平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
熊本県採択案件一覧（92者）
（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
先端設備導入による養鶏業の業務効率化、品質向上による
生産性向上
ＩｏＴを取り入れた人工乾燥装置導入における製造技術の高
度化
３Ｄ・ＶＲ技術を活用した伝統技術・事業継承・後継者育成事
業
ラインバランス最適化による大規模チェーン店向けオリジナ
ル洋菓子の市場浸透・拡大
建設ＩＯＴ時代に対応した社内整備と建設工事における高付
加価値の提供
省力化・効率化設備の導入及び工場レイアウトの最適化実
現による印刷工程の効率化推進事業
健康寿命の増進と他の機関との連携によるヘルスマネジメ
ント機関
提案型ＯＥＭと人気商品の増産を可能とし、商圏拡大・浸透
を図る生産設備の導入

認定支援機関名

1 3043110003

熊本県

株式会社緒方エッグファーム

8330001014735

2 3043110005

熊本県

株式会社佐藤林業

9330001002053

3 3043110006

熊本県

有限会社野中建設

6330002018844

4 3043110010

熊本県

株式会社フランドール

5330001004144

5 3043110011

熊本県

株式会社杉本建設

9330001012267

6 3043110023

熊本県

株式会社城野印刷所

5330001002370

7 3043110009

熊本県

有限会社ウキスイミングスクール

6330002024272

8 3043110012

熊本県

株式会社山内本店

7330001009249

9 3043110014

熊本県

有限会社ヤマベ印刷

9330002023057

オリジナルパッケージ等試作品開発と販路支援事業展開

熊本県商工会連合会

10 3043110016

熊本県

株式会社ティーズリンク

2330001010120

熱処理技術の応用による非破砕精錬事業の展開

熊本県商工会連合会

11 3043110022

熊本県

株式会社ミタカ

5330001012790

配送コストを抑えることのできる製品づくり

熊本県商工会連合会

12 3043120024

熊本県

有限会社トヨテック

8330002007390

13 3043120026

熊本県

平井石材店

14 3043120027

熊本県

有限会社モード・チコー

3330002021487

15 3043120028

熊本県

マルトモ株式会社

6330001025040

16 3043120031

熊本県

株式会社マツシマ

8330001004356

17 3043120032

熊本県

西日本ナーサリー耕業株式会社

6330001009571

18 3043120034

熊本県

株式会社テラシステム

1330001003117

19 3043120037

熊本県

株式会社熊本マランツ

2330001012835

20 3043120038

熊本県

株式会社アポロニア

4330001021330

21 3043120040

熊本県

株式会社ケイ・エヌ・テック

7330001001676

22 3043120042

熊本県

有限会社パン・ド・ミー

1290002056267

23 3043120043

熊本県

ハタノ綜合印刷株式会社

9330001003786

24 3043120045

熊本県

株式会社不二宮製作所

2330001011671

25 3043120048

熊本県

有限会社宣興プラスチツク

6330002005859

26 3043120049

熊本県

株式会社熊本県酒造研究所

9330001001410

27 3043120050

熊本県

タブチ技研

28 3043120053

熊本県

株式会社若新

5330001012642

29 3043120056

熊本県

株式会社コッコファーム

8330001016913

30 3043120061

熊本県

株式会社タケウチ包装

5330001002841

31 3043120063

熊本県

木下測量登記事務所

ＲＰＡ導入による生産性向上と顧客ニーズにマッチした革新
株式会社熊本銀行
的ダイレクト・マーケティング
脱プラスチック、紙製ステッカーのオーダーメイド印刷システ
株式会社肥後銀行
ム開発
３Ｄレーザスキャナーによる測量設計業務の効率化と高精
林原敏夫
度化

32 3043120066

熊本県

株式会社新興測量設計

3330002004855

ＩＣＴ活用による土木３Ｄデータ作成代行事業の確立

33 3043120068

熊本県

サンエイ化学株式会社

3330001022404

34 3043120070

熊本県

株式会社トライ

3330001010482

35 3043120071

熊本県

有限会社永広産業

4330002019217

36 3043120072

熊本県

株式会社ナビック

5010601019672

37 3043120074

熊本県

株式会社小川電機

7330001014793

38 3043120075

熊本県

株式会社オジックテクノロジーズ

9330001000692

39 3043120076

熊本県

ワタナベテクニカルシステム株式会社

9330001018727

40 3043120077

熊本県

有限会社城南金属工業

9330002024848

41 3043120078

熊本県

有限会社真和ステンレス工業

8330002005295

42 3043120080

熊本県

合資会社オクムラ工芸

8330003000139

43 3043120081

熊本県

有限会社小城板金金属工業

7330002015709

44 3043120082

熊本県

株式会社ミヤムラ

4330001004590

半導体製造装置部品の専用ライン構築による生産性向上

佐藤修一

45 3043120083

熊本県

株式会社伊澤製作所

7010901001114

三次元測定機導入による検査プロセス改善

佐藤修一

46 3043120088

熊本県

株式会社コマダ

6330001013565

47 3043120089

熊本県

有限会社梅田鉄筋

5330002019579

48 3043120090

熊本県

サン・ドリームファーム株式会社

3330001020903

49 3043120091

熊本県

セイコーテクノ株式会社

5330001012064

長板平面度１０μｍを実現する高精度加工技術の導入によ
る生産性向上計画
お祝い用に、焼酎の瓶へオリジナル彫刻で金文字を彫る事
業
自動裁断機と延反機導入による高付加価値衣料品の高効
率な生産体制構築
産業用ロボット等に利用される小型部品の多数個取り加工
等による生産性向上の取組み
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による部品加工の高品位化・短納
期化の実現
農家の生産効率を大幅に高める上質なトマト接ぎ木苗の生
産能力拡大
３Ｄプリンターの導入による手術トレーニング用三次元模型
の造形技術の確立
防湿コーティング作業の自動化による生産性及び品質・耐
久性の向上と低コスト化による取引拡大
ＩＴ技術と職人技術の融合による金属が溶け出さないセラミッ
ク義歯の開発

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
山鹿商工会議所
緒方史郎
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
杉克明

シェアビジョン株式会社
熊本県商工会連合会
クレアスト株式会社
シェアビジョン株式会社
株式会社肥後銀行
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
熊本県商工会連合会
新飼賢郎

精密平面研削盤の導入による高精度研磨加工分野の開拓 中村哲也
高性能電気オーブン、急速凍結庫導入による健康志向の冷
凍パンの技術確立と拡販
国内初「コウモリ型フォルダー」自動加工機導入による生産
性向上計画
高性能マシニングセンタ導入による製缶・機械加工一貫生
産工程『複合製品』の確立
顧客要望に対応した高精度加工体制と稼働率向上による受
注体制の強化
更に吟醸香の高い純米大吟醸酒の研究開発・商品化・量産
化
最新ＮＣ旋盤技術導入で多品種「中量」一人生産を提供する
事業
新商品開発と乾海苔加工機導入による新市場開拓

大牟田商工会議所
梅元昭宏
株式会社福岡銀行
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
熊本商工会議所
熊本県商工会連合会
荒尾商工会議所

株式会社肥後銀行

革新的洗車用品「ピュアラオ」開発による競争力強化と地域
合同会社シー・アンド・ピー創造研究所
課題解決
最新鋭印刷機の導入によるデザイン提案力の高い印刷物
前之園博一
の高品質化・短納期化
ＩＣＴ機能付与による保有重機の高機能化で生産性の向上
ＵＶ印刷機及び画像検査機の導入によるブランドホルダー支
援事業
多品種少量生産ニーズを見越した高速チップマウンター機
の導入
ビッグデータの活用により革新的品質管理を可能とした電子
部品めっきライン開発～量産化
小型マシニングセンター導入による工程集約と稼働率向上、
短納期化
生産管理システムの導入による業務のＩＴ化を通じた生産性
の向上
新型折り曲げ機導入による顧客が求める長尺、精密製品の
生産強化と売上拡大
高度切削加工で実現する自社製品「子供を育む知育建具」
の開発・製品化
高性能な定尺切断機の導入による多種多様な板金加工の
短工期化

切断工程の生産性向上と競争優位強化のための新型プラ
ズマ加工機導入
ＱＲコードシステムを搭載した鉄筋主筋曲げ装置を導入し、
作業工程の短縮化と革新的生産プロセスの改善
営農型太陽光発電設備下のミョウガ栽培で機械設備の導
入・ＩＯＴ活用による生産性向上
３０代の若さを活かした多品種少量のオンデマンドマシニン
グ加工体制の確立

熊本県商工会連合会
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
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
大谷豪
株式会社熊本銀行
前之園博一

大串智之
熊本県商工会連合会
株式会社熊本銀行
若杉拓弥

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

ＣＮＣ３軸自動形鋼ドリルマシンの導入と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 合同会社シー・アンド・ピー創造研究所
拡大
高性能な切断機・折曲機の導入による製缶・鋼構造物の高
前之園博一
品質化及び短納期化
独自開発の電極による５Ｇ時代を見据えた高精細加工の実
米倉博彦
現

50 3043120094

熊本県

有限会社上田鉄工所

4330002001075

51 3043120095

熊本県

有限会社新商実業

6330002025980

52 3043120096

熊本県

株式会社メイソウ

9330001010361

53 3043120097

熊本県

アーク・リソース株式会社

1330001000361

54 3043120099

熊本県

株式会社岩田コーポレーション

1330001000394

55 3043120104

熊本県

有限会社町田印刷

6330002030527

56 3043120106

熊本県

株式会社阿蘇自然の恵み総本舗

5330001018004

57 3043120114

熊本県

株式会社ＫＡＷＡＴＳＵ

4330001017403

58 3043120115

熊本県

山村酒造合名会社

3330003002726

59 3043120116

熊本県

有限会社小林板金工業

2330002025398

60 3043120118

熊本県

株式会社共同

6330001009308

61 3043120119

熊本県

株式会社光正

3330001010821

62 3043120124

熊本県

株式会社エムイーエス

7330001009125

63 3043120125

熊本県

株式会社美創

1330001007745

64 3043120128

熊本県

ナカヤマ精密株式会社

2120001117589

65 3043120129

熊本県

有限会社坂本石灰工業所

1330002021357

66 3043120131

熊本県

神田工業株式会社

9140001058321

67 3043120132

熊本県

株式会社九州イノアックプロダクツ

6290001062988

68 3043120133

熊本県

有限会社児玉板金

1330002025804

69 3043120136

熊本県

有限会社タカハシ弓具店

2330002006472

70 3043120137

熊本県

東邦電子株式会社

1021001013302

71 3043120143

熊本県

大豆エナジー株式会社

7330001022318

72 3043120146

熊本県

株式会社中山ボーリング設備

9330001018702

73 3043120156

熊本県

Ｋｕｒｕ－Ｌａｂ株式会社

5330001026262

74 3043120163

熊本県

株式会社佐藤産業

9330001014189

75 3043120170

熊本県

株式会社高野組

2330001013866

76 3043120177

熊本県

株式会社シェ・タニ

2330001007769

77 3043120179

熊本県

つばめタクシー株式会社

5330001015942

78 3043120181

熊本県

國武林業

79 3043120182

熊本県

株式会社創ｓｏｕ

3330001024763

80 3043120183

熊本県

株式会社ウッドランドパス

6330001012179

81 3043120185

熊本県

株式会社くまもと健康支援研究所

1330001007381

82 3043120189

熊本県

株式会社吉村建設

2330001011688

83 3043120193

熊本県

株式会社井手口建設

8330001011583

84 3043120195

熊本県

株式会社建鋼社

7330001001701

85 3043120197

熊本県

歯科処神崎

86 3043120202

熊本県

有限会社山本板金工業所

7330002022936

87 3043120203

熊本県

萩原エンジニアリング株式会社

2330001009484

88 3043120205

熊本県

九州オルガン針株式会社

9330001011533

89 3043120208

熊本県

有限会社善啓工業

8330002017423

90 3043120209

熊本県

株式会社倉岡紙工

8330001001279

91 3043120210

熊本県

ヒグチ木工

最新設備機器導入による生産性向上とそれを活用した独自
熊本県商工会連合会
商品の強化による新規顧客開拓へ！
高付加価値パッケージ分野への参入を目指し、紙器製造の
熊本第一信用金庫
ボトルネック工程を解消
切削技術の高度化による長尺特注家具製造施工事業の新
株式会社肥後銀行
展開

92 3043120215

熊本県

有限会社技術開発測量社

5330002002543

３Ｄレーザースキャナーの導入による測量業務の効率化

体外診断薬原料となるモノクローナル抗体の生産能力向上 公益財団法人くまもと産業支援財団
新商品「熊本フレーバー」チョコレート＆アイスによる市場開
拓とブランド力向上
年間を通して、安定した高品質の印刷物の提供で、顧客満
足度の向上と売上増を計る
原料殺菌設備の導入による顧客満足向上と殺菌加工受託
による付加価値向上
一貫したＩＣＴ土木施工技術の確立による新規顧客開拓と生
産性向上プロジェクト
清酒の自動製品化ライン導入によるブランド力・生産性向上
の取組
ＲＦＩＤを活用した資材の入出庫及び在庫管理による業務効
率化事業

税理士法人近代経営
人吉商工会議所
熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会
株式会社肥後銀行
熊本県商工会連合会

トレーサビリティ管理ができる食肉在庫管理システムの導入 公益財団法人くまもと産業支援財団
国内産野菜を独自の長期貯蔵法で不作時にも安定価格を
維持する画期的システム
マルチパレットシステムによる夜間無人運転部品加工の調
査研究
最新カッティングマシン導入による生産性向上と繁盛店づく
りへの貢献
塑性加工の高精度・高効率化による競争力強化と技術確立
による事業拡大
土壌中汚染物質を簡易に検出する重金属検知剤「ＯＣＴＥ
Ｓ」のパイロットプラントの構築
部品小型化に伴うレーザー計測式３Ｄ自動画像検査装置導
入
縫製設備・ラインの革新による、自動車用シート生産の高品
質・高速化
製造プロセスの自動化による生産性向上と働きやすい職場
づくり
熊本地震被災以降の設備投資強化による品質及び生産性
向上と販路拡大
自動針位置測定機の導入による全プローブカード針位置精
度の保証体制の確立
超音波カッターを用いた産業豆腐の高速効率的充填法の開
発
震災復興に適した新型ボーリングマシン等の導入によるさく
井工事の生産性・品質向上
産学官連携による新しい低酸素トレーニングサービスを活用
したフィットネス事業
高性能３Ｄレーザースキャナーを活用した土木の『維持管
理・保全』業務への新規取組み
３次元レーザースキャナーを用いた建設工事の測量技術革
命
熊本県農産物で長期保存が可能な「フレッシュチョコレート」
の普及事業

玉名商工会議所
株式会社商工組合中央金庫
園田剛士
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
公益財団法人くまもと産業支援財団
税理士法人永田会計
税理士法人さくら優和パートナーズ
株式会社ウィレコンサルティング
公益財団法人くまもと産業支援財団
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
株式会社熊本銀行
西村和真
税理士法人絆

当社が開発した「親孝行タクシー」制度を普及展開する事業 人吉商工会議所
森林資源を有効活用した地産地消の新事業展開による販
路拡大
当店名物「餡かけお粥」の商品化による事業領域拡大と生
産性向上事業
ＩＯＴ見守り管理システムによる利用者に優しいサービスの実
現
人工知能を搭載したＷＥＢ面談システムによる医療費適正
化推進事業
ＩＯＴ自動制御建設機械導入による、建設工事の品質向上と
付加価値提供
建設現場廃棄物の自社内での高品質再資源材化による完
全再利用計画
新制御データ連動マシンによる製造工程のＩＣＴ化と対応力
の強化
予防投資としての認知症リスク検診および認知症予防的治
療の実現
高性能「動力折曲機」導入による鋼板の塑性加工作業の効
率化と生産性向上
汎用フライス盤における樹脂部品加工の高効率化と高品質
化の実現
マシニングセンタの導入による試作体制の強化

熊本県商工会連合会
株式会社肥後銀行
株式会社熊本銀行
Ｋ・Ａパートナーズ税理士法人
西村和真
熊本県商工会連合会
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
公益財団法人くまもと産業支援財団
株式会社肥後銀行

株式会社肥後銀行

