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
熊本県採択案件一覧（122件/126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

1 2943110002

熊本県

櫻井精技株式会社

9330001013570

2 2943110003

熊本県

株式会社フリーダム

6330001010793

3 2943110004

熊本県

株式会社日進精密

1330001016498

4 2943110005

熊本県

株式会社ケイ・エヌ・テック

7330001001676

5 2943110007

熊本県

株式会社九州武内

8330001011419

6 2943110008

熊本県

合資会社村井鉄工所

3330003003369

7 2943110010

熊本県

有限会社ニシマック

8330002024618

8 2943110012

熊本県

有限会社内藤額縁店

1290002053685

9 2943110014

熊本県

有限会社川北製作所

4330002018417

10 2943110015

熊本県

株式会社印刷センター

4330001015381

11 2943110016

熊本県

ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ株式会社

2330001016365

12 2943110017

熊本県

亜湖の木株式会社

8330001013365

13 2943110018

熊本県

株式会社ヒサダ

4180301013233

14 2943110020

熊本県

株式会社テラシステム

1330001003117

15 2943110021

熊本県

三重津田電器産業株式会社

2330001009690

16 2943110022

熊本県

有限会社福田製作所

3330002008963

17 2943110024

熊本県

神田工業株式会社

9140001058321

18 2943110030

熊本県

株式会社小田商店

8330001013209

19 2943110031

熊本県

亀萬酒造合資会社

8330003003736

20 2943110032

熊本県

有限会社明洋設計

9330002021242

21 2943110033

熊本県

西田精麦株式会社

7330001013671

22 2943110036

熊本県

チャングプラント

23 2943110038

熊本県

有限会社フーズ・ジョイ

2330002012090

24 2943110039

熊本県

株式会社阿蘇自然の恵み総本舗

5330001018004

25 2943110040

熊本県

よつばデンタルクリニック

26 2943110042

熊本県

株式会社アイエステー

27 2943110049

熊本県

歯科処神崎

28 2943110050

熊本県

株式会社ライフサポート九州

9330001021937

29 2943110053

熊本県

株式会社アラオ

4330001008666

30 2943110054

熊本県

合名会社豊永酒造

4330003004399

31 2943110059

熊本県

有限会社黒田工業

2330002024383

32 2943110060

熊本県

株式会社玉名製作所

7330001010537

33 2943110062

熊本県

株式会社甲佐鉄筋

6330002019677

34 2943110064

熊本県

株式会社ソリューション

8330001016962

35 2943110066

熊本県

株式会社ユーエムテック

7330001012830

36 2943110067

熊本県

日精電子株式会社

8330001010916

37 2943110070

熊本県

株式会社徳神

9330001010295

38 2943110071

熊本県

有限会社城南金属工業

9330002024848

39 2943110075

熊本県

有限会社タテオ機械

3330002017857

40 2943110077

熊本県

有限会社阿部牧場

5330002022772

41 2943110078

熊本県

株式会社一畳屋

2330001000336

42 2943110080

熊本県

株式会社熊本マランツ

2330001012835

43 2943110081

熊本県

有限会社空間アートシール

2330002003024

44 2943110082

熊本県

Ｈ・Ｉ機工

45 2943110086

熊本県

有限会社島文シャーリング

4330002019712

46 2943110087

熊本県

株式会社濵田工業

7330001003813

47 2943110088

熊本県

有限会社安武板金加工所

6330002018035

48 2943110095

熊本県

Ｃ・Ｌｏｖｅｒ

49 2943110097

熊本県

株式会社熊本アイディーエム

5330001009390

50 2943110100

熊本県

応用電機株式会社

8130001036353

51 2943110102

熊本県

株式会社共同

6330001009308

52 2943110105

熊本県

株式会社ＲＰＶ

2330001000591

53 2943110107

熊本県

株式会社カットハウスモア

6330001000794

54 2943110109

熊本県

株式会社環境と開発

5330001003245

55 2943110112

熊本県

有限会社町田印刷

6330002030527

56 2943110113

熊本県

岡村補綴製作

57 2943110116

熊本県

有限会社望蘇閣

8330002022910

58 2943110122

熊本県

株式会社くまもと健康支援研究所

1330001007381

59 2943110124

熊本県

有限会社園田車体工業

2330002024103

8290001040059

事業計画名
自動車の車載関連のリクライニングシステム製造装置
の設計・製造事業。
世界的に高まる半導体製造装置需要に対応する生産能
力向上計画
立形マシニングセンタ導入による高コスト体質の改善
と差別化による収益力強化
高付加価値部品の受注への取組による金型から部品加
工までの一貫生産の実現
大型化する金型製作における大型部品加工の内製化に
よる生産性向上計画
生産用機械部品加工の内製化によるコスト削減及び短
納期対応強化等による収益力強化
半導体製造装置等の高精度アルミ加工の中ロット生産
体制の構築
自由にレイアウトできる「立体額縁」と高付加価値を
生む立体文字の開発
光学機器製造装置等のアルミ部品加工における高精
度・短納期化計画
中綴じ折製本システム導入による生産性向上で製本効
率を１０倍に
ＣＡＤシステム及び自動裁断機導入によるオーダー
シャツの生産体制強化
自動包装機導入による生産性向上計画
ＴＮＧＡ工法シートレールラインの構築による新工法
開発及びコスト削減事業
検査工程等のプロセス改善による最適な人材配置と新
分野の受注強化
『工程の一貫管理システム導入による製造管理レベル
の向上と省人化推進』
オートバックゲージ付シャーリング導入による多能工
化の推進及び短納期化
ＥＭＳのワンストップサービス変革とマスクレスの環
境整備事業
年間通じて製造できる、新商品「熊本県産からし蓮根
チップ」の開発事業
酒米の自社生産化、醪工程の熱伝導率・香り成分改善
等の研究開発・新商品化
ＣＡＥ導入による品質向上・労働時間削減及びＣＡＥ
受託業務
穀物内の異物選別能力向上に資する新規比重選別機の
導入事業
小規模小ロットに絞った日本で一番小さい加工工場計
画。
高性能な自動真空包装機の導入により、小サイズでフ
レッシュ感のある加工食品流通の実現
顧客要求に対応した「菊芋ポリポリ」量産ラインの導
入
難易度の高いインプラント再治療にも対応できる革新
的な治療体制の確立
地上型レーザースキャナーを活用した広範囲高密度な
地形データ取得による生産性向上
健康投資を促進するため口腔ガン検診、口腔ガン予防
的治療の実現
配送用ハンディＰＯＳシステム（Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ）とマイコンローリーの導入による給油現場での作
業効率の向上と受注拡大
丸もの部品加工の切削技術力の強化による自動車市場
における一貫生産の受注体制の確立
フレキシブルな自動ラベラー導入で、多銘柄化に対応
し売上増を実現
ＣＮＣ複合加工機導入による特急品対応力強化と多面
加工技術の開発による販路拡大
人手不足時代に対応する加工技術の標準化及び複雑形
状物の旋削加工技術開発事業
鉄筋工事の競争力を高める革新的鉄筋加工事業
革新的な清浄技術を導入した半導体製造装置ユニット
の組立工程の生産性向上計画
プレス加工の２次加工の自動化による滞留在庫の解消
及び短納期化・低コスト化の実現
光学式精密研削盤の導入による生産性向上及び売上拡
大
新型精密平面研削盤導入による加工技術及び生産性向
上と経営力強化への取り組み
プラント向け空気清浄ユニットの新市場開拓に向けた
生産性向上の取り組み
半導体製造装置向け特殊部品の量産化に向けた生産性
向上の取り組み
当社ブランド「ＡＳＯ ＭＩＬＫ」牛乳及び関連製品の
製造管理体制強化事業
デザイン性の高い、ヘリ無し畳・薄畳の生産性向上
と、若い世代への普及拡大
窒素発生装置を用いた高耐久性表面実装技術の確立に
よる社会インフラ事業の拡大
半導体市場の好況に伴う多品種生産体制と女性が働き
やすい製造現場構築計画
医療検査装置部品の気密性向上に向けた高精度加工・
ヘール加工技術向上事業
新型プラズマ加工機の導入による生産性向上と高付加
価値へのシフト
高性能な植物揉摺機の導入により低コスト・短工期・
低環境負荷の法面保護工の普及実現
高性能な動力折曲機の導入による板金加工の精度・品
質向上及び短工期化
グルテンフリー有機米粉の開発と製造工程の改革
農業及び中小製造業の人手不足を解消する画期的なロ
ボットシステムの開発
基板実装における接着剤塗布を改善し 産業機械設備の
市場拡大
ＨＡＣＣＰ方式に基づく物理的危害要因排除システム
の導入
内部構造を丸ごと再現した高精度３Ｄモデルの開発と
サービスの提供
新サービス“本格的ヘッドスパ”による高齢女性のヘ
アケア事業
先端ＩＣＴ技術を用いた測量・土木設計業務の生産性
の向上
顧客のニーズに対応した印刷物の「価値ある折り加
工」
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムとＩＴを活用した地域
歯科技工所の連携体制の実現
独自の経路の海外インバウンド客の誘致とキッチン
カー新企画商品による増収
生涯現役コンシェルジュによる生涯現役支援サービス
創出事業
高機能車両診断機の導入によるＥＶ修理事業

認定支援機関名
税理士法人未来税務会計事務所
株式会社エフアンドエム
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
中村哲也
熊本中央信用金庫
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
株式会社肥後銀行
大川信用金庫
熊本第一信用金庫
熊本県商工会連合会
栁瀬博史
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
熊本県商工会連合会
熊本信用金庫
公益財団法人くまもと産業支援財団
熊本信用金庫
株式会社肥後銀行
前之園博一
税理士法人さくら優和パートナーズ
公益財団法人くまもと産業支援財団
前之園博一
熊本県商工会連合会
税理士法人近代経営
株式会社肥後銀行
熊本県商工会連合会
杉山直樹
坂田義照
熊本県商工会連合会
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
株式会社肥後銀行
株式会社肥後銀行
株式会社肥後銀行
税理士法人やまぐち
株式会社大垣共立銀行
山鹿商工会議所
金子浩一
株式会社肥後銀行
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
株式会社エフアンドエム
株式会社肥後銀行
熊本県商工会連合会
前之園博一
前之園博一
福岡商工会議所
株式会社肥後銀行
株式会社肥後銀行
株式会社熊本銀行
公益財団法人くまもと産業支援財団
税理士法人さくら熊本パートナーズ
税理士法人さくら優和パートナーズ
人吉商工会議所
熊本県商工会連合会
株式会社熊本銀行
Ｋ・Ａパートナーズ税理士法人
株式会社肥後銀行

60 2943110125

熊本県

レストラン木香里

61 2943110126

熊本県

佐藤企業株式会社

62 2943110128

熊本県

幹事企業：株式会社ダイケン
連携体１：能登印刷株式会社
連携体２：大日本法令印刷株式会社
連携体３：キクラ印刷株式会社
連携体４：大村印刷株式会社

63 2943110130

熊本県

株式会社サンクローバ

9330001002045
幹事企業：
2330001009427
連携体１：
9220001005208
連携体２：
7100001001798
連携体３：
6230001009895
連携体４：
6220001008139
8120001064272

64 2943110131

熊本県

南阿蘇オーガニック株式会社

3330001019540

65 2943110132

熊本県

株式会社藤本パイピング

1330001006251

66 2943110136

熊本県

株式会社釜屋

7330001009372

67 2943110137

熊本県

プリントオン株式会社

7330001008382

68 2943110138

熊本県

日興製作所株式会社

3330001015267

69 2943110139

熊本県

ハタノ綜合印刷株式会社

9330001003786

70 2943110142

熊本県

株式会社サンテック

6290801014404

71 2943110143

熊本県

有限会社プロツール

8330002016887

72 2943110144

熊本県

松浦製袋

73 2943110145

熊本県

九映精機

74 2943110147

熊本県

株式会社シマヅテック

3330001012710

75 2943110151

熊本県

株式会社りーな２１

7330001016344

76 2943110153

熊本県

株式会社佐藤産業

9330001014189

77 2943110156

熊本県

有限会社エッグ

6330002018092

78 2943110157

熊本県

株式会社凰建設

4330001000672

79 2943110158

熊本県

洗濯工房ラスカル

80 2943110161

熊本県

株式会社西嶋海苔

5330001011561

81 2943110162

熊本県

株式会社小川水産

5330001015422

82 2943110166

熊本県

熊本ワイン株式会社

1330001001649

83 2943110167

熊本県

イチノセ・ファーム株式会社

3330001020713

84 2943110169

熊本県

株式会社フジ精機

5330001011669

85 2943110170

熊本県

青紫蘇農場株式会社

6330001009506

86 2943110171

熊本県

株式会社ありがとうファーム

8330001016979

87 2943110172

熊本県

株式会社ドゥプロジェクト

7330001005867

88 2943110174

熊本県

合資会社高田酒造場

4330003004333

89 2943110178

熊本県

有限会社小林板金工業

2330002025398

90 2943110180

熊本県

有限会社つぼみ内装工業

4330002006917

91 2943110181

熊本県

有限会社はたなか

5330002027334

92 2943110184

熊本県

有限会社旭野工業

1330002017545

93 2943110190

熊本県

株式会社ケイ・エフ・ケイ

1330001013553

94 2943110191

熊本県

東海機器工業株式会社

1180001026307

95 2943110192
96 2943110197

熊本県
熊本県

株式会社ひごいち
有限会社山村工業

1330001016853
7330002026490

97 2943110200

熊本県

株式会社山鹿釣具

2330001010343

98 2943110201

熊本県

株式会社平山海洋

8330001015650

99 2943110203

熊本県

明和工業株式会社

7330001004646

100 2943110205

熊本県

東洋田中紙管株式会社

3122001017603

101 2943110206

熊本県

株式会社藤興機

2330001014435

102 2943110207

熊本県

ナカヤマ精密株式会社

2120001117589

103 2943110211

熊本県

株式会社ＧＧＳ

2330001014591

104 2943110212

熊本県

株式会社ラクティブジャパン

6330001013160

105 2943110213

熊本県

株式会社野田鉄工所

4330001003700

106 2943110215

熊本県

天草池田電機株式会社

7330001015404

107 2943110216

熊本県

株式会社平安社寺建築

4330001018005

108
109
110
111
112

2943110221
2943110222
2943110223
2943110225
2943110226

熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県

九州オルガン針株式会社
岩田建設株式会社
株式会社杉養蜂園
熊青西九州青果株式会社
有限会社石田オートサービス

9330001011533
1330001013074
5330001002478
9330001004776
7330002024255

113 2943110229

熊本県

市川製茶園

114 2943110239

熊本県

株式会社ＴＭファクトリー

7330001008820

115 2943110241

熊本県

株式会社ウッドランドパス

6330001012179

116 2943110245

熊本県

アグリ一瀬

117 2943110246

熊本県

株式会社和幸製作所

7330001013309

118 2943110247

熊本県

株式会社秋吉

7330001012319

119 2943110250

熊本県

合資会社中村製粉

1330003001944

120 2943110251

熊本県

株式会社小畑塗装店

9330002024303

121 2943110252

熊本県

光陽印刷株式会社

3330001005763

共同開発したおから粉と美里町特産による新スイーツ
熊本県商工会連合会
プロジェクト
建設現場における ＩＣＴ 活用工事完全実施に向けた
熊本商工会議所
機器の導入

幹事企業：株式会社肥後銀行
連携体１：株式会社北國銀行
品質＆市場競争力向上を実現するクラウド学習型ＡＩ
連携体２：株式会社八十二銀行
印刷品質検査の活用計画
連携体３：高岡信用金庫
連携体４：株式会社北國銀行

国内アパレル企業が抱える構造的課題を解決する新た
な製造技術と生産体制の構築
南阿蘇 田んぼを畑にする応援プロジェクト （南阿
蘇産の野菜を安全に加工し、赤ちゃん目線の商品づく
ＲＰＡ導入及び生産管理システム改修による、ユニッ
ト製造業務の効率化
海の厄介者アカモクからフコイダンを抽出し体に優し
い食品の開発
九州地域初の最新デジタルスポットＵＶコーター導入
による差別化事業計画
鉄骨柱溶接ロボットシステム導入による高品質保持と
生産性向上
『高付加価値ボトルネッカー』の生産プロセス改善と
顧客ニーズへの柔軟な対応
高効率成形技術の高度化とＩｏＴを活用した変種変量
生産の効率化・稼働率向上
次世代自動車電装品製造用丸型シャンク・パンチの小
径高精度加工の高度化事業
新機能を搭載した製袋機導入による新規格対応及び品
質向上効率化
難製造材の短納期対応、設備稼働率向上にむけた、３
Ｄ ＣＡＤ／ＣＡＭ導入
精密板金事業強化に向けた最新の設備導入による高精
度で労働生産性向上の為の事業
革新的レトルトパックによる顧客の満足度向上のため
の「馬か丼」販路拡大
住宅プレゼンにおけるバーチャルリアリティーを活用
した顧客満足度の向上
新モデルの油圧式削蹄枠導入による削蹄処理能力の向
上
ショベル用マシンガイダンスシステム導入による測量
精度と生産性の向上・ＩＣＴ化対応
クリーニングプロセスの革新による環境負荷軽減と高
付加価値クリーニングサービスの展開
微粉末素材を浸透させる「だしを極めた新しい味付加
工技術」
生産・加工・販売の一貫生産体制による安定供給シス
テムの構築
熊本産のブドウを原料とした、瓶内二次発酵ワインの
開発
農家ハンター捕獲のジビエ肉を活用した６次化ドッグ
フードの開発
設備投資による生産効率の向上と顧客ニーズへの対応
力の向上
生産管理システム導入による紫蘇の生産・販売体制強
化と販路拡大事業
認定農業生産法人による野菜加工ゴミを堆肥化するエ
コ循環型農業開発事業
精密な積算根拠を示した最適工法を自治体等へ提案す
るサービスの実現
球磨焼酎で造った熊本初のクラフトジンを世界に
板金加工制御システムによる高精度加工と技術継承・
若手育成事業
顧客ニーズに対応した高品質かつ短納期を可能にした
オーダーカーテン縫製技術の向上
建物壁面サイディングコーナーの付加価値を上げ、速
くきれいに仕上げる
高速高精度立型マシニングセンタ－導入による量産品
の生産性向上と経営力向上事業
研削工程の完全ＮＣ化による生産性および競争力の向
上
農業と工業が生み出すイグサを共存させる事による双
方の良所を持つ従来に無い畳表による市場の創生
半導体部品加工の生産性改善による利益率の向上
挟まれ防止センサー製造の生産性の向上（効率化）事
業
高級ロッドの展開を目的とした飾り金具の試作・加工
の内製化
高精度レントゲン装置及びオゾン発生装置導入による
一級品生産率・量の拡大
鉄骨構造物の長寿命化への取組
新規設備導入による品質と生産性向上及び拡販による
収益性の改善
最新２ヘッドＮＣルーターマシン導入による精密樹脂
加工品の生産性向上
拡散接合において高品質・低コスト化を実現する革新
的前処理技術の開発
精密機械研削工程における生産性向上および技術承継
の取組
乳酸サプリメントＣＰＬの自社一貫生産工程の構築
薄中板の高速・高品質加工ＣＯ₂レーザーマシンの導入
とＣＡＤ／ＣＡＭデータのオンライン入力を実現し、
作業工程上の生産向上と受注拡大
ベースリード線半田付け工程の自動化による生産性向
上
熟練技術とＩｏＴを融合した彫刻技術の伝承とレー
ザー彫刻による新商品開発
ミシン針曲がり直し矯正機のＩｏＴ化
業務システムの革新的システム統合による生産性革命
果汁蜜製品の製造工程効率化における海外販路拡大
熊本初の卸売市場支払自動精算化システムの構築
車輌解析データによる新修復サービスの実現
有機ＪＡＳ桑茶等の革新的生産プロセスと海外展開
等・農商工連携
ＡＳＶ（先進安全自動車）対応板金整備体制の構築に
よる他社差別化
ロボットによる受付案内からＩＴリハビリ支援の新
サービスの構築
菊池川流域日本遺産発の餅米を使用した機能性カラフ
ル餅の６次化
熊本初２アークロボットシステム導入によるＱＤＣの
実現
業界初・畳の殺菌・乾燥による品質向上と工場暖房シ
ステムの開発
米粉加工による新たな“食”シーンの提案による新市
場の創出
乾燥炉設備の拡張と温度センサー導入による塗装品質
見える化事業
「オンリーワン思い出成長記録アルバム創作事業」の
取組み

株式会社ダイワマネジメント
熊本県商工会連合会
税理士法人さくら優和パートナーズ
株式会社肥後銀行
株式会社商工組合中央金庫
熊本県商工会連合会
株式会社肥後銀行
株式会社商工組合中央金庫
熊本第一信用金庫
八代商工会議所
西岡隆
株式会社肥後銀行
人吉商工会議所
株式会社熊本銀行
熊本県商工会連合会
株式会社ＶＩコンサルティング
熊本県商工会連合会
公益財団法人くまもと産業支援財団
熊本県商工会連合会
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ
玉名商工会議所
公益財団法人くまもと産業支援財団
橋本一郎
株式会社商工組合中央金庫
柳田秀彦
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
福島直澄
熊本中央信用金庫
熊本県商工会連合会
米倉博彦
杉山央
株式会社商工組合中央金庫
八代商工会議所
株式会社熊本銀行
園田剛士
熊本商工会議所
公益財団法人くまもと産業支援財団
税理士法人スマイル・ベストパートナーズ
株式会社商工組合中央金庫
株式会社ＶＩコンサルティング
株式会社熊本銀行
杉山直樹
公益財団法人くまもと産業支援財団
熊本第一信用金庫
皆徳光雄
熊本県商工会連合会
税理士法人さくら優和パートナーズ
株式会社肥後銀行
株式会社熊本銀行
熊本県商工会連合会
株式会社熊本銀行
株式会社熊本銀行
玉名商工会議所
熊本信用金庫
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
株式会社熊本銀行

122 2943110255

熊本県

有限会社平田商店

4330002021156

脱気シール機の独創的導入による課題解決型生産性向
玉名商工会議所
上及び安全・衛生面の強化

