
平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（８６件）

（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 2843110001 熊本県 株式会社城野印刷所 5330001002370
印刷工程における画像測定・画像解析を用いた全数・全面
検査化事業

商工組合中央金庫

2 2843110002 熊本県 梅本工業株式会社 8330001022399
マシニングセンタによる加工技術の開発と短納期化による
収益向上

髙栁和浩

3 2843110004 熊本県 株式会社地の塩社 7330001010289
高度なフリーズドライ製法を活用した安心安全な高付加価
値食品製造進出事業

肥後銀行

4 2843110011 熊本県 横場工業株式会社 5330001013814
高性能レーザー切断機の導入による生産性及び製品精度
の向上

商工組合中央金庫

5 2843110015 熊本県 株式会社パストラル 9330001010312 自社農産物（栗等）を使った洋菓子等の製造・販売事業 山鹿市商工会

6 2843110016 熊本県 ネクサス株式会社 2330001011754
マグネシウム成形品の品質特性の向上と二次加工技術の
高精度化

商工組合中央金庫

7 2843110018 熊本県 有限会社黒田工業 2330002024383
最新モデルのマシニングセンタ導入による攻めの経営への
転換

熊本銀行

8 2843110019 熊本県 株式会社黒田建設工業 5330001014928
鉄骨建築物増加における耐震性向上のための溶接技術の
高度化

税理士法人未来税務会計事
務所

9 2843110022 熊本県 株式会社ひごいち 1330001016853
ファイバーレーザー加工機導入による最新素材の加工と生
産性向上

商工組合中央金庫

10 2843110024 熊本県 株式会社アントルメ菓樹 3330001000194
６次産業企業等との共同開発による商品化とブランディン
グ

熊本銀行

11 2843110029 熊本県 株式会社島田製作所 7330001002328 旋盤加工部品の加工精度向上計画
税理士法人熊本東会計セン
ター

12 2843110033 熊本県 株式会社ユウキ精研 8330001010635
多様化する次世代自動車用コネクタ金型部品の生産プロ
セスの改善

公益財団法人くまもと産業支
援財団

13 2843110038 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941
パラレルリンクロボットを利用した家庭用鍼治療機器の生
産性の向上

公益財団法人くまもと産業支
援財団

14 2843110041 熊本県
西日本エレクトロニクス工業株式会
社

8330001003614
クラッド材（ステンレス＋アルミ）陽極酸化被膜処理の量産
技術と生産プロセスの改善

公益財団法人くまもと産業支
援財団

15 2843110043 熊本県 緑川生コンクリート工業株式会社 7330001010859
高性能脱水機による管理型産業廃棄物の削減及び濾過
水の有効利用

熊本銀行

16 2843110044 熊本県 株式会社銀シャリ亭 5330001005786 銀シャリ亭が「銀シャリ」を超えるご飯を炊く 熊本市託麻商工会

17 2843110045 熊本県 株式会社永井製作所 3330001012719
低コストで耐震性を強化する特殊構造の鉄骨の試作開発
体制の確立

株式会社ＶＩコンサルティング

18 2843110046 熊本県 タカムラ・エンタープライズ株式会社 1330001010286
ソフトクリームコーン用金型生産効率化のための三次元測
定器導入

熊本第一信用金庫

19 2843110047 熊本県 日精電子株式会社 8330001010916 インライン洗浄機導入による生産性及び品質向上 大垣共立銀行

20 2843110048 熊本県 有限会社空間アートシール 2330002003024
半導体製造装置用パッキンの高精度・納期短縮のための
生産体制高度化計画

株式会社エフアンドエム

21 2843110049 熊本県 株式会社九州マグテックス 7330001009991
海外向け自動二輪車高精度金属部品の短納期製造体制
の確立

株式会社エフアンドエム

22 2843110052 熊本県 金剛株式会社 5330001001802
地震対策製品汎用化のための生産体制と情報システム基
盤の高度化

商工組合中央金庫

23 2843110054 熊本県 有限会社藤和林業 1330002027569
新たな乾燥方法とブレーナー加工を組み合わせた小型加
工材の開発

芦北町商工会

24 2843110056 熊本県 八代鮮魚商協同組合 5330005005849
漁獲量に左右されず、組合員の売上拡大を図る鮮魚販売
体制の確立

八代商工会議所

25 2843110057 熊本県 株式会社竹岸フレッシュ 3330001020812
八代特産塩トマトの新ブランド・加工商品化による経営革
新と復興支援

八代商工会議所

26 2843110060 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841
顧客ニーズに対応した新商品開発と地域にんにく農家活
性計画

菊池市商工会

27 2843110061 熊本県 株式会社アイエステー 8290001040059
県内初！空中レーザースキャナ搭載ＵＡＶを用いた高精度
測量・設計サービスの開発

肥後銀行

28 2843110067 熊本県 株式会社ヒサダ 4180301013233
ロボットとＩｏＴを組合せた新モデルラインの構築によるコス
ト削減事業

岡崎信用金庫

29 2843110075 熊本県 肌美和株式会社 9330001010816
最先端オミックス解析による馬胎盤由来タンパク質・代謝
物の抽出

税理士法人近代経営

30 2843110082 熊本県 テクノデザイン株式会社 4330001009210
ＩＯＴ社内体制の構築による生産能力の増強及び新規分野
への進出

木永博昭税理士事務所
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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

31 2843110083 熊本県 有限会社旭野工業 1330002017545
３ＤＣＡＭ・シュミレーションおよび５軸複合加工機導入によ
る受注拡大、生産性の向上事業

菊池市商工会

32 2843110086 熊本県 株式会社エムイーエス 7330001009125
ＩｏＴ対応の５軸マシンの導入により生産性向上と賃上５％
を実現する

商工組合中央金庫

33 2843110087 熊本県 有限会社入江商店 8330002022662
高度な耐震性を備えた突板貼を施した集成材製品の生産
性向上技術の開発

和水町商工会

34 2843110088 熊本県 株式会社米村常次郎商店 7330001014901
味噌・醤油をベースにした加工調味料の製品開発と製造環
境の高度化

肥後銀行

35 2843110090 熊本県 株式会社ツカサ創研 7330001003029
イベント及び店舗内装の組替え式オリジナルシステムの開
発

熊本銀行

36 2843110094 熊本県 株式会社日本テレソフト 4010001033449 世界仕様の「点字プリンター」の試作 三井住友銀行

37 2843110095 熊本県 つちやゴム株式会社 9330001010873
子供靴製造設備の新設及び改善活動による年間４５万足
生産体制の確立

公益財団法人くまもと産業支
援財団

38 2843110097 熊本県 明和工業株式会社 7330001004646
耐震性、製品精度に優れた鋼構造物加工への挑戦と差別
化の実現

熊本商工会議所

39 2843110103 熊本県 有限会社明装工業社 4330002010596
Ｒ湾曲・３Ｄファニチャーの開発とトータルプランニングの実
現

肥後銀行

40 2843110105 熊本県 ワイテク株式会社 5330001009259
高効率ペンディングマシン導入による自社ブランドクリーン
ルーム機器の開発

肥後銀行

41 2843110107 熊本県 佐東ウェルディング  
業界の要請に応え業容拡大および生産性向上のための自
動溶接加工設備の導入

大牟田商工会議所

42 2843110109 熊本県 有限会社鹿本金型機工 1330002018403
超精密ＣＮＣ研削盤導入による内製化でのワンストップ化
事業

肥後銀行

43 2843110110 熊本県 株式会社ティービーエム 6330001013276 ３Ｄ技術を用いたトラックの「軽量ボディ」の開発 熊本信用金庫

44 2843110114 熊本県 上村鐡構建設有限会社 3330002025075
鉄骨溶接ロボットシステム導入とＩｏＴ活用による生産性向
上と受注拡大

シー・アンド・ピー創造研究所

45 2843110115 熊本県 株式会社ミヤムラ 4330001004590
水平的事業展開に伴う樹脂加工の生産工程の再構築、及
び技能承継の実施

西岡経営管理事務所

46 2843110122 熊本県 有限会社本山建設 6330002024198
ＵＡＶ・３Ｄ測量導入を契機とした未来型ＩоＴマネジメント推
進

美里町商工会

47 2843110124 熊本県 有限会社創作技研 6330002018142
当社の製造機能部署立ち上げによる省力化設備のワンス
トップ提供の実現

肥後銀行

48 2843110125 熊本県 株式会社ナンシ精機 4330001010548
ニーズ多様化への対応、技能承継と人材育成を軸とした
当社次世代成長戦略

西岡経営管理事務所

49 2843110128 熊本県 井手上精機有限会社 3330002015976 ＣＮＣ３次元測定器導入によるトレサビリティ体制の強化 肥後銀行

50 2843110129 熊本県 有限会社国友精機 8330002018462
高速高精度加工機導入による高付加価値製品の内製化
事業

熊本第一信用金庫

51 2843110133 熊本県 株式会社サクタン 3330001019978
小ロット生産で熊本から世界へ！オリジナルグッズサービ
スの展開

熊本銀行

52 2843110135 熊本県 前田カッター株式会社 8330001011154
地域初の技術を応用した革新的サービスを開発し建設市
場を開拓する事業

益城町商工会

53 2843110137 熊本県 ＡｎｄＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒｓ  苦味の少ないクリーンで華やかな香りのコーヒー提供 税理士法人近代経営

54 2843110140 熊本県 株式会社フレッシュダイレクト 9330001007861
鮮度維持加工機器及びコールドチェーン製造による「根付
サラダほうれん草」の商品開発

肥後銀行

55 2843110144 熊本県 株式会社山内本店 7330001009249
ニーズの高まる”小容量カップ味噌”の多品種化対応と 生
産効率化

杉税理士事務所

56 2843110145 熊本県 有限会社菊水堂 2330002020903
独自性の高い地元製品の賞味期限長期化とギフト商品と
しての展開の強化

山口公認会計士事務所

57 2843110147 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984
ＩｏＴを活用した重機自動化による土木工事現場の大幅な
生産性向上と安全な現場作り

熊本銀行

58 2843110148 熊本県 有限会社総合インテリア丸装 3330002023013
製造工程の見直しによる既存事業の強化拡大と新商品開
発による外販の促進

阿蘇市商工会

59 2843110149 熊本県 シントワールド株式会社 8330001013605
訪日客増加による需要増対応に向けたホテル用アメニティ
製造の生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

60 2843110153 熊本県 株式会社ダイヤモンドブルーイング 9330001023181 料理と合わせるビールの醸造・マイクロブルワリーの挑戦 税理士法人近代経営

61 2843110154 熊本県 ティーアール株式会社 6330001009919
働く女性を抱える企業向けＢｔｏＥ分野参入のための新商品
開発

熊本第一信用金庫
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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

62 2843110156 熊本県 株式会社永田パン 6330002007558
製品ロス削減による原価率削減及び品質向上による、顧
客満足度ＵＰ事業

Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

63 2843110157 熊本県 株式会社フジバンビ 4330001004079
主力商品の包装工程への設備導入とＩｏＴ化による生産性
向上計画事業

三隅英明

64 2843110159 熊本県 株式会社熊本菓房 7330001001420
自動検査機を活用した生産力向上と省力化による 売上拡
大と利益率改善

飯田敏晴税理士事務所

65 2843110163 熊本県 株式会社カジワラ 7330001009604
効率的３Ｄマップ作成と建機自動制御による大規模造成工
事の高効率高精度化

肥後銀行

66 2843110164 熊本県 株式会社釜屋 7330001009372
付加価値の高い新商品の開発とＯＥＭ生産の見える化シ
ステム構築

商工組合中央金庫

67 2843110166 熊本県 株式会社ひばり工房 7330001012541
手造りの良さを活かしながら、高効率生産と新規ニーズに
応える設備の導入

阿蘇市商工会

68 2843110167 熊本県 株式会社協和印刷 4330001016108
特殊プリンター導入による非紙素材への印刷とその受注
サイト構築

公益財団法人くまもと産業支
援財団

69 2843110168 熊本県 株式会社ＴＭファクトリー 7330001008820
最新設備導入と自動車板金業の見える化実現による新規
顧客獲得

熊本銀行

70 2843110169 熊本県 株式会社健成園 2330001008107
革新的サービス実現の為のティーバッグ充填機導入による
一貫生産体制構築事業

税理士法人さくら優和パート
ナーズ

71 2843110171 熊本県 株式会社共同 6330001009308
音声認識システム導入による顧客間との情報連携および
物流の効率化と精度向上

公益財団法人くまもと産業支
援財団

72 2843110172 熊本県 株式会社エスケーホーム 7330001010363
建設業専用ＶＲシステム導入による利益率の向上と顧客満
足度向上

山鹿商工会議所

73 2843110175 熊本県 うえの歯科医院  
内部透視技術により、子供の不正咬合を高精度に調整す
る革新的咬合誘導治療

東秀優税理士事務所

74 2843110176 熊本県 株式会社ワイズ・リーディング 4330001007809 ＩｏＭＴラボ（仮称）の設立・運営
公益財団法人くまもと産業支
援財団

75 2843110180 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
高ニーズ新商品の多品種化と暗黙エラーの見える化を支
えるＩｏＴ型出荷ライン

税理士法人近代経営

76 2843110182 熊本県 株式会社阿蘇とり宮 4330001012560 製造過程の見直しと製造量アップによる経営基盤の確立 阿蘇市商工会

77 2843110185 熊本県 協同組合人吉木材工業団地 7330005007653 樹皮・ダストを粉砕ブレンドした畜産用敷料製造事業
公益財団法人くまもと産業支
援財団

78 2843110186 熊本県 有限会社興漁水産 8330002029559
データ管理と最新設備導入による「需給計画生産」実施プ
ロジェクト

天草信用金庫

79 2843110188 熊本県 有限会社熊本託麻義肢 9330002003439
最新設備導入と高度な職人技術との融合による小児用イ
ンソール生産システムの開発

熊本銀行

80 2843110190 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 5330001012758 旋盤加工工程のＩｏＴとロボットによる生産性向上の取組 株式会社ＶＩコンサルティング

81 2843110192 熊本県 八代食糧株式会社 7330005005839
革新的な小型廃水処理設備の導入による無洗米加工サー
ビスの強化

商工組合中央金庫

82 2843110197 熊本県 あらた歯科  
拡大鏡・マイクロスコープ導入による拡大治療の精度向上
及び治療効率の向上

駒田総合会計事務所

83 2843110199 熊本県 有限会社中村木工所 6330002007665
コミュニケーション促進空間を演出する飲食店向け特注家
具製造の新展開

肥後銀行

84 2843110200 熊本県 株式会社マスケン 3330001019284
加工工程の生産性向上による、新材料ＣＬＴを使った大規
模店舗向け内装への新展開

株式会社シャイン総研

85 2843110208 熊本県 九州オルガン針株式会社 9330001011533 生産機製造技術の向上による生産性の向上 肥後銀行

86 2843110214 熊本県 株式会社ミタカ 5330001012790
売れる商品づくりに貢献・革新的オーガニックＯＤＭサービ
ス開発

肥後銀行
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