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1 2802110002 青森県 有限会社成田木工 1420002012058
公共施設の木質化施策に伴う据付家具製作におけ
る納期短縮の実現

青い森信用金庫

2 2802110003 青森県 株式会社城ヶ倉観光 2420001001110
病院及び高齢者施設における給食サービスの生産
性向上とそれを活用した新商品開発と販路拡大

みちのく銀行

3 2802110005 青森県 八戸酒造株式会社 3420001006422
高級清酒の増産、新商品開発のための原料処理装
置の導入

商工組合中央金庫

4 2802110007 青森県 株式会社増子製作所 1010701009131
ＩｏＴ・ロボット化で生産ラインを一新して売上および利
益率の改善を目指す

遠藤良二税理士事務所

5 2802110008 青森県 株式会社スパン・ライフ 3420001006001
電磁波活用による短期間かつ高品質な「青森の黒に
んにく」粉末の開発

岩手銀行

6 2802110009 青森県 ザイケ家具工芸  
大型パネルソー導入による製品の切断精度向上と製
造能力の拡大

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

7 2802110013 青森県 タムラファーム株式会社 3420001013781
自動充填ライン導入による生産性の向上と製品の安
全性確立

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

8 2802110014 青森県 有限会社カワサキ機工 1420002018138
ＮＣターンテーブル付レーザー加工機導入による生
産性と新規受注の強化

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

9 2802110017 青森県 有限会社カメラのみなみや 8420002019559
遠隔地での写真受付サービスによる、 スマートフォン
からの写真注文の獲得

みちのく銀行

10 2802110020 青森県
有限会社ユー・エス・ピーアソ
シエーション

3011502014302
卓越した洋服のパターンメイキング技術を量産加工
に生かす製造プロセスの一気通貫化

商工組合中央金庫

11 2802110021 青森県 株式会社高橋林業 2420001006919
木質チップ製造機械導入による生産性向上と販路拡
大

みちのく銀行

12 2802110027 青森県 株式会社東日流農産 2420001008667
りんごの除菌洗浄・個別包装による「安全・安心」な納
品システム確立と新サービス提供事業

青森県信用組合

13 2802110028 青森県 ブナコ株式会社 8420001009445
ブナ単板新加工技術の導入による市場競争力強化
事業

青森銀行

14 2802110029 青森県
三沢市ソーラーシステムメン
テナンス事業協同組合

2420005006840
太陽電池モジュールの分離装置の導入と高効率的な
有用金属・ガラス等のリサイクルシステムの構築

三八城税理士法人

15 2802110031 青森県 有限会社太陽印刷 2420002007610 商業用伝票印刷類製作事業の高度化 八戸商工会議所

16 2802110032 青森県 有限会社まごころ農場 3420002014259
遠赤外線とマイナスイオンの効果を用いたドライフ
ルーツの開発および販路開拓

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

17 2802110033 青森県 なんぶ農援株式会社 3420001007701 輸出向けリンゴ、梨加工品の生産 南部町商工会

18 2802110035 青森県 八戸塗料販売株式会社 3420001006455
色の悩みお助け隊スピード調色で本当に必要な色と
量の塗料を提供

八戸商工会議所

19 2802110036 青森県 株式会社リブライズ 4420002010447
『未病』が実現する社会～ライフジムで予防と健康を
日常に～

青森銀行

20 2802110038 青森県 コムラ醸造株式会社 5420001006949
混合撹拌機導入による「なんばんみそ」の生産性拡
大と増産

近田雄一税理士事務所

21 2802110039 青森県 有限会社髙野木工 8420002009741
スライドソー導入による木製什器等の生産性向上と
販売拡大

青い森信用金庫

22 2802110041 青森県 しみず食品株式会社 9420001005963 バウムクーヘンの輸出拡大事業 八戸商工会議所

23 2802110044 青森県 丸八鐵工建設株式会社 4420001001934
大型化するニーズに対応する設備の増強と、それに
伴う人材育成計画

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

24 2802110047 青森県 有限会社アート印刷 1420002010912
速乾印刷技術による校了から印刷・加工までのリード
タイムの短縮

青森銀行

25 2802110048 青森県 丸和繊維工業株式会社 4010601015409
全自動裁断設備導入によるマスカスタマイゼーション
への取り組み

滋賀銀行

26 2802110054 青森県 株式会社はとや製菓 4420001001728
凍結乾燥りんごを用いた新規氷菓の効率的な製造技
術の開発

商工組合中央金庫

27 2802110056 青森県 有限会社たむら 5420002007797
最先端加工設備導入によるマダラフィレー生産プロセ
ス改善とカマの真空化で新市場開拓

八戸商工会議所

28 2802110058 青森県 株式会社藤林商会 3420001010201
アスベスト含有仕上塗材の切削洗浄除去処理用機
械装置導入事業

公益財団法人２１あおもり産業
総合支援センター

29 2802110059 青森県 寺山餅店  
分量計測機、シール機導入による生産性向上と販路
拡大

黒石商工会議所

30 2802110063 青森県
株式会社ヤザキコーポレー
ション

7420001011328
海藻類産業廃棄物の有効利用に係る効率的製造シ
ステムの開発

髙岡和人税理士事務所
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31 2802110065 青森県 株式会社環境工学 8420001009734
リードタイムの短縮と測定分析結果の精度ＵＰで他社
との差別化

みちのく銀行

32 2802110071 青森県 エクトム株式会社 8420001007960
ＩｏＴ・ＡＩ対応５軸マシニングセンターで難削材加工技
術を開発

五所川原商工会議所

33 2802110073 青森県 株式会社ハケタ水産 1420001002316
冷凍蒸しホタテ加工の冷却処理技術の革新による品
質・生産性向上

商工組合中央金庫

34 2802110076 青森県 株式会社ワーロック 5420001010439 電気鋳造による時計文字板の開発 小野寺税理士事務所

35 2802110079 青森県 萩原乳業株式会社 2420001009335
乳成分高度分析装置導入による品質の安定及び新
製品開発

マエサワ税理士法人

36 2802110080 青森県 株式会社ひらの洋服店 6420001011485
型崩れしない自衛官ネームプレート自社開発及び販
路拡大

青森県商工会連合会

37 2802110084 青森県 株式会社橘機工 4420002009646
Ｔａｃｈｉｂａｎａ ＩＯＴの構築とそれに連動した自動化設
備の導入による競争優位性の確立

青森銀行

38 2802110092 青森県 石渡鈑金塗装所  
他社に先がけて水性塗料を導入し工賃上昇を図ると
共に、地球環境も保全する。

青い森信用金庫
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