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（受付番号順）

受付番号 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 2702110001 青森県 株式会社こがわ 1420001000906
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 2702110010 青森県 有限会社プリンス光学 8420002014171
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 2702110011 青森県 株式会社北彩屋 9420001014683
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 2702110013 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 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 2702110019 青森県 丸八鐵工建設株式会社 4420001001934
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

6 2702110026 青森県 太洋舎商事株式会社 5420001011445
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

7 2702110027 青森県 株式会社今井産業 8420001010048
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

8 2702110028 青森県 株式会社舘山 8420001001352
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 2702110031 青森県 株式会社ムツミテクニカ 1420001010137 測定と加工技術の融合による超精密金型パーツの開発
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

10 2702110041 青森県 ろいやるファクトリー株式会社 4420001010480
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

11 2702110050 青森県 有限会社マルイチ水産八戸 3420002010646
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 2702110051 青森県 空街カード協同組合 8420005005886
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 2702110052 青森県 株式会社味の海翁堂 1420001005533
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 2702110053 青森県 島倉水産株式会社 8420001005972
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 2702110059 青森県 十武建設株式会社 5420001011288
攪拌機械導入によるバーク（樹皮）を使用した舗装材料
の製造開発

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

16 2702110066 青森県 株式会社キャスティールート 8420001005080
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 2702110071 青森県 三富産業株式会社 1420001007926 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 2702110072 青森県 有限会社鈴木鉄工所 5420002007459
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 2702110076 青森県 鳩正宗株式会社 8420001011186 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 2702110077 青森県 有限会社ツルヤ 1420002002026
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 2702110078 青森県 株式会社大山建工 4420001006933 「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 2702110082 青森県 有限会社ジュエリーかまた 4420002015017 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 2702110088 青森県 有限会社松野鉄工所 7420002017027
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 2702110089 青森県 有限会社秋田商店 7420002011715
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 2702110090 青森県 株式会社オフィス弁慶 4420001007502
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 2702110092 青森県 株式会社エイジ・リードカンパニー 7420001008803
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 2702110094 青森県 株式会社佐々木鉄工ベンディング 5420001006791
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 2702110098 青森県 かねご製餡株式会社 4420001005737 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 2702110101 青森県 偕行産業株式会社 8200001017825
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 2702110102 青森県 有限会社チョウエイ 1420002014707
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 2702110103 青森県 株式会社サイバープロジェクト 2420001012157
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 2702110107 青森県 株式会社技研 1420001000773
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 2702110108 青森県 有限会社二階堂 3420002002230
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター
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34 2702110110 青森県 ヤマエイフーズ株式会社 5420001008458
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

35 2702110111 青森県 萩原乳業株式会社 2420001009335
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 2702110113 青森県 株式会社東京ドレス 4420001006198
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 2702110124 青森県 タムラファーム株式会社 3420001013781
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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

38 2702110128 青森県 ブナコ株式会社 8420001009445
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 2702110130 青森県 株式会社おかしのオクムラ 3420002015793 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 2702110136 青森県 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

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

41 2702110137 青森県 株式会社ユーメリアファクトリーパーク 3010001082372
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
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