
（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 2803110003 岩手県 久慈バイオマスエネルギー株式会社 1400001009635
大規模園芸団地の新規集客に向けた熱供給サービスの拡
充

みちのく銀行

2 2803110004 岩手県 有限会社大船渡印刷 3402702000069
最新のオンデマンド印刷機導入による自費出版事業の高
付加価値化

岩手銀行

3 2803110008 岩手県 株式会社ヤマモト 9400001007805
スキャンツール及び車検ネットワークシステム導入によ
る整備品質の向上

東北銀行

4 2803110013 岩手県 株式会社ドリームラボ 5400001002074 国産粉１００％の盛岡冷麺と無添加スープの製造開発 北日本銀行

5 2803110014 岩手県 及源鋳造株式会社 6400601000055
鋳鉄製品の仕上げ工程の高度化による南部鉄器の高付加
価値化の実現

北日本銀行

6 2803110015 岩手県 岩手モリヤ株式会社 2400001007919
ＩｏＴを活用したＡＩ技術の導入による縫製前作業自動
化への挑戦

北日本銀行

7 2803110017 岩手県 株式会社アイオー精密 7400001005208
ＣＮＣ自動旋盤とＩｏＴシステム導入による短納期対応
力の体制強化

花巻市起業化支援センター

8 2803110019 岩手県 吉川化成株式会社 8120001002736
新規熱硬化性樹脂による光学部品対応・事前検証金型の
製作

いわて産業振興センター

9 2803110020 岩手県 株式会社共立精工 4400001005276
ＩｏＴとロボットを活用した少量多品種製品の無人生産
方式の開発

花巻市起業化支援センター

10 2803110021 岩手県 久慈琥珀株式会社 5400001007940
新型腕時計の開発による、琥珀成形技術の確立と生産性
向上

岩手銀行

11 2803110024 岩手県 株式会社トーノ精密 6400001006669
高精度かつ短納期を実現するための金型開発プロセスの
革新

遠野商工会

12 2803110025 岩手県 廣田酒造店  
酒母の独自製法の確立及び生産プロセスの強化による販
路拡大

紫波町商工会

13 2803110026 岩手県 株式会社キンレイ 7010401008089
生産性向上による電線製造装置とその消耗部品市場での
シェア拡大

岩手銀行

14 2803110027 岩手県 シダ商店  三陸昆布を使った新商品開発及び生産技術開発 菅原弘志税理士事務所

15 2803110029 岩手県 岩手アパレル株式会社 8400001006626
大手メーカーの多様な縫製ニーズに対応する新生産プロ
セスの構築

遠野商工会

16 2803110030 岩手県 株式会社ミスズ工業 8100001018684
時計用小型部品の精密技術を活かし車載用中型部品開発
による新分野進出

いわて産業振興センター

17 2803110034 岩手県 有限会社九戸印刷 9400002012829
新規設備導入に伴う生産性向上と航空写真の災害修復活
用

岩手銀行

18 2803110044 岩手県 株式会社小林精機 4400001002042
表面アラサ検査自動化とオンライン工作機械の連携によ
る生産革新

滝沢市商工会

19 2803110045 岩手県 有限会社沢菊 4400002012866
新設備導入に伴う原価低減及び高付加価値商品の生産計
画

岩手銀行

20 2803110047 岩手県 有限会社宇部煎餅店 6400002013334
パレタイズ設備を導入し、入庫作業の自動化による生産
性向上

盛岡信用金庫

21 2803110048 岩手県 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434
「梅リキュールの開発と海外展開」及び「製造能力の強
化」

紫波町商工会

22 2803110050 岩手県 御釜屋  伝統工芸品（南部鉄器）の生産性向上と職人育成 盛岡信用金庫

23 2803110051 岩手県 泉金酒造株式会社 5400001007081
日本で唯一！鍾乳洞の水を仕込水にした高付加価値日本
酒の製造展開

岩泉商工会

24 2803110053 岩手県 日本武道具製造株式会社 5400001008328
オーダーメイド対応の強化による剣道具等の製造販売事
業の拡充事業

東北銀行

25 2803110056 岩手県 株式会社多田工務店 9400001005370

ＩｏＴ化による、ヒトに依存しない型枠製造工程を再確
立し、製造・施工の完全分離によるソリューションの実
現

東北銀行

26 2803110060 岩手県 有限会社佐々木鉄工所 9400002010634
復興需要で不足する金属製品の生産性向上の為の工作機
械の導入

岩手銀行

27 2803110061 岩手県 株式会社べアレン醸造所 6400001004086
さきがけのビールを創る街なかファクトリー多様なビー
ルが広める人と人の輪

北日本銀行
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28 2803110062 岩手県 株式会社ジュークス 8400001008234
燃料電池電極低白金触媒のＸ線回折検査導入による品質
安定化と品質保証強化

いわて産業振興センター

29 2803110063 岩手県 有限会社総合農舎山形村 7400002013127
地元特産品岩手短角牛振興のための加工食品製造強化計
画

東北銀行

30 2803110065 岩手県 有限会社オーパーツ 4400002010449
薄削加工技術による補助人工心臓への参入及び海外への
展開

遠野商工会

31 2803110067 岩手県 赤武酒造株式会社 5400001007445
寒造り（冬季）醸造から三季醸造への革新的醸造プロセ
スの構築

大槌商工会

32 2803110069 岩手県 株式会社北陵製作所 5400001001943
高生産ＣＮＣ旋盤導入、無人化システム構築による生産
性向上と受注・雇用拡大

いわて産業振興センター

33 2803110075 岩手県 有限会社ファーストコートサービス 6400002004829
マグネシウムダイカスト向け研磨加工プロセスの確立と
収益力強化

八幡平市商工会

34 2803110076 岩手県 高橋葡萄園  
希少性日本ワインの生産力強化を軸とした経営安定化に
向けた基盤整備

花巻信用金庫

35 2803110079 岩手県 長山工芸  ＮＣ旋盤機導入による生産性向上と販路の拡大 一戸町商工会

36 2803110080 岩手県 巴染工株式会社 2400001004370
伝統の本染の技と最新デジタルプリント機器の融合によ
る新たな染色表現の開発と受注の拡大

岩手銀行

37 2803110081 岩手県 ミドリ久慈衣料株式会社 1400001007936
デジタル化ミシン導入を軸とした生産システムの効率化
と高品質な作業用衣料の流通

岩手銀行

38 2803110082 岩手県 岩泉純木家具有限会社 9400002011087
ＮＣルーター導入による国際的デザイナーと連携した製
品開発への取組

岩泉商工会

39 2803110085 岩手県 株式会社ファーメンステーション 7010401082927 米を原料とする高付加価値エタノールの製造能力の増強 岩手銀行

40 2803110091 岩手県 有限会社マルヒ製材 5400002013038
レーザー加工機導入によるアカマツ製品の高付加価値化
と短納期化

みちのく銀行

41 2803110092 岩手県 株式会社アイカムス・ラボ 5400001003543
多様な点眼姿勢で高精度投与可能な自動点眼装置の試作
開発

岩手銀行

42 2803110098 岩手県 株式会社福永 5380001001319 真空成型工程の生産管理体制構築による短納期化の実現 東邦銀行

43 2803110099 岩手県 株式会社いわて金型技研 9400001006435
データベース機能を活用した金型の５軸加工用３ＤＣＡ
Ｍ

北上信用金庫

44 2803110110 岩手県 よしき歯科クリニック  
衛生士が行うマイクロスコープを用いた歯周基本治療の
効率化・技術指導による事業拡大

八木橋伸泰税理士事務所

45 2803110112 岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416 米の高付加価値化販売で米屋の生き残り大作戦 いわて産業振興センター

46 2803110114 岩手県 株式会社吉田印刷 7400001001710
多様な表現力を取入れたアイテム製作と付加価値サービ
スの提供

いわて産業振興センター

47 2803110118 岩手県 有限会社安比まいたけ 8400002007706 自社完結型生産体制の構築による舞茸の高付加価値化 八幡平市商工会

48 2803110119 岩手県 ロッツ株式会社 9402701000535
リハビリ特化型デイサービスとフィットネスジムの一体
化事業

大船渡商工会議所

49 2803110120 岩手県 株式会社清水川クリーニング 6400001007080
台風１０号からの復旧を契機とした革新的サービス提供
と売上増加

岩手銀行

2


