
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

0 三栄工業株式会社 ノンスカラップ工法対応による品質向上及び受注拡大のための設備投資事業 10,000,000 平成26年5月30日

1 株式会社エムイーエス 『サイバーファクトリー構築による航空機産業への参入』 15,000,000 平成26年5月30日

2 株式会社清田鋳機 産業廃棄物を再利用可能とする高効率省エネルギー砂再生方式と装置の開発。 15,000,000 平成26年6月20日

3 株式会社フュージョン 最新加工機の導入による事業基盤強化と新規市場、顧客の開拓 15,000,000 平成26年6月23日

4 株式会社ヒライ 直営惣菜店の競争力強化の為の新メニュー開発事業 9,090,000 平成26年6月23日

5 株式会社旭セミコン 石英バーナー用高精度自動リサイズ旋盤の導入 9,381,530 平成26年6月25日

6 有限会社高見商店 ３Ｄフリーザーを利用したメディカルフーズの加工販売事業 10,000,000 平成26年6月30日

7 株式会社サトウ 農ＰＯフィルム解反・加工機導入による施設園芸被覆資材一貫生産体制の確立 6,210,000 平成26年6月30日

8 有限会社タカハシ弓具店
ＵＶプリンターを用いた羽毛繊維への印刷、及びレーザーカットによる
精密加工技術の開発

7,560,000 平成26年6月30日

9 株式会社コムセンス 光センサーの導入による食味品質の向上及び高品質ドライフルーツの製造販売 10,000,000 平成26年6月30日

10 ナカヤマ精密株式会社 ダイヤモンドホイール成形加工技術の構築による生産プロセスの改善と自動化 10,000,000 平成26年6月30日

11 株式会社ヒューマン
微小部品、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）パッケージＩＣの実装を可能とする製造ライン
の構築。

10,000,000 平成26年6月30日

12 松本板金工業株式会社 簡易ワンタッチ立平葺屋根材の幅を変える移動可能な成型機の導入 5,400,000 平成26年7月3日

13 株式会社果実堂 環境負荷法による新規大豆由来イソフラボンの高効率生産法の確立 10,000,000 平成26年7月3日

14 有限会社卸中村果実 農産物の付加価値向上を目的としたフリーズドライ加工事業 10,000,000 平成26年7月3日

15 お茶のナカヤマ マイクロ波減圧乾燥によるフルーツや野菜の乾燥加工品開発・販売事業 10,000,000 平成26年7月3日

16 株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 新分野の業容獲得へ向けての５軸加工機とＣＡＤ／ＣＡＭの導入 15,000,000 平成26年7月7日

17 株式会社ボーイ 高齢顧客及び来店困難者向けの高付加価値出張美容システムの提供 7,306,000 平成26年7月11日

18 有限会社坂本石灰工業所 医療器具向け高性能ガス吸収ユニットの開発 15,000,000 平成26年7月15日

19 さくら株式会社 着物リメイク事業の新規販路開拓のための試作品製作 1,980,000 平成26年7月15日

20 株式会社プレシード 産業用インクジェットプリンタ用インク（素材）開発の為の評価装置の試作・開発 10,000,000 平成26年7月15日

21 株式会社不二宮製作所 重度障害者、高齢者向け　ポータブルモニタ、照明用スタンドの開発 15,000,000 平成26年7月15日

22 株式会社上村エンタープライズ 医療産業分野本格参入に向けた低コスト・高品質生産の確立 13,460,000 平成26年7月16日

23 株式会社Ｍｉｃｒｏｅｘａｍ 歯周病原因菌のＰ．Ｇ菌ｔｙｐｅ別ＤＮＡ測定システム 9,450,000 平成26年8月7日

24 熊本ソフトウェア株式会社 アレルギー抑制成分を持つ機能性植物の工業的生産実証事業 10,000,000 平成26年10月29日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

交付決定一覧（１次公募一次締切分）

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

1／5



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

29 有限会社吉住塗装工場 「人と環境にやさしい水性系塗料１００％使用」に向けた新たな生産システムの構築と事業化 10,000,000 平成26年8月7日

30 株式会社ソリューション ＩＴ技術活用で新製造プロセスを確立し部品加工リードタイムを短縮 10,000,000 平成26年8月19日

31 山下機工株式会社 高品位、高効率切削加工の試作開発のための設備導入事業 10,000,000 平成26年8月19日

32 株式会社ウッドスペース ＮＣルーター３次元造形ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによるオーダー家具・建具の開発 4,899,000 平成26年8月19日

33 株式会社城南興産 未利用熱エコハイブリット乾燥装置導入による省資源型培土製造システムの実現 10,000,000 平成26年8月19日

34 株式会社コーヨー 砂型造型機製品の精度及び効率を上げることによる鋳物製品の品質向上 7,266,000 平成26年8月19日

35 天草光学株式会社 肉厚ガラスブロックに対応した切り出し装置の導入 1,099,999 平成26年8月19日

36 フェニックス精工株式会社 医療機器関連部品の樹脂化に対応した生産能力増強事業 15,000,000 平成26年8月19日

37 株式会社パワーバンクシステム ファブリックヒーターを用いたラミネート製品の開発及び製品化 7,266,000 平成26年8月21日

38 米善機工株式会社 計測機器の検査校正サービス事業による革新的サービスの提供 7,737,333 平成26年8月28日

39 株式会社愛歯 歯科治療リードタイム短縮のためのＣＡＤ／ＣＡＭ設備の強化 15,000,000 平成26年8月29日

40 三重津田電器産業株式会社 スイッチの組立て時における内部構造の非破壊監視体制の強化 7,200,000 平成26年9月9日

41 有限会社鹿本金型機工 次世代自動車の高機能化に貢献する複雑形状コネクター製造金型の高付加価値化事業 10,000,000 平成26年9月9日

42 株式会社池松機工 航空・エネルギー産業における難削材部品の試作加工による切削加工技術の開発。 15,000,000 平成26年9月9日

43 株式会社ひごいち 精密板金・鉄骨・製缶業における、３Ｄ計測、設計、製作環境の構築 10,000,000 平成26年9月9日

44 有限会社歩産業 高効率キノコ菌とＩＣＴを活用した循環型キノコ菌床栽培システムの開発 7,615,000 平成26年9月9日

45 株式会社こどもデザイン研究所 こどもデザインネットワーク事業～国産材利用のこども教育環境づくりを目指して～ 3,923,200 平成26年9月9日

46 ベーグル専門店ルコラ パネトーネ種酵母菌を使用した長期熟成工法による賞味期限の延長 10,000,000 平成26年9月9日

47 有限会社高尾野製作所 生産管理システムを活用した、小口・短納期・コスト圧縮対応事業 10,000,000 平成26年9月9日

48 有限会社ハム工房ＴＯＮＧＴＯＮＧ 豚肉及び豚肉加工品の急速冷凍による遠距離配送・販売事業 2,066,000 平成26年9月9日

49 有限会社アクアマリーン 近赤外線照明装置と画像処理技術を使用した低価格な味付け海苔枚数検査装置の開発 6,026,000 平成26年9月9日

50 株式会社ヨシダ 帽子を中心とした斬新なデザインの編立技術確立によるブランド向け商品の試作開発 10,000,000 平成26年9月9日

51 有限会社興漁水産 超効率的凍結機構の導入による付加価値及び競争力強化プロジェクト 6,712,000 平成26年9月9日

52 ババ商店株式会社 品質向上による差別化・製造コスト削減による受注アップと利益改善 10,000,000 平成26年9月10日

53 オオヤブデイリーファーム
日本初のオメガ３脂肪酸（ＤＨＡ・αリノレン酸等）強化生乳を利用した　無添加　飲む
ヨーグルトの
開発製造。

3,358,000 平成26年9月10日

交付決定一覧（１次公募二次締切分）

2／5



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

54 株式会社日進精密 生産性向上及び当社独自の治工具製品や新商品製作のためのＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入 1,323,000 平成26年9月10日

55 株式会社ラクティブジャパン 癌患者の必要栄養量不足防止に資する乳酸サプリメントの革新的製造体制構築 9,057,900 平成26年9月10日

56 明新工業株式会社 『次世代プラント・タンク製造・管理システム構築による競争力の強化事業』 10,000,000 平成26年9月10日

57 株式会社九州マグテックス 新分野への参入に伴う生産性の向上及び高品質を目指す 10,000,000 平成26年9月10日

58 株式会社菊池製作所 樹脂コーティング加工の品質、技術向上の為の自動化装置と機械加工部門の新設」 9,330,000 平成26年9月11日

59 不二精密工業株式会社 高性能切削加工技術の高度化と最先端ＬＥＤ街路灯カバー製造への新たな取り組み 10,000,000 平成26年9月11日

60 アドバンフィット株式会社 精密３Ｄ形状加工金型導入による、義肢装具製造技術の最適化と合理化 8,946,000 平成26年9月11日

61 フードファイト株式会社 から揚げ用製品の販路拡大に向けた新規設備導入と試作品開発事業 9,069,000 平成26年9月11日

62 ネクサス株式会社 ナノシルバー塗装による車載用プラスチック部品の感性特性の向上 9,898,299 平成26年9月18日

63 株式会社旭製作所 濃縮カプサイシン類製造用プラントの開発 10,000,000 平成26年9月22日

64 橋本醤油合資会社 高機能液体充填機の導入による製造工程の省力化とサニタリー環境の整備 9,733,000 平成26年9月22日

65 株式会社ケイ・エム・ケイ 新事業への販路拡大及び加工技術の確立へ向けたワイヤー放電加工機の導入 10,000,000 平成26年9月22日

66 株式会社フュージョンテク 国内初！２万円を切る立ち座り補助器具の試作開発 5,601,000 平成26年9月22日

67 株式会社九州メカニクス 新分野の高難度・高精度・高品質製品の受注拡大で、事業基盤の強化を目指す 9,000,000 平成26年9月22日

68 公進ケミカル株式会社 ７．５μｍ以下の粒子径を高効率・高安定品質化するビーズミル分散技術の高度化 2,333,000 平成26年9月22日

69 株式会社キャスティングアイ デンチャー（入歯）製造工程の工法改革に伴う、新規設備導入と治具開発の実施 12,328,026 平成26年9月29日

70 株式会社ぞうさんのはな 地域で支える在宅高齢者の“地域包括見守りシステム”の構築 4,311,400 平成26年10月3日

71 株式会社きらりコーポレーション 地域で支える在宅高齢者の“地域包括見守りシステム”の構築 3,578,255 平成26年10月3日

72 株式会社ソルブテック アルミ合金中空押出材（ダブルスキン）断面の強度品質管理装置の開発 6,299,000 平成26年10月7日

73 新日本ステンレス工業株式会社 航空宇宙およびエネルギー分野における受注拡大・高度化を目指した工作機械の導入 15,000,000 平成26年10月7日

74 合同会社ＦＵバイオカルチャー
バイオリアクターとしての二枚貝の完全養殖システムの確立と
それを活用した水質浄化システムの開発

6,028,830 平成26年10月14日

75 重光産業株式会社 安心安全な日本の食文化の世界展開を図るための管理体制強化事業 10,000,000 平成26年10月14日

76 株式会社マルコ建設 竹と樹皮を原料とした競合優位性を有する機能性ボードの開発 9,710,413 平成26年10月27日

77 株式会社Ａ．Ｃ．Ｅ 在宅高齢者向けブルーサークルメニュー開発事業 3,223,120 平成26年10月27日

78 株式会社スリーダイン カスタムメイド呼吸器用マスクの試作開発 11,497,000 平成26年10月28日

79 ニホン工研株式会社 新超音波研磨・洗浄装置の試作機開発・製造・販売 12,801,000 平成26年10月31日
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84 西田精麦株式会社 国産大麦を使用した新商品の開発・製造・販売事業 10,000,000 平成26年10月29日

85 株式会社ホワイトボックス
アパレル用ＣＡＤ及びコンピュータ横編機の導入による
高付加価値ニットウェア生産システムの構築

10,000,000 平成26年10月31日

86 株式会社ヤマチク 竹箸製造装置（４面の自動研磨機）の開発導入 5,466,000 平成26年11月4日

87 ホシサン株式会社 高効率設備導入による多品種小ロット品の生産体制の強化と品質の向上 10,000,000 平成26年11月7日

88 テクノデザイン株式会社 ３Ｄ一貫設計環境整備及び生産管理導入による生産コスト削減事業 10,000,000 平成26年11月7日

89 日の丸産業株式会社 高性能ガラス加工機等の導入による工程改善と高付加価値製品の開発 10,000,000 平成26年11月10日

90 株式会社倉崎 プレス機等自動化設備の導入による「高級極薄置き畳」の試作開発事業 10,000,000 平成26年11月14日

91 ヨネムラクリーニング 顧客ニーズを追求した衣類の総合サービスの提供とその効果検証のための設備導入 3,846,000 平成26年11月14日

92 協伸化成株式会社 高機能射出成形機の導入による切花輸送容器製造の低コスト化と安定供給への取り組み 10,000,000 平成26年11月21日

93 新和精機株式会社 ５軸加工機導入による、高精度な金型製作と短納期化の実現による競争力強化 10,000,000 平成26年11月21日

94 株式会社ネローラ花香房 甘夏ミカンの花の芳香成分（ネロリ）の特殊抽出による量産体制の確立。 3,790,359 平成26年11月21日

95 九州ツバメタオル株式会社 名入れ（ジャガード）タオルの多品種小ロット受注体制の整備と短納期化の構築 10,000,000 平成26年11月21日

96 株式会社吉永商会 「畜産廃棄物を含む有機性バイオマスの固形燃料製造事業」 15,000,000 平成26年11月21日

97 株式会社藤興機 医療機器部品の低コストフレキシブル生産・品質保証のための機器導入 15,000,000 平成26年11月21日

98 熊本酸素株式会社
非水槽式耐圧試験装置導入により検査時間の大幅な短縮による
処理能力１５０％アップで生産性強化

10,000,000 平成26年11月25日

99 金剛株式会社 レーザ加工機による長尺パイプ加工作業の効率化 10,000,000 平成26年11月25日

100 木場木材工業株式会社
移動式竹切削チッパーを導入して竹林現場で製紙用にチップ化し、
荒廃竹林の整備を促進する

9,120,000 平成26年11月25日

101 株式会社藤井包材 手加工作業をなくす「自動コーナーカット機・インライン角丸君」の設置 8,253,000 平成26年11月25日

102 株式会社寺野鉄工製作所 ３ＤＣＡＤ技術強化で製造プロセスを改革し部品加工、組立迄のリードタイム短縮 10,000,000 平成26年11月27日

103 南阿蘇オーガニック株式会社 南阿蘇で栽培されたハーブを使った化粧品の量産化事業 10,000,000 平成26年11月27日

104 株式会社イズミ車体製作所 『次世代特装車両（環境・医療・省エネ）開発・生産環境整備事業』 10,000,000 平成26年11月27日

105 株式会社マークス 当社デザイン力を核とした多品種小ロット対応ウェアプリント新規立ち上げ事業 10,000,000 平成26年12月3日

106 有限会社赤星水産 ナノバブル技術を活用した藻場用種苗の高効率生産システムの事業化 7,059,000 平成26年12月3日

107 九州三永金属工業株式会社 ステンレス薄板の微細打抜き加工による金属ストレーナー試作品開発事業 10,000,000 平成26年12月3日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

交付決定一覧（２次公募分）
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108 華龍国際産業株式会社 特殊な製法で実現！中華の常識を覆した『低カロリー中華の開発』 9,199,000 平成26年12月3日

109 リバテープ製薬株式会社 高度医療に不可欠な消毒綿棒の安全性及び生産効率向上事業 15,000,000 平成26年12月3日

110 株式会社熊防メタル 微細加工部品へのアルマイト技術開発 10,000,000 平成26年12月3日

111 株式会社アラオ ３Ｄプリンター導入による３Ｄ一貫開発体制の構築と生産管理高度化事業 10,000,000 平成26年12月3日

112 有限会社九州ホールセール 設備導入による技術の向上と効率化並びに高級衣料クリーニングの新規展開 8,900,000 平成26年12月3日

113 株式会社シマヅテック 精密板金加工から切削加工まで対応可能な総合加工実施体制構築事業 10,000,000 平成26年12月3日

114 株式会社クラフトエンジニアリング 独自開発した軽量・丈夫・衛生的なフライヤーバスケットの量産化に向けた試作開発 10,000,000 平成26年12月3日

115 肥後製油株式会社 野菜・果物等の乾燥物を活用した高機能性食用油の開発と製造 15,000,000 平成26年12月3日

116 株式会社ワイズ・リーディング 高機能所見レポート作成支援システム搭載画像診断ワークステーションの研究開発 6,860,000 平成26年12月4日

117 前田カッター株式会社 切断水を適正に処理し再循環させる環境に優しい舗装切断工事法の確立 5,016,000 平成26年12月4日

118 有限会社清藤歯科技工所 ３Ｄプリンター導入による歯科医療の高度化と地域医療の恊働化 10,279,000 平成26年12月4日

119 ＡＳＤ株式会社 顧客参加型インタラクティブ・デジタルサイネージシステムの開発 10,000,000 平成26年12月4日

120 有限会社城東化成
高精度画像寸法測定器導入によるプラスチック成形部品の品質向上・短納期化・
生産性向上の実現

3,242,666 平成26年12月8日

121 株式会社オジックテクノロジーズ スイゼンジノリから抽出される超高分子多糖体「サクラン」の量産化 15,000,000 平成26年12月11日

122 つたやクリーニング クリーニング技術の強みを生かしたリユースサービスの開発 4,843,332 平成26年12月11日

123 粟村打抜金網株式会社 継承してきた金型技能職のノウハウのデータベース化 10,000,000 平成26年12月11日

124 株式会社松島木材センター 住宅用高耐震筋交いを組み入れた省エネルギー壁パネル開発事業 15,000,000 平成26年12月16日

125 合同会社イワ建開発 琴線に触れる、また、快適な建築空間を構築する水硬体の製造技術 10,000,000 平成27年1月9日

126 株式会社プレテックＡＴ インライン可視化装置導入によるウェーハ端面加工＋洗浄一体化装置の開発 10,000,000 平成27年1月9日

127 株式会社くまもと健康支援研究所 高齢者向け運動機能向上による生活支援サービスパッケージ化の実証 4,225,886 平成27年1月15日
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