
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

0 有限会社坂本石灰工業所 土壌中汚染物質を簡易に検出するための検知剤の研究開発 7,800,000 平成25年6月21日

1 天草池田電機株式会社 高性能街路灯用省エネランプの開発 10,000,000 平成25年6月24日

2 金剛株式会社 UHF帯RFID技術（個体認証技術）を導入した図書館管理システムの開発 10,000,000 平成25年6月25日

3 橋本醤油合資会社 麹菌の機能を応用した新規発酵飲料の開発と多品種少量生産システムの構築 9,951,130 平成25年6月25日

4 アーク・リソース株式会社
大腸菌を用いたアルパカ由来VHH抗体の効率的生産技術の確立
~レジオネラ属菌検査キットの開発 10,000,000 平成25年7月1日

5 株式会社上村エンタープライズ人工呼吸器連動式発生補助装置の開発、製品化 5,984,721 平成25年7月3日

6 有園義肢株式会社 3D-CAD/CAMを用いた座位保持装置デジタル製造プロセスの構築 10,000,000 平成25年7月8日
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11 株式会社丸山ステンレス工業 ステンレス鋼の精密板金加工における生産プロセスの高度化 10,000,000 平成25年7月8日

12 株式会社プレシード 小型マイクロ減圧乾燥機の開発 10,000,000 平成25年7月25日

13 株式会社九州エバーロイ 大型湿式CIPを用いた圧粉成形手法の改善 10,000,000 平成25年7月25日

14 株式会社熊本アイディーエム 高濃度マイクロナノバブルの特性を応用した洗浄技術開発 9,800,000 平成25年7月25日

15 東邦電子株式会社 耐高温及び耐震性を備えた温度センサーの新規開発 9,493,038 平成25年7月25日

16 株式会社藤興機 ニッチ分野特化型　有機EL搭載大型サイネージ装置の商品化 10,000,000 平成25年7月29日

17 第一製網株式会社 多機能性微粒子製造装置の導入による低コスト化品の試作とその性能評価 10,000,000 平成25年7月30日

18 人吉アサノ電機株式会社 無線化による電力ピーク制御システム 6,408,000 平成25年7月30日

19 株式会社テラシステム 低コスト化、開発力強化事業 10,000,000 平成25年8月2日

20 南日本特殊加工株式会社 高付加価値カーボン製品の試作・開発 10,000,000 平成25年8月9日

21 旭千代田工業株式会社 ステンレス鋼に対する簡易浸炭処理 9,000,000 平成25年8月9日

22 熊本防錆工業株式会社 小口多品種対応型めっきラインの構築と樹脂高密着性リードフレーム製造技術の開発 10,000,000 平成25年8月9日

23 株式会社エヌエーエスコーポレーションタブレット端末と非接触ICタグを利用した低コスト生産管理システムの構築 6,784,306 平成25年8月13日

24 九州電子株式会社 高出力レーザーモジュール開発 10,000,000 平成25年8月13日
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25 山下機工株式会社 金属切削加工の高生産性、低コスト化実現のための試作・開発 10,000,000 平成25年8月15日

26 株式会社オジックテクノロジーズ薄型半導体に対応した無電解めつきの試作開発 10,000,000 平成25年8月15日

27 ネクサス株式会社 高濃度フィラー添加による車載用プラスチック成形品等の高強度化 8,479,690 平成25年8月16日

28 株式会社サンワハイテック 高度開発・設計環境整備事業 7,438,400 平成25年8月16日

29 応用電機株式会社 3次元検査による実装品質の安定と市場拡大 7,950,000 平成25年8月19日

30 松合食品株式会社 酵母・乳酸菌の発酵機能を応用した「無添加丸大豆しょうゆ」の試作開発 9,922,000 平成25年8月19日

31 株式会社熊防メタル 光沢金めっき技術の開発 10,000,000 平成25年8月19日

32 東洋テクノ株式会社 原料処理から発酵工程までを制御可能な『一体型自動製麹発酵装置』の試作開発 9,740,000 平成25年8月19日

33 神田工業株式会社 建材用フレキシブルLEDチューブの開発 10,000,000 平成25年8月23日

34 株式会社くまさんメディクス 位置決め技術と画像処理でモールドズレを簡易に測定する専用機。 4,991,048 平成25年8月28日

35 株式会社エイムテック バルク貯槽20年検査、交換・廃棄作業支援システムの開発 9,785,973 平成25年8月30日

36 株式会社峯樹木園 工場周年無菌養蚕技術を活用したサナギタケ冬虫夏草の大量安定生産システムの試作開発 10,000,000 平成25年8月30日

37 株式会社エコファクトリー 次世代省エネ空間除菌加湿システムの実用化とテスト販売 10,000,000 平成25年8月30日

38 株式会社TOP 小型・低価格パワーデバイス検査装置の開発 10,000,000 平成25年8月30日

39 日本エフ・アール・ピー株式会社FRP製覆工板（床板）の開発 6,189,308 平成25年9月3日

40 花の香酒造株式会社 酒造技術を活かした新たな発酵飲料の開発と事業化 10,000,000 平成25年9月3日
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45 株式会社アドヴァンス 生産プロセス強化のための高速プレスパンチングマシン導入計画 10,000,000 平成25年10月7日

46 株式会社旭製作所 大型グラスライニング用ソーダライム素管の製作 10,000,000 平成25年10月9日

47 株式会社メイソウ 加工ノウハウを活かした電子部品及びコネクター等の精密部品の金型生産の短納期化 3,466,666 平成25年10月15日

48 株式会社オーケープランニングポータブルな低価格組合せ計量機の開発 3,072,842 平成25年10月18日

49 西日本エレクトロニクス工業株式会社特殊電解液による陽極酸化皮膜生成の量産技術の開発 10,000,000 平成25年10月18日

50 株式会社ケイ・エフ・ケイ 工程集約による、低ｺｽﾄ・短納期を実現する為の設備導入計画 10,000,000 平成25年10月18日
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51 株式会社末松電子製作所 外来魚電撃採捕装置船（ショッカーボート）の開発 3,400,536 平成25年10月18日

52 株式会社山本製作所 緊急修繕、特注品等の納期、生産強化のためのマシニングセンタの導入 10,000,000 平成25年10月25日

53 株式会社シマヅテック 精密板金加工における多品種・少量・短納期のための生産プロセスの高度化 10,000,000 平成25年10月25日

54 マナスクリーン株式会社 高精度加工機の導入による高付加価値(印刷・加工)製品の一貫生産体制確立 10,000,000 平成25年10月28日

55 株式会社ヤマシタ機工　
レーザー切断加工機導入によるステンレス加工製品の高品質化及び
新型豆乳煮沸釜の開発

10,000,000 平成25年10月28日

56 有限会社フェザークラフト 弓具生産工程において合理化と標準化による生産効率の向上 9,790,000 平成25年10月28日

57 株式会社エム・ティ・エル 畜産および水産業界が求める有用な微生物資材の製造 10,000,000 平成25年10月28日

58 有限会社城東化成 低圧射出成形機導入による品質と供給の安定と収益性の向上 8,478,946 平成25年10月28日

59 三重津田電器産業株式会社 流動性材料の多目的連続供給装置の試作機製作 5,150,000 平成25年10月28日

60 岩下株式会社
積層式自動裁断機(CAD/CAMシステム)導入による生産プロセスの効率化
及び品質向上

8,670,000 平成25年10月28日

61 株式会社マツシマ 高純度金属材料の生産技術向上プロジェクト 10,000,000 平成25年10月28日

62 株式会社ＮＴＦ ビニールハウス谷換気開閉システムの試作開発 1,556,000 平成25年10月29日

63 株式会社双葉金属 試作・開発を主とする新販路拡大に対応した小口・短納期対応及びコスト削減事業 10,000,000 平成25年10月30日

64 株式会社アラオ 自動化機器の高機能最適設計開発力と生産管理力強化事業 10,000,000 平成25年10月30日

65 株式会社ソルブテック 半導体オンラインマーキングシステムの開発 8,440,000 平成25年10月30日

66 株式会社KIYORAきくち 炭酸入り氷 10,000,000 平成25年10月31日

67 株式会社九州企画 オリジナルＬＥＤサインを使った既存看板のリニューアル化 9,775,700 平成25年10月31日

68 セイコーテクノ株式会社 工程が多い精密切削部品の、コストダウンと精度要求に対応する生産体制の確立 10,000,000 平成25年10月31日

69 スギモト精工株式会社 超精密機械加工への事業域拡大 10,000,000 平成25年10月31日

70 タカムラ・エンタープライズ株式会社モナカ焼成機用分割構造金型の開発 10,000,000 平成25年11月7日

71 不二精密工業株式会社
「デジタル・エンジニアリングを活用した農業用機械部品の高品質・短納期に対する
取り組み

10,000,000 平成25年11月7日

72 南九州コンクリート株式会社
フライアッシュ混和材を使用した高品質・低コスト・低環境負荷コンクリート製品の
製造技術

10,000,000 平成25年11月7日

73 株式会社スリーダイン 完全非接触浮上ユニットの試作開発 10,000,000 平成25年11月7日

74 株式会社貝島商店 麹をキーワードとした離乳食食品の開発とその製造工程の効率化 10,000,000 平成25年11月11日

75 株式会社王樹製薬
イグサをマンネンタケで発酵処理した機能性素材を活用した農水産系病害菌防除剤の
商品化

10,000,000 平成25年11月11日

76 九州産廃株式会社 メタン発酵消化液を利用した農業および産業利用技術の開発 10,000,000 平成25年11月11日
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77 株式会社プレテックAT 3次元実装対応　TSV　Via出し　枚葉アルカリエッチングプロセスの確立 10,000,000 平成25年11月11日

78 株式会社建鋼社 新型防水ガラリ開発による商品ラインアップ充実と設備投資による生産性向上 4,916,000 平成25年11月11日

79 日精電子株式会社 QFN表流し切断金型の加工技術の開発 10,000,000 平成25年11月14日

80 浜田醤油株式会社 特徴ある有機酸組成をベースとする新規な「魚専用発酵調味料」の試作開発 6,420,000 平成25年11月14日

81 有限会社アイワ 試作から量産までの最適な“型”の開発 10,000,000 平成25年11月14日

82 NSS九州株式会社 バラスト水処理システム用の水質浄化装置パルスシステムの研究・開発 8,115,600 平成25年11月14日

83 有限会社もと工房 様々な重度障害者(児)向け、多関節可動調整機能付き車椅子装置 2,094,938 平成25年11月21日

84 株式会社ビッグバイオ 有用微生物を利用した多機能性水質浄化材の開発 6,000,000 平成25年11月21日

85 株式会社堀甲製作所 VaRTM成形によるCFRP及びGFRP製品の製造技術の確立 7,520,000 平成25年11月22日

86 株式会社ソフトビル 電子式大気電界計による雷検知装置とウェブ配信システムの開発 10,000,000 平成25年11月22日

87 マクロシステム株式会社 顎変形症治療用の手術シミュレーション・システムの開発 6,333,947 平成25年11月22日

88 株式会社イズミ車体製作所 21世紀型モータリゼーションにおける電気バスの開発 10,000,000 平成25年12月18日
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