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no. 受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2643210157 有限会社生環システム
現場吹付け発泡機を活用した断熱気密リノベーション事業への展
開

井手税理士事務所

2 2643210158 株式会社ヴィーヴル 独自性のあるストレスチェックを含む、新たな保健事業サービス
の構築

熊本信用金庫

3 2643210159 三建工業株式会社 コストダウン・優良製品作りに手溶接 福岡耕二税理士事務所

4 2643210162 株式会社双葉金属 ３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、作業効率化と異業種新規顧客の開
拓

小田規矩雄

5 2643210163 株式会社フュージョン ワンストップサービス化部品加工体制の確立 栗谷利夫税理士事務所

6 2643210164 株式会社建鋼社 ビル用アルミ建材におけるオリジナル製品の開発 肥後銀行

7 2643210167 株式会社Ｓｏｒａ
農業生産管理を一元管理するシステムを構築し、産地ブランド化
を確立する

商工組合中央金庫

8 2643210170 株式会社フジチク
馬刺し販売店での衛生面の不安を解消するためのスライサーの
導入

熊本銀行

9 2643210172 有限会社ＴＭＤ
自動車用アルミ部品における高精度な一体加工および短納期化
の実現

株式会社エフアンドエム

10 2643210173 合資会社緑屋本店 みそ・しょうゆに代わる次世代商品開発の基盤整備に関する事業 肥後銀行

11 2643210176 有限会社サトークリーニング 実は洗えます！「高級・難洗衣料」の洗濯・ケアサービス事業 野田照廣税理士事務所

12 2643210181 株式会社ＧＭＣ 育児女性の就業・起業を支援するクラウド型「育児女性支援シス
テム」の開発

坂本祐資税理士事務所

13 2643210182 株式会社池松機工 あらゆる３Ｄ形状物を固定可能にする、順応型・高性能クランプ治
具の開発及び製作事業。

岩元正樹税理士事務所

14 2643210183 株式会社ミネロン 新帯電防止処理装置の導入により大幅な生産効率の向上を目指
す

八尾商工会議所

15 2643210184 大久保巧芸株式会社 高度化システムＣＡＤ／ＣＡＭを活用した造形技術の開発 肥後銀行

16 2643210188 有限会社高見商店 酵素剤と植物由来の物質による質の高い食感の加工食品の開
発及び商品化

八代商工会議所

17 2643210189 株式会社アドヴァンス 新溶接技術導入による生産プロセス強化計画 肥後銀行

18 2643210190 有限会社アクティー 高精度機器使用による作業率向上及び安全品質証明計画 熊本銀行

19 2643210194 ホシサン株式会社 小容量高効率発酵タンクの導入による高付加価値商品生産体制
の実現

商工組合中央金庫

20 2643210195 株式会社エクザス 携帯用ボールクリーナーの製造技術の構築と製造ラインの確立 肥後銀行

21 2643210196 スキタ鉄工株式会社 グローバル競争に生き残るための生産管理システムの構築事業 肥後銀行

22 2643210197 安高金属工業株式会社 溶接事業新規進出による当社金属加工事業領域拡大事業 肥後銀行

23 2643210198 株式会社カネヒロ 顧客ニーズの試作～量産まで社内生産可能な、二輪部品メー
カーを目指す。

商工組合中央金庫

24 2643210201 株式会社アラオ 最新型精密ワイヤ－放電加工機導入による精密＆高能率加工
技術高度化事業

坂田会計事務所

25 2643210204 株式会社ヒューマン 試作から、量産まで対応できる生産体制の確立
公益財団法人くまもと産業支
援財団

26 2643210210 株式会社フランドール 製造効率の向上と提案型販売への転換による販路拡大事業 河野修税理士事務所

27 2643210211 株式会社保健支援センター
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した保健指導サポートシステムの開
発

商工組合中央金庫

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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28 2643210212 株式会社アントルメ菓樹
健康志向と美容志向に対応したお菓子の生産体制の確立と熊本
県産野菜のＰＲ

河野修税理士事務所

29 2643210215 濱田醤油株式会社
在庫・受発注管理システムとスマホアプリを連携し市場競争力強
化

飯田敏晴税理士事務所

30 2643210216 株式会社九州フードサービス 地元野菜を利用、コールドプレス製法で作る野菜エキスの製造販
売

熊本商工会議所

31 2643210224 有限会社ニシキドレス 情報処理技術の応用で拡大する「日本製」需要に応える縫製工
程の革新事業

荒尾商工会議所

32 2643210226 株式会社熊防メタル 高Ｓｉ含有アルミ材の陽極酸化技術の開発 商工組合中央金庫

33 2643210227 株式会社テクノアート 人工知能搭載開発ツール導入によるシステム開発工程のイノ
ベーション

堀公認会計事務所

34 2643210228 有限会社ネオデンタルラボラトリー ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によるジルコニア補綴物の高品質化・
生産効率化

橋本税理士事務所

35 2643210229 株式会社ソルブテック ３Ｄ画像検査方式による移動量計測装置の開発
公益財団法人くまもとテクノ
産業財団

36 2643210231 有限会社ユメプラント
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科技工物の生産効率化と患者負担の
軽減化

栗谷利夫税理士事務所

37 2643210233 株式会社プレシード レーザー計測システム導入による高精度加工 松田中行税理士事務所

38 2643210235 ユニバーサリー電工株式会社
クラウドを活用する農業経営支援システムで魅力ある新しい農業
の実現

商工組合中央金庫

39 2643210236 株式会社旭製作所 精緻な内温制御を可能にするガラス製三重管式反応容器の開発 河野公認会計士事務所

40 2643210241 株式会社フジコーガク 水中マイクロ波励起重相プラズマによる超高速低温浄化装置開
発

浅枝公認会計士事務所

41 2643210242 瑞鷹株式会社 酸化還元処理による悪酔いしにくい清酒の醸造技術の確立
公益財団法人くまもと産業支
援財団

42 2643210243 株式会社純和環境研究所 パワーヒートパイプ技術を用いた、省エネ・低コストかつ高品質な
食品乾燥機の開発

熊本信用金庫

43 2643210244 株式会社マークス 完全オーダーメイド昇華プリント３６０度Ｔシャツ製造体制構築事
業

肥後銀行

44 2643210249 株式会社ＦＳＣＥ 次世代ＦＰＤフォトマスク用新規高機能
公益財団法人くまもと産業支
援財団

45 2643210250 松浦製袋
食品用軟包装材自動処理装置導入による生産性向上プロジェク
ト

八代商工会議所

46 2643210253 有限会社吉田精工所
ものづくり技術を支える精密工作機械中核部品の革新的生産能
力向上事業

肥後銀行

47 2643210254 株式会社城門工業 ダクト製作用ＣＡＤ／ＣＡＭおよび高速プラズマ切断機導入による
顧客対応力の強化

熊本信用金庫

48 2643210255 株式会社ひごいち 革新的金属表面研磨機（レーザー型）の導入による新規顧客獲
得と、高付加価値分野への進出

肥後銀行

49 2643210256 岡垣興業株式会社 造船艤装品の表面処理及び重防食塗装の自動化に伴う生産効
率向上と均質化

福岡銀行

50 2643210258 有限会社現代ステンレス工業 最新３Ｄ ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による受注対応能力の強化と生産
能力の向上

商工組合中央金庫

51 2643210260 株式会社シマヅテック スマートグリット向け高性能電力制御機ボディの複合加工技術開
発事業

肥後銀行

52 2643210261 有限会社アクアマリーン 海水シャーベット氷製造装置の開発
公益財団法人くまもと産業支
援財団

53 2643210262 株式会社一次産業サービス
竹資源のエコ活用（家畜敷料～堆肥・野菜敷材）と放置竹林・森
林問題解決

熊本銀行

54 2643210263 株式会社エムイーエス ３Ｄ工房構築による生産プロセスの革新 商工組合中央金庫

55 2643210266 株式会社フジバンビクッキーズ 熊本県産野菜のＰＲ貢献をかねた生産能力向上と販路拡大事業 河野修税理士事務所
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56 2643210267 株式会社出田産業
配管ネジ耐震耐久加工技術に対応した製造ラインの確立及び競
争力強化

熊本銀行

57 2643210270 株式会社シスウェーブ クラウド設計環境を用いた半導体設計サービス事業の開発
公益財団法人くまもと産業支
援財団

58 2643210285 有限会社あらき石材 お墓と墓地のリフォーム及び再利用等によるソリューション事業 熊本信用金庫

59 2643210289 有限会社ＫＯＵＳＯＫＵ 測量技術を活用した空中写真撮影と３Ｄ写真の作成と編集 熊本信用金庫

60 2643210290 株式会社蜂の郷にしおか 養蜂家の顔が見える国産蜂蜜ブランドの構築 肥後銀行

61 2643210292 株式会社平家屋 国内と海外へ向けた「和食」の販路拡大事業 河野修税理士事務所

62 2643210293 ホープ印刷株式会社 『学術論文校閲サービス』開始による自社の特殊技術の活用と九
州全域への市場拡大について

公益財団法人くまもと産業支
援財団

63 2643210294 有限会社小川印刷
現像レスプレートで環境にやさしいものづくりの実現と製品の提
供。

熊本市託麻商工会

64 2643210297 株式会社ベジタ 働く女性のための低温真空調理惣菜事業 熊本県信用組合

65 2643210301 有限会社前田水産
水俣産ちりめん加工施設の省エネ・多用途活用・食の安全対策
による経営基盤強化

水俣商工会議所

66 2643210305 合資会社甲斐商店 熊本県産米粉のＰＲを兼ねた米粉菓子の販路拡大事業 河野修税理士事務所

67 2643210307 天草池田電機株式会社 無電極ランプを用いた照明器具の開
公益財団法人くまもと産業支
援財団

68 2643210311 福岡金網工業株式会社 狩猟者の安全を確保する新型箱罠の開発・販売と工場稼働率の
向上

株式会社富士経営

69 2643210313 有限会社天草民報社 オンデマンド印刷事業による販路拡大と収益の向上 株式会社ＧＩＭＳ

70 2643210314 株式会社不二宮製作所 伸縮アームを用いた立体構造物の開発研究 福岡銀行

71 2643210315 株式会社秋吉 コーナー保育に特化した畳のデザイン開発と生産ラインの構築 小室三男税理士事務所
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