀なくされた。一度諦めかけた酒造り
だが、避難所の人々からの励ましと、「震
災前に分析用として預かった酒母があ

る」という連絡が、福島県ハイテクプラ
ザ会津若松技術支援センター（ハイテク
会津）からあり、再び酒造りを決意。

東経連ビジネスセンターのアライアン
ス助成事業の復興枠に採択され、鈴木
酒造店が微生物分離、小仕込み試験と
実規模試験を実施、ハイテク会津が微
生物の選抜試験、酵母特性の把握を実
施することになった。

支援前の課題や状況

組成等の評価により選抜を繰り返し、最
終的に１株を決定。この酵母で試験醸
造を行い、香味再現試験の結果「磐城
壽」が復活した。その後、福島・山形の
試験場の仲介で、山形県長井市の酒造
会社を買い取ることができ「鈴木酒造 長
井蔵」として本格的に醸造を再開。現在、
置賜地域の酒造場や飲食店などと連携
し、地域の活性化に取り組んでいる。

酒母には、酒蔵それぞれ独特の酵母
や乳酸菌が含まれている。今回は、預かっ
ていた酒母から酵母を分離選択し「磐城
壽」の香味を再現することになった。ハ
イテク会津では「うつくしま夢酵母」や

「うつくしま煌酵母」などの新酵母を開発
したシーズがある。酒母からまず60の
菌株を分離し、さらにアルコール耐性や
発酵力、酸・アミノ酸生成量、香気成分

支援後の内容

専務取締役
鈴木　大介さん

ハイテク会津から鈴木酒造店の話を伺い、
ハイテク会津の酵母開発のシーズと鈴木酒造
店の技術から復興は可能と考えました。避難
先の米沢市からハイテク会津での酵母分離や

南会津町の酒造場での香味試験、さらに本格的生産に向
けての酒造場探しなど、かなりの苦労があったと思います
が、鈴木さんの熱意と情熱、努力、ハイテク会津の全面
的協力体制、山形県の支援により短期間で復興ができた
ものと思います。今後は故郷である浪江町で再開できるこ
とを期待しております。

支援
ポイント

事業化コーディネーター　磯　明夫
（公益財団法人 福島県産業振興センター　コーディネーター）

酒蔵の歴史そのものである酵母を、分離選抜できたことは大変意義高く、
しっかりと郷土の味を繋げて参る所存です。同様に被災した立場でありなが
ら、私どもに心寄り添い円滑に事業を支援して下さった東経連ビジネスセン
ターの皆様に厚く御礼申し上げます。

A
lliance

地酒「磐城壽」と
酒蔵

「鈴木酒造店」が
復活

いわきことぶき

きらめき

ことぶ

福島県
ハイテクプラザ

㈱鈴木酒造店 微生物分離、小仕込み試験、
実規模試験

微生物選抜試験、
酵母特性把握

支援事例ピックアップ

1514



八戸の鯖ずしをいつでも美味しく

大豆発酵素材で品質向上
新たな市場創出も
株式会社ディメール
〒031-0071　青森県八戸市沼館一丁目10番46号
TEL. 0178-45-4900　FAX . 0178-41-2811
URL. http://de-mer.com/

Alliance

八戸市の水産加工品メーカー、ディ
メール。主に八戸前沖さばを原料とし
た、しめ鯖、冷燻製、鯖寿司、焼き鯖
寿司などを製造販売している。2008年、
八戸前沖さばや大間のまぐろ、海峡サー
モンなど地元産魚介類と、下北地方の
低アミロース米「ゆきのはな」を使った

「冷凍押し寿司」が農商工連携事業1号
に認定。解凍しても作りたての寿司と変

支援前の課題や状況

わらない味が人気を呼び、インターネッ
トを中心に売り上げが伸び、農林水産
大臣賞を受賞するなど高い評価を受け
ていた。しかし、流通過程や購入後の
保管時の温度変化により、米飯の硬化
などが発生。そのため、想定外の温度
変化や再冷凍にも耐え、美味しさを維
持できる「大豆発酵素材」の添加による
課題解決に期待が寄せられていた。

そこで、リニューアル商品として「クレ
マール」を米飯に添加した「八戸鯖の棒
寿司」と「八戸鯖の浜焼棒寿司」の個食
サイズの商品を新たに開発・製造。

顧客からは「いつ食べても美味しい」
「肉厚の鯖と酢飯のバランスがよい」と
いった声をいただくなど、以前より品質
の評価が向上し、売上高の増加にも貢
献している。

東北大学大学院農学研究科の藤井智
幸教授の協力の下、共同開発者である

「有限会社こむぎ工房」の提供する大豆
発酵素材「クレマール」を用いて、添加
量の最適化や品質保持の研究が行われ
た。およそ１年間にわたり再冷凍時の
品質保持に対する影響評価が行われた
結果、官能検査により品質劣化への抑
制効果が認められた。

支援後の内容

代表取締役社長
神子澤　忠二さん

ディメールが製造する「冷凍押し寿司」は、粘り
気が強く、冷凍すると甘みが増す青森県産の低ア
ミロース米を使用した、同社独自の技術に基づく
製品です。

今回の支援事業により品質向上の見通しが立ったことから、
海外市場をも見据えた販路拡大が可能となりました。

今後、再冷凍可能な米飯製造技術の確立により、各地の特
産食材を使った冷凍押し寿司の市場拡大のほか、食品加工の
OEM生産の展開が見込まれます。また、米飯冷凍技術のノ
ウハウの販売といった、新たな市場創出の可能性も期待され
るところです。

支援
ポイント

事業化コーディネーター　髙橋　俊行
（弘前大学八戸サテライト 客員教授）

この度の東経連ビジネスセンターの「産学連携・アライアンス支援事業」の
支援により専門家のアドバイスを受け、商品の品質向上に繋げることができ
ました。また、会社にとってのPR効果も大きく、様々な支援の輪が広がった
ことも会社にとっての財産となり感謝しております。

A
lliance

品質向上
と

売上高の増加東北大学
（藤井智幸教授）

㈱ディメール
㈲こむぎ工房 条件検討、試作、応用展開

基礎データ取得、評価、
メカニズムの解明

支援事例ピックアップ
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技術と素材の融合

新たなニーズを捉えた
不燃透明材を開発
株式会社宮城化成
〒987-2304　宮城県栗原市一迫北沢半金沢15-4
TEL. 0228-52-3931　FAX . 0228-52-3933
URL. http://www.miyagi-kasei.co.jp/

Alliance

代表取締役
小山　昭彦さん

　1987年創業、主にFRP（繊維強化プ
ラスチック）製品の製造・販売を行う宮
城化成。
　2004年12月に国土交通省が火災対
策制度の改正を行い、鉄道車両の天井
部分に使用される材料の防火基準が見
直された。改正後は、耐燃焼性及び耐
溶融滴下性が強く求められるようになっ
たが、電照カバー類に関しては、透明性、

不燃性、安全性を併せ持った素材が存
在しないことから、従来から使用されて
いるアクリルやポリカーボネート類が使
用されている。
　このような状況を踏まえ、産業技術総
合研究所（産総研）東北センターが開発
した「クレースト（粘土膜）」の特性である
不燃性、ガスバリア性、透明性と、宮城
化成が持つFRPの特性、成形技術を融

合させ、新たなニーズである、光透過性、
不燃性、軽量性に優れた新規複合材「不
燃透明材」を開発することとなった。

支援前の課題や状況 の低減化を開発計画に掲げた。
　これら開発計画に対する研究成果とし
ては、FRPとクレースト間の密着性を高
める基本構成の確立、全光線透過率を
70％まで向上、樹脂含有率の2/3まで
の低減、気泡の低減に成功。その後、
鉄道車両用材料としての不燃認定を取
得することができた。

　開発にあたっては、①クレーストコー
ティング層 の 最 適 化②全 光 線 透 過 率
85％以上③樹脂含有量の低減化④気泡

支援後の内容

　産総研東北センターが開発したクレーストを、宮城化
成のFRPに適用して新たなニーズである不燃透明材に対
応していくことを狙いとした技術開発を行ない、鉄道車
両用の材料として不燃認定を取得することができました。

　その後、セールスチームの支援を受け、用途やユーザーの絞り込
みを行なった結果、受注にこぎつけることができました。また、技術
資料の充実やユーザーと情報交換する際に留意すべきことなどを明
確にし、さらに知財権、契約などにも注意を払っています（独占的実
施権が欲しいというユーザーもいました）。商品のネーミングも決まり、
今後は、安定した品質、納期、コストも含め製造面でやるべきことを
確認しながらユーザーのニーズに応えていくことが重要です。これか
らがメーカーの技術力が問われていくところです。

支援
ポイント

事業化コーディネーター　佐々木　伸一
（仙台高等専門学校 知財コーディネーター）

今回は、当社と産総研が共同で開発を進めてきました不燃透明材に関して
助成を受けました。助成金を活用し、開発品の基礎的な部分（不燃性や光透
過性）の研究を行い目標の性能に近づけていくことができました。お陰様で
鉄道車両用の「車材燃試」で不燃の認定を取得でき、特許も登録できました。
現在は商品化を目指して頑張っています。

A
lliance

不燃透明材の
開発

㈱宮城化成

産総研
東北センター

クレースト（粘土膜）
（不燃性、ガスバリア性、透明性）

ＦＲＰ、成形技術

支援事例ピックアップ
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中国の半導体業界は発展しつつある
が、未成熟な部分も多いため、海外の
先進的な技術と製品へのニーズが高い。
半導体設備メーカーも同様のニーズを
持っており、半導体製造装置用のセラ
ミック部品を製造している日本セラテッ
クは、本格的な中国市場への進出を目
指していた。

市場の特徴やリスクを乗り越え
スムーズな中国進出
株式会社日本セラテック
〒981-3292　宮城県仙台市泉区明通 3-24-1
TEL. 022-378-9231　FAX . 022-378-9236
URL. http://www.ceratech.co.jp/

支援前の状況

日本セラテックが中国市場に進出する
にあたって、市場や顧客などのマーケ
ティングリサーチや、プライシングのア
ドバイス、専門展示会への出展、情報
提供、カスタマーフォロー、販売戦略の
策定などを支援。日中で異なる文化や
商習慣の橋渡しなども行った。その結
果、半導体製造装置メーカーなどとの
商談が成立。現在も取引が継続してお
り、売上が1億～1億5千万円となる見
込み。

支援の内容・成果

Global

専門性の高い支援ノウハウで
日中企業をマッチング
有限会社塚原製作所
〒969-4406　福島県耶麻郡西会津町野沢字浦道添甲 86
TEL. 0241-48-1461　FAX . 0241-48-1462
URL. http://www.tsukahara-ss.co.jp/

海外半導体業界のニーズを捉える Global 先進金型技術を中国へ

中国無錫地区の大手部品メーカー
Impro社から、グローバル市場での競
争力アップのため、日本の先進金型技
術を持つメーカーを紹介して欲しいとの
依頼が東経連ビジネスセンターにあっ
た。

支援前の状況

会津産業ネットワークフォーラムを通
じてJUKI会津から、高度なロストワック
ス技術を持つ塚原製作所を紹介。上海
の胡コーディネーターが、契約書の翻
訳を含めビジネス上の諸手続きを、技
術打ち合わせ時には、無錫の蘇コーディ
ネーターが通訳を担当した結果、商談
が成立。また、商談成立後、金型輸出
時の税関業務は平野コーディネーター
が全面的に支援を行った。その後も、
複数回の注文が来ている。

支援の内容・成果

取締役副社長
和田　千春さん

代表取締役
塚原　慶一さん

中国市場は独特の特徴とリスクがあり、いかに乗
り越えるかがポイントです。そのためには、市場に
直接参入するのではなく、中国のローカル商社に相
談するのが望ましいでしょう。商社のネットワークで

市場に迅速に進出でき、代金回収リスクも減少します。

支援
ポイント

グローバル・ビジネス支援チーム ディレクター　張　戩
（SHANGHAI LONBOOM LIMITED 総経理）

2011年12月に初めて訪中してから3年半ほど経ちましたが、東経連ビジ
ネスセンターコーディネーターで上海LBM社長の張氏のご協力を得ながら、
中国の企業とのビジネスが順調に進んでいます。

海 外 と の 取 引 に 限 ら ず で す が、企 業 同 士
Win-Winの関係を保てるようにする配慮が必要で
す。また、そのビジネスの分野の専門性を持った通
訳の存在が欠かせません。税関業務などもサポート

できる支援体制が必要です。

支援
ポイント

グローバル・ビジネス支援チーム プロデューサー　鈴木　耐三

東経連ビジネスセンター支援専門家をはじめ職員の方々の熱意有る対応で
スムーズな取引が出来ました。海外との取引にあたって、とても参考になり
ました。

中国の
半導体製造装置メーカーなど

との

商談成立
支援の成果

Impro社との

商談成立
800万円
を売り上げ

支援の成果

支援事例ピックアップ 支援事例ピックアップ
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　2011年3月11日の東日本大震災では、予想を超える強い地震と巨大津波の襲来で、
2万3千人を超える死者・行方不明者が出る等、東北の太平洋沿岸を中心に甚大な被害
をもたらしました。こうした中、全国各地だけではなく世界各地から暖かい支援を差し伸
べて頂き、深く感謝申し上げます。

　甚大な被害をもたらした東日本大震災からの復興には、5年あるいは10年の年月が必
要とも言われています。世界中から頂いたご支援に報いるためには、東北地域が自らの力
で経済復興を遂げることが基本です。そのためにも、義援金等による復興に加え、製品・
商品の販売を通じて、ビジネスを実践していくことが私たちの再起動の力の源になります。

　このため、東北経済連合会は、全国の経済団体等にBUY東北運動を呼びかけるととも
に、東経連ビジネスセンターにて、東北の地域産品等のWebショップのポータル・リンク・
サイト「復興支援リンク 買おう!東北」を立ち上げました。

　ぜひ東北の地域産品をご購入頂き、東北の復興支援にご協力いただければと存じます。

　東北の商品を扱うショッピングサイト集です。東北の地域産直品のお買い物はリンク先サイトよりお
願い致します。

東北のショッピングサイト

県別ショッピングサイト（例：宮城県）

青葉亭 阿部平かまぼこ店 一ノ蔵 大沼製菓 株式会社角星

仙台伝統の「牛たん」を
継承。味覚の追求に励
んでいます。

宮城塩釜にある手づくり
かまぼこの老舗。

伝統の技と心を大切に
手づくりの酒を販売。

天然素材を使用した体
に優しい和菓子を販売。

気仙沼の酒蔵。
新鮮な魚介類と良く合
います。

『東北いいネット』は、消費者が参加するショッピングサイトではなく、メーカー
様と流通業(問屋・小売業)のバイヤーが直接やり取りをするB to Bのサイトです。

このサイトのメリットは、以下の3点です。
①登録する際に、事前にセールスチームから写真や商品名や表示などについての
指導を受けることができ、希望すれば東経連ビジネスセンターのMPC支援など
が受けることが可能になる、つまり支援の登竜門になっている点。

②流通業(小売業・問屋)のバイヤーと直接商談・販売が出来る点。

③バイヤー側から見ると県別・商品別の検索が出来ることにより、展示会や催事を
開催しやすくなる点。

ぜひ、このサイトに商品を登録して、販路拡大を図ってください。

支援
ポイント

セールス支援チーム・プロデューサー　大平　孝
（株式会社CDG 代表取締役）

www.tohoku-iinet.jp/

商品検索→条件提示→契約

●某大手百貨店
●某大手スーパー
●某大手食品メーカー
●各地小売店
●その他

各地域の金融機関、行政、
商工会議所等からメーカー
の紹介を受けています。

メーカーの紹介
紹介したメーカーの
状況をタイムリーに
把握

サンプルの提出・PR・提案→
商談→契約

全国の
バイヤー

支援機関

消費者
東北6県・
新潟県の
メーカー

●東経連ビジネスセンター支援

●マーケティング支援　●セールス支援　●産学・産学官連携支援　●セミナー
●新事業開発・アライアンス支援　●商品のブラッシュアップ　●個別相談会
●展示商談会　●Webサイト「買おう！東北」への出展

●専門家チームによる支援（外部機関）

●起業・創業相談・アドバイス　●セミナー、交流会
●デザイン支援　●マーケティング支援　●模擬出展　●催事出展

登録メーカー様への支援体制

復興支援リンク 買おう！東北
東北の地域産品等のWebショップポータル・リンク・サイト

東北いいネット
東北の地域産品だけを取扱うバイヤーとメーカーのマッチングサイト
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　製品・技術を業界ごとにバリューチェーンに分解展示したＢtoＢビジネスマッチングサイ
トです。2015年3月末現在約500社が登録しています。

　地元企業ネットワークを持つ有力なコーディネーター、Linkersが構築する圧倒的な企
業ネットワーク、多面的・段階的かつ厳正な評価基準を基に、「公にされていない、本当
に信頼できる情報」でこれまで見つからなかった“最適なサプライヤー＆パートナー”を見
つけるものです。

eEXPO＆Linkers
eEXPO とは Linkers とは

製造業B to Bマッチングサイト

リンカーズ

提供サービス

●自社の分かりやすいPRページが持てる
●200以上の業界に登録してアピールできる
●自社の技術・製品・サービスなどを他社から推薦（評価）してもらえる
●業界に向けたニュースを発信・閲覧できる

大手企業からは、1年間に100件を超える発注が寄せられた。

東北では、2015年3月末現在、６社７案件が受注し、

合計の受注額は約４億円となっている。

LED 建設 機械加工 照明 産業機械 医療 航空機 セキュリティ 自動車 介護 燃料電池

既存業界だけでなく

更にバリューチェーン単位で出展できる！

新規業界にも出展eEXPOに
出展

自社

加速器業界のバリューチェーン

通信設備 電力設備 ・・・ ・・・・・・ ・・・ 液体He設備 冷却水設備

バリューチェーンカテゴリー1

有線用通信機 通信システム ・・・ ・・・・・・ ・・・ 光ケーブル 無線用通信機

業界を俯瞰し、製品・技術をピンポイントで出展・検索できる！　だからビジネスチャンスが広がる！

バリューチェーンカテゴリー2

探している製品・技術が
ピンポイントで見つかる！

アピールしたい製品・技術を
ピンポイントで出展できる！

周辺
機器 役務

ユーザー出展企業 ×

維持
管理 ・・・・・

加速器 加工
技術

主要
機器業界
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　東経連ビジネスセンターでは、国際リニアコライダー（ILC）、東北放射光施設の誘致の
動きを踏まえ、東北地域における加速器関連産業集積に向けたコーディネート活動の体制
を作ることを目的に、東北地域加速器関連産業集積コーディネーターチーム会議を発足さ
せました。東北地域企業の加速器関連産業への参入実現の支援に取り組んで参ります。

Message

　自動車産業や航空機産業が東北地域に定着しつつあります。そして今、
新たな産業としてILC及び東北放射光に期待が寄せられております。当チー
ムでは、国内外へ東北の産学官連携による現実的な活動をPRし、誘致を
加速させると共に、「現地調達によるものづくり」を強固にするためのバー
チャル共同受注体の構築を進めております。ILCや東北放射光産業による
イノベーション創出は、東北地域における将来の産業基盤となります。企
業の皆様の参入を期待しております。

森　由喜男 委員長　（東北地域加速器関連産業集積コーディネーターチーム会議）

　ILC誘致が実現すればわが国初の大型国際プロジェクトになり、それは
国際的知の拠点となります。東北地域としてそれを契機に新産業創出と次
世代育成に繋げ我が国の将来モデルとする、という強い意欲をもって取り
組みましょう。

吉岡　正和 教授　（東北大学・岩手大学客員教授、KEK名誉教授）
ITER・BA（IFMIF/EVEDA）
国際核融合材料
照射施設（六ヶ所村）

国際リニアコライダー
（北上山地）

東北放射光施設
（場所未定）

南東北
BNCT研究センター

（郡山市）

山形大学
重粒子線がん治療施設

（山形市）

東北では、ILCに加え、ITER・BA
(IFMIF/EVEDA)国際核融合材料
照射施設、東北放射光施設、山形
大学重粒子線がん治療施設、南東
北BNCT研究センターといった最
先端の加速器関連プロジェクトも
始動しています。

東北における加速器関連産業に関わる企業の動き
東経連ビジネスセンターのコーディネーターの活動により、ILCに関わる技術開
発を実施する企業を支援することとなりました。

支援テーマ ： ILC加速空洞用新規電解研磨液の開発と条件最適化（高安全性、
低コスト化）

支 援 先 ： マルイ鍍金工業㈱東北工場（青森県八戸市）、岩手大学

開 発 内 容 ： ILCに用いるニオブ製超伝導加速空洞の製造工程では、性能向上
のための表面処理に電解研磨が用いられる。ニオブの電解研磨液
には、通常、濃硫酸とフッ化水素酸の混合液が用いられるが、こ
れらは劇物で人体に有害であるとともに、安全対策のため設備の
コストアップ要因になる。これら課題を解決するため、岩手大学
の協力を得て、安全性が高くかつ設備のコストダウンが可能な新
規ニオブ電解研磨液の開発と電解研磨条件の最適化を行う。

加速器関連産業
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　東北7県（新潟県を含む）の企業を対象に新規事業の成長を支援するため、一般社団法人
東北経済連合会が域内産学官＋金融に呼びかけて設立した非営利の民間支援組織です。
1995年からの支援ノウハウの蓄積で、東北地域の企業の“Innovation for Growth”を
サポートしています。

東経連ビジネスセンターとは

スポンサー企業（五十音順）

主な支援メニュー

組織の概要 ■設　　立 ： 2011年4月※2016年3月までの5年間の活動を予定

■会　　長 ： 宇部　文雄　　　 東北経済連合会副会長

■活動資金 ：下記スポンサー企業からの拠出金
■事 務 局 ： 　　東北経済連合会内

マーケティング・知的財産事業化支援事業 (MPC)

　マーケティング、知的財産、セールス、ファイナンス分野のハイレベルな専門家がチームを組んで、技術
力の高い中堅中小ベンチャー企業の新製品・新商品・新サービスの事業化を戦略的かつ実践的に支援しま
す（原則１年間）。

産学連携・アライアンス支援事業 (alliance)

■産学連携・アライアンス支援事業
　企業と大学等とのコーディネートを通じて、東北地域の企業の競争力を強化することを目的としています。

支援の特徴 ○専門分野に精通したコーディネーターを派遣します  （無料） 。
   ○センター会員の40の大学、高専、公設試、国研の研究者や企業をご紹介します。　

■新事業開発・アライアンス助成事業
　企業が研究機関等との産学連携または産産連携で取り組む新技術の共同開発に対して100万円助成を
行い、企業の競争力強化を目指します。

支援の特徴 ○お申し込みは常時受付け。採択は年4回実施。
   ○支援決定後、速やかに50万円を概算（前）払い。残額は支援期間中の中間評価にて決定。
   ○課題解決に向け、専門分野に精通した専門家を無料で派遣。
   ○本事業との相乗効果を上げるために必要な国等の制度を紹介し、申請をサポート。　

■東北地域の車を考える会事業
　自動車メーカーに対して、企業や大学等の新技術・新工法を紹介し、東北の企業・大学等と自動車メー
カーとのマッチングを支援します。

グローバル・ビジネス支援事業 (Global)

■中国江蘇省事業
　東経連と江蘇省無錫市新区管理委員会、江蘇国際技術転移センターとの経済協力協定に基づき、中国
江蘇省の企業とのビジネス・アライアンス等の実現に向けて、パートナーの紹介や商談のサポートを行い
ます。 

■中国山東省事業
　東経連と中国国際貿易促進委員会青島市分会との経済協力協定に基づき、東北の農林水産資源を活用
したナチュラル産業の振興のため、中国の食品加工業の集積地である山東省の企業との連携を図り、ビジ
ネス・アライアンス等の実現に向けて、パートナーの紹介や商談のサポートを行います。

■台湾事業
　東経連と台湾の工業技術研究院(ITRI)との了解覚書に基づき、中国をはじめとする新興国へのゲートウ
エイとして位置付けられる台湾との連携を促進し、 ビジネス・アライアンス等の実現に向けて、パートナー
の紹介や商談のサポートを行います。

●７つの支援スキーム
マーケティング戦略立案・実行支援
市場調査の実施、販売促進計画の立案、展示会対応等

ブランディング支援
商品ブランド、会社CIの立案支援等

ホームページ・ツール支援
直販サイト構築、パンフ作成支援等

セールス戦略支援
B to Bセールス代行、直販体制整備支援等

知財戦略支援
特許・商標等の取得支援、知財の活用戦略支援

法務支援
アライアンスの契約支援等

ファイナンス支援
ベンチャーキャピタルの投資を呼び込むための資本
政策検討支援

支援費用は当センターが負担
支援チームのサポート費用を200万円まで負担

トップレベルの支援チーム
顧客・知財・販路・財務から技術まで、全国トップレベ
ルのスペシャリストによる実践的な支援

支援期間は丸一年
年度を跨いで丸1年間の支援

カスタマイズ支援
パッケージ型の支援内容ではなく、企業毎のテーマ
に応じて対応

常時お申し込みの受付

支援採択は年4回実施

●６つの特徴

【ナチュラル・イノベーション】　自然環境・風土等の地域の社会環境的な資産を背景に、地域の科学技術や産業技術等の蓄積を
活かし、イノベーションを図ること。東北経済連合会が提唱し、東経連ビジネスセンターで企業等の事例を掘り起し、支援につな
げています。

一　　般
社団法人 

一　　般
社団法人 

■アイリスオーヤマ株式会社
■株式会社青森銀行
■株式会社秋田銀行
■伊藤忠商事株式会社 東北支社
■株式会社岩手銀行
■株式会社インテリジェント・コスモス

　　　　　　　　　　　　研究機構
■株式会社 NTTドコモ 東北支社
■鹿島建設株式会社 東北支店
■カメイ株式会社
■株式会社七十七銀行
■新日鐵住金株式会社
　棒線事業部釜石製鐵所

■住友商事東北株式会社
■双日株式会社 東北支店
■株式会社第四銀行
■株式会社東芝 東北支社
■株式会社東邦銀行
■株式会社東北銀行
■東北電力株式会社
■株式会社日本政策投資銀行
　　　　　　　　　東北支店
■日本全薬工業株式会社
■株式会社バイタルネット
■東日本電信電話株式会社
　　　　　　　宮城事業部

■株式会社日立製作所 東北支社
■フィデアホールディングス株式会社
■丸紅株式会社 東北支社
■株式会社みずほ銀行 仙台営業部
■株式会社みちのく銀行
■三井物産株式会社 東北支社
■三菱重工業株式会社 東北支社
■三菱商事株式会社 東北支社
■三菱電機株式会社 東北支社
■三菱マテリアル株式会社 東北支店
■株式会社山形銀行
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 1 斎藤マシン工業株式会社
 2 有限会社フラワート
 3 株式会社四季菜
 4 株式会社味の加久の屋
 5 あおもり藍産業協同組合　
 6 齋栄織物株式会社
 7  武輪水産株式会社
 8  株式会社佐渡乳業
 9  アンデックス株式会社
 10 久慈琥珀株式会社
 11 有限会社二唐刃物鍛造所
 12 株式会社川喜
 13 農業生産法人有限会社今野醸造
 14 株式会社大武・ルート工業
 15 有限会社峰の雪酒造場
 16 マルニ食品株式会社
 17 合同会社ナチュール青森
 18 株式会社今井産業
 19 株式会社宮城化成
 20 有限会社福島路ビール
 21 株式会社杉田味噌醸造場
 22 株式会社宇喜世
 23 農業生産法人有限会社伊豆沼農産
 24 株式会社いわきチョコレート
 25 その他（1社）

支援企業一覧（2015年 3月末現在）

 1 有限会社ハード工業／東北大学金属材料研究所
 2 株式会社コンド電機／東洋システム株式会社
 3 秋田県産業技術センター／株式会社東洋ドリル
 4 大堀相馬焼協同組合／福島県ハイテクプラザ
 5 株式会社鈴木酒造店／福島県ハイテクプラザ
 6 株式会社宮城化成／産業技術総合研究所東北センター
 7 東北文化学園大学／株式会社アイワ・コーポ／
  株式会社リアルトリート／暮らしの科学研究所株式会社
 8 会津大学／玉川エンジニアリング株式会社／
  株式会社メカテック／株式会社北日本金型工業
 9 株式会社弘前機械開発／八戸工業大学
 10 株式会社カサイ／長岡技術科学大学
 11 株式会社東和／福島県ハイテクプラザ
 12 石巻自動車関連集積部会／株式会社モリス／石巻専修大学
 13 あおもり藍産業協同組合／大和科学工業株式会社／
  青森県産業技術センター工業総合研究所
 14 株式会社パルメソ／東北大学大学院工学研究科
 15 株式会社クラーロ／株式会社テクニカル
 16 株式会社さんのう／仙台高等専門学校／
  株式会社TS塗装技術研究所
 17 理研食品株式会社／宮城県産業技術総合センター
 18 株式会社コムコム／東北大学未来科学技術共同研究センター
 19 アルバック東北株式会社／八戸工業高等専門学校
 20 株式会社田村薬草農場グループ／NOSAI宮城／
  北里大学獣医学部／日本全薬工業株式会社
 21 ヤマカノ醸造株式会社／秋田県総合食品研究センター
 22 株式会社ディメール／有限会社こむぎ工房／
  東北大学大学院農学研究科
 23 有限会社オイカワデニム／宮城県産業技術総合センター
 24 神田産業株式会社／株式会社VIBE／産業技術総合研究所
 25 金升酒造株式会社／新潟薬科大学応用生命科学部
 26 株式会社日本アカモクサイエンス／小池獣医院／池田商店
 27 三和油脂株式会社／東北大学大学院農学研究科
 28 大丸カイエイ株式会社／宮城大学食産業学部
 29 株式会社エムエスデー／齋藤きのこ園／農事組合法人水鳥
 30 株式会社会津技研／日立マクセル株式会社
 31 NPO法人未来産業創造おおさき／株式会社プロスパイン／
  光電子株式会社
 32 株式会社Heptech／東北大学
 33 株式会社toor／東北大学
 34 マルイ鍍金工業株式会社／岩手大学
 35 株式会社倉元マシナリー／宮城県産業技術総合センター
 36 有限会社ハニー松本／東北大学
 37 株式会社ユニバーサルトライク／
  東北大学未来科学技術共同研究センター
 38 株式会社TESS／有限会社モミックスジャパン
 39 白神手づくり工房有限会社／秋田大学教育文化学部
 40 株式会社大武・ルート工業／東北大学多元物質科学研究所

産学連携・アライアンス支援マーケティング・知的財産事業化支援

中国江蘇省
 1 北日本電線株式会社
 2 有限会社こむぎ工房
 3 株式会社アイカムス・ラボ
 4 株式会社ユニバーサル・トライク
 5 斎藤マシン工業株式会社
 6 秋田渥美工業株式会社
 7 協和精工株式会社
 8 株式会社エツキ
 9 株式会社エスプレモ
 10 株式会社コンド電機
 11 株式会社丸栄機械製作所
 12 株式会社メカテック
 13 株式会社ミヤギタノイ
 14 有限会社塚原製作所
 15 株式会社ナノテム
 16 日本セラテック株式会社
 17 凌和電子株式会社
 18 有限会社橘機工
 19 信和エンジニアリング株式会社
 20 株式会社ツープラ技研
 21 玉川エンジニアリング株式会社
 22 株式会社タカハタ電子
 23 株式会社プロスパイン
 24 株式会社会津工場
 25 株式会社興和テック
 26 株式会社堀尾製作所
 27 株式会社ティーアンドケー
 28 株式会社管製作所
 29 アンデス電気株式会社
 30 株式会社三和電機
 31 引地精工株式会社
 32 株式会社東北パワージェクト
 33 株式会社ミナト精工
 34 株式会社サンシン
 35 JUKI会津株式会社
 36 株式会社大武・ルート工業
 37 株式会社アキタ・アダマンド
 38 株式会社東亜電化
 39 株式会社カネダイ
 40 株式会社エムエスデー
 41 株式会社JDSound

中国山東省
 1 株式会社リセルバー
 2 青葉化成株式会社
 3 株式会社北光物産
 4 株式会社角弘
 5 釜石ヒカリフーズ株式会社
 6 株式会社エムエスデー
 7 株式会社マーマ食品
 8 日東ベスト株式会社
 9 株式会社カキヤ
 10 株式会社中北電機
 11 会津富士加工株式会社
 12 カネショウ株式会社
 13 ゴールド興産株式会社
 14 鈴木工業株式会社
 15 有限会社浜口商店
 16 株式会社弘前丸魚

台湾
 1 コネクテックジャパン株式会社
 2 株式会社アリーナ
 3 株式会社フォトニックラティス
 4 株式会社釜石電機製作所
 5 有限会社サワ
 6 株式会社橘技研
 7 株式会社第一測範製作所
 8 株式会社ジャステム
 9 株式会社川喜
 10 株式会社ミナミ食品
 11 株式会社九戸村ふるさと振興公社
 12 株式会社あさ開
 13 株式会社クォーツリード
 14 株式会社エーゼット
 15 株式会社ソーリンク
 16 株式会社高橋工業
 17 東洋刃物株式会社
 18 トライポットワークス株式会社
 19 東日本パワーファスニング株式会社
 20 株式会社ピクシス
 21 株式会社菜花堂
 22 株式会社松栄堂
 23 株式会社シンテック
 24 エーピーアイ株式会社
 25 東成エレクトロビーム株式会社
  　　　郡山テクニカルセンター
 26 株式会社ラメラポーテ
 27 株式会社エツキ
 28 株式会社大武・ルート工業
 29 株式会社サンアイ精機
 30 インスペック株式会社
 31 コーア株式会社

グローバル・ビジネス支援

※上記の他に、自治体、金融機関等の進出をご支援しております。
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支援事例集
2011▶2014

1995年からの支援ノウハウの蓄積で、
東北地域の企業の“Innovation for Growth”をサポートした
成果の一例をご紹介します。 


