
（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 2743110001 熊本県 有限会社あすなろ印刷 4330002015793
コピー（少人数）と印刷（大人数）の隙間を狙った、デジ
タル印刷参入のための印刷機導入

富永税理士事務所

2 2743110002 熊本県 株式会社フリーダム 6330001010793
半導体製造装置部品等の高精度加工技術の導入によ
る高精度化・低コスト化の実現

株式会社エフアンドエム

3 2743110003 熊本県 櫻井精技株式会社 9330001013570
電気自動車に搭載される電子回路基板等の製造装置
の設計・製造計画

税理士法人未来税務会計事務所

4 2743110004 熊本県 株式会社印刷センター 4330001015381
生産性向上と競争力強化のため最新印刷機（エンスロ
ン２６）導入

天草信用金庫

5 2743110005 熊本県 有限会社川北製作所 4330002018417
自動組立機等の金属部品の樹脂化に対応する切削技
術の確立による競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

6 2743110006 熊本県 ネクサスプレシジョン株式会社 5330001009481
５軸マシニングセンタ導入で難削材精密金型の加工プ
ロセス改善による競争力強化

商工組合中央金庫

7 2743110007 熊本県 明和工業株式会社 7330001004646
耐震・免震物件および木と鋼を組み合わせた構造物に
対応する特殊溶接技術の実現

熊本商工会議所

8 2743110008 熊本県 タカムラ・エンタープライズ株式会社 1330001010286
デザイン性に優れ、高精度なソフトクリームコーン用焼
成金型の事業化

熊本銀行

9 2743110011 熊本県 三重津田電器産業株式会社 2330001009690
新素材を使用した消毒用ディスポ医療用品の専用成形
機の導入

荒木公認会計事務所

10 2743110012 熊本県 有限会社坂本石灰工業所 1330002021357 医薬向けイージーピール包装技術の開発 商工組合中央金庫

11 2743110013 熊本県 有限会社高見商店 2330002026033
マイクロナノバブル洗浄と瞬間冷凍技術による規格外
果物の利活用

八代商工会議所

12 2743110016 熊本県 株式会社メディーズ 2260001015779
ＣＡＤ／ＣＡＭ縫製機器類導入による生産プロセスの革
新及び製販一体化

新居合同税理士事務所

13 2743110019 熊本県 有限会社永田製作所 7330002019791
ネットワーク対応型最新モデル加工機の導入とバリ取り
工程の自動化による製造工程プロセスの革新計画

熊本第一信用金庫

14 2743110021 熊本県 有限会社阿部牧場 5330002022772
当社ブランド「ＡＳＯ ＭＩＬＫ」牛乳の品質管理体制強化
事業

肥後銀行

15 2743110023 熊本県 ＮＳＳ九州株式会社 3330001006902
バラスト水処理システム等の浄化装置プラズマシステ
ムの設計・製造

熊本市託麻商工会

16 2743110024 熊本県 株式会社くまさんメディクス 6330001001256
最新ハーネス加工設備導入による生産プロセスの改善
と競争力強化事業

肥後銀行

17 2743110025 熊本県 有限会社榮真 4330002021296
多品種少量化する２輪車部品製造工程における最新モ
デル設備を用いた革新的生産技術開発事業

熊本銀行

18 2743110029 熊本県 株式会社オーケープランニング 6330001021196 低価格な重量チェッカー機能付き台秤の開発 尾場瀬輝雄税理士事務所

19 2743110030 熊本県 タイコー精機有限会社 2330002018261
半導体・液晶製造装置の大型化に伴い、大型 部品の
高精度、低コスト加工の実現

金沢千秋税理士事務所

20 2743110033 熊本県 株式会社福岡建設合材 9330001017588
人工ゼオライトの価格低減に必要な製造技術開発のた
めの分析機器等の導入

公益財団法人くまもと産業支援財
団

21 2743110034 熊本県 株式会社ユウキ精研 8330001010635
医療関連事業分野の新規参入を目的とした金型の高
精度技術の確立

公益財団法人くまもと産業支援財
団

22 2743110035 熊本県 株式会社美加川製作所 1330001010328 顧客ニーズに対応できる多機能真空熱処理装置導入 りそな銀行

23 2743110036 熊本県 株式会社オカザキ 8330001009363
鉄板塑性加工機導入による生産性向上と競争力強化
の実現

公益財団法人くまもと産業支援財
団

24 2743110037 熊本県 株式会社熊防メタル 8330001005528
ＩｏＴを活用した表面処理製造業の品質トレーサビリティ
の構築

商工組合中央金庫

25 2743110038 熊本県 株式会社マツシマ 8330001004356
有機ＥＬ市場の需要拡大に向けたマシニングセンタの
導入

商工組合中央金庫

26 2743110039 熊本県 株式会社中九州金属工業 6330001008656
高速・高精度ベンディングマシンの導入による生産性向
上と受注拡大

杉山直樹

27 2743110040 熊本県 株式会社ダイチ 1330001012084
ファイバーレーザ複合マシン導入による高効率な工程
統合及び一元加工の実現

肥後銀行

28 2743110041 熊本県 有限会社アイテック 5330002025156
半導体製造装置産業進出に向けた高精度マシニング
加工技術開発事業

熊本銀行
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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

29 2743110042 熊本県 山下機工株式会社 5330001016016
ネットワークおよび各種管理システムの導入による生産
工程の見える化

公益財団法人くまもと産業支援財
団

30 2743110043 熊本県 株式会社ケイ・エス・アール 7330001000901 ３次元ＣＡＤ設計による横ピロー式包装機の試作開発 商工組合中央金庫

31 2743110044 熊本県 熊本防錆工業株式会社 8330001001584
高精細リードフレームへの高精度めっき技術の確立と
製造・販売の拡大

商工組合中央金庫

32 2743110046 熊本県
栄光デザイン＆クリエーション株式
会社

2020001019580
熊本工場の試作事業の強化のための小型マシニング
センタ等の導入

髙栁和浩

33 2743110047 熊本県 西田鉄工株式会社 6330001012889
型鋼ひずみ矯正装置の導入によるビルドアップ型鋼の
内製化

公益財団法人くまもと産業支援財
団

34 2743110048 熊本県 合資会社緑屋本店 3330003004243
Ｈ＆Ｃニーズに対応した発酵食品の高付加価値化に向
けた充填工程の整備事業

肥後銀行

35 2743110051 熊本県 株式会社城野印刷所 5330001002370
インターネットの活用による写真館等に対する新たなコ
ミュニケーションツールの提供

商工組合中央金庫

36 2743110052 熊本県 有限会社そのや 1330002006060
県内初！可搬式電熱焼成機による「新せんべい」開発
と市場展開

熊本市託麻商工会

37 2743110053 熊本県 株式会社古今堂 8330001012383 １５９２ファクトリー新工場建設事業計画 肥後銀行

38 2743110054 熊本県 株式会社農業法人明るい農村天水 6330002022433
みかん加工品の付加価値強化による地域貢献と販路
拡大事業

商工組合中央金庫

39 2743110055 熊本県 株式会社峯樹木園 1330001009502
冬虫夏草サナギタケの生産性向上と機能性検証による
ブランド力強化

肥後銀行

40 2743110057 熊本県 海勇水産株式会社 7330001020585
九州初の年中営業で夏に牡蠣文化を創造！牡蠣小屋
ＦＣを実現する設備の増強

熊本信用金庫

41 2743110058 熊本県 株式会社ボーイ 1330001004197
五感を通じて非日常を体感するグループ連携ビューティ
テーマパークの創造

熊本商工会議所

42 2743110059 熊本県 株式会社金剛設備工業 6330001014596 最新３Ｄ－ＣＡＤ導入による労働生産性の効率化 商工組合中央金庫

43 2743110060 熊本県 南九州コンクリート株式会社 9330001014098
リアルタイム在庫管理システムの導入によるコンクリー
ト製品のワンストップサービス化

肥後銀行

44 2743110061 熊本県 株式会社葉山 4330001016867
「無農薬イチゴ」の販路開拓とブランド構築の為の試作
品開発

原誠也税理士事務所

45 2743110064 熊本県 有限会社ヤヒロ広告社 6330002010826
高精度カッティングマシン導入による、看板の環境負荷
軽減と店づくりユニオンの結成

熊本市託麻商工会

46 2743110066 熊本県 河津酒造株式会社 1330003002728
新陳代謝型設備投資による新規市場開拓、売上促進を
目的とする支援事業

小国町商工会

47 2743110067 熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111
高品質オーガニック国際フェアトレード認定化粧品の商
品化

税理士法人ユース会計社

48 2743110068 熊本県 株式会社松中土建 7330001013952
地盤調査のスピーディー化と正確性、及び軟弱地盤の
高度化地盤改良事業

熊本銀行

49 2743110069 熊本県 株式会社協和印刷 4330001016108
高機能プリンター導入による個人出版同人誌や自分史
の印刷製本等の受注事業

あさぎり町商工会

50 2743110071 熊本県 株式会社ステラ 4330001020919
動物病院における革新的サービス確立のための内視
鏡設備導入

税理士法人ユース会計社

51 2743110073 熊本県 有限会社ユニックス 5330002025783
ダイレクト印刷技術導入による小ロット受注に対応した
販路拡大、海外展開事業

八代商工会議所

52 2743110074 熊本県 歯科処神崎              
歯科補綴物製作全過程の「電子化」「見える化」「迅速
化」の実現

和水町商工会

53 2743110076 熊本県 株式会社啓文社 4330001010969 環境意識の高い顧客ニーズに応える環境保全印刷
公益財団法人くまもと産業支援財
団

54 2743110078 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
設備増力化による生産性向上と顕在化しつつある顧客
ニーズへの対応

税理士法人近代経営

55 2743110079 熊本県 有限会社永田製パン工場 6330002007558
「焼成冷凍パン」の品質・生産性・売上の向上に資する
設備導入

税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

56 2743110080 熊本県 株式会社山内本店 7330001009249
世界に一つ！提案型オリジナル調味料の開発サービス
に向けた設備導入

肥後銀行

57 2743110082 熊本県 株式会社フレッシュ工房 8330001016640
顧客ニーズの高い新規「惣菜キット事業」参入による付
加価値及び賃金の向上

肥後銀行

58 2743110084 熊本県 株式会社村上観光 3330001004609
中小企業向け！企画～製造までのオリジナルグッズ少
量生産サービス

熊本銀行
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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

59 2743110085 熊本県 有限会社内田自動車工業 4330002027038 大型自動車専用の指定自動車整備工場への事業展開 上原治

60 2743110086 熊本県 株式会社ベルクミート 2330001009682
最新モデルの活用による生産効率の向上及び他社に
ない商品化の開発

公益財団法人くまもと産業支援セ
ンター

61 2743110087 熊本県 株式会社栄泉測量設計 4330001000482
高精度非接触３次元計測システムを用いた維持管理
サービスの提供

肥後銀行

62 2743110088 熊本県 株式会社紙弘 3330001000830
業務革新システム導入による取引先支援及び社内の
業務効率化計画

肥後銀行

63 2743110089 熊本県 ひかる歯科ちえこども歯科              
感染予防・安心安全対策の確立と革新的な小児矯正シ
ステムの構築および診断結果の見える化

熊本商工会議所

64 2743110090 熊本県 株式会社アマーサ 4330001015423 モリンガ生葉の洗浄機及び乾燥機の導入 上天草市商工会

65 2743110091 熊本県 株式会社コムセンス 3330001008485 訳あり柑橘の高品質ドライフルーツの製造販売 熊本商工会議所

66 2743110093 熊本県 やけいし歯科              
不可視患部の高精度「見える化」による 革新的歯科治
療

永松浩樹税理士事務所

67 2743110094 熊本県 もとまつ歯科クリニック              
介護者が装着・脱着しやすいハイブリッド義歯の開発に
よる介護現場の改善事業

ザグ・インスティチュート有限会社

68 2743110095 熊本県 沢木歯科              
セラミック歯冠の高度内製化による歯科治療の時間短
縮と顧客満足度の向上

ザグ・インスティチュート有限会社

69 2743110096 熊本県 株式会社イフリート 4330001008823
全国宅配型のテント天幕・横幕等のクリーニングサービ
ス事業

熊本銀行

70 2743110097 熊本県 たなか歯科              
歯根移動を立体的に把握できる高精度 ３Ｄデジタル矯
正治療の実現

ザグ・インスティチュート有限会社

71 2743110098 熊本県 くきた歯科クリニック              
『見える治療』『見せる医療』の充実と、安全で高度な歯
科治療の提供

熊本商工会議所

72 2743110099 熊本県 肥後製油株式会社 1330001009493
多品種変量生産に伴う製造内川下（充填・ラベリング）
工程の生産プロセスの開発

肥後銀行

73 2743110100 熊本県 イケダ食品株式会社 2330001000278
佃煮及び惣菜加工品の生産ライン構築と品質及び生産
性向上

熊本商工会議所

74 2743110101 熊本県 株式会社ミート丸真 3330001005326
顧客要求事項に合った、高付加価値新商品を製造販
売するための生産ラインの構築

熊本商工会議所

75 2743110103 熊本県 株式会社久保田 2330001001251
新鋭設備の導入による鋼板の切断・スリット省力化計
画

島崎会計事務所

76 2743110105 熊本県 株式会社九州エバーロイ 3140001068490
高精度マシニングセンター導入による超硬合 金の超精
密切削加工技術の確立

公益財団法人くまもと産業支援財
団

77 2743110106 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ 1330001013553
３Ｄデータを活用した治具作成における品質向上システ
ムの導入

井本税理士事務所

78 2743110107 熊本県 株式会社アドヴァンス 2330001000170
ⅠｏＴ設備と最新型曲げ機械設備の導入に よる品質と
生産プロセス革新計画

公益財団法人くまもと産業支援財
団

79 2743110108 熊本県 マナスクリーン株式会社 5330001004391
多様な複合印刷による新たな付加価値の追求―スク
リーン印刷の新たな展開と事業化

肥後銀行

80 2743110109 熊本県 株式会社ソリューション 8330001016962
産業用ロボットの高品位化に資するための、生産活動
の更なる効率化

株式会社エフアンドエム

81 2743110110 熊本県 株式会社エコファクトリー 5330001007386
ハイブリッド型空調と複合する高効率外気処理システム
の実用化

浅枝公認会計士事務所

82 2743110111 熊本県 株式会社ホワイトボックス 6330001009010
自動縫製機器導入による収益性の向上のためのオー
ダーカーテン縫製の内製化

公益財団法人くまもと産業支援財
団

83 2743110112 熊本県 株式会社名古屋精密金型 1180001092844
最新型放電加工機導入による高精密加工と生産プロセ
ス革新の実現

大垣共立銀行

84 2743110113 熊本県 株式会社ＦＳＣＥ 8330001019817
新規高機能レジスト開発における塗布性能向上と品質
保証体制の確立

公益財団法人くまもと産業支援財
団

85 2743110115 熊本県 九州三永金属工業株式会社 4330001011414
次世代自動車や先端医療に貢献するファイバーレー
ザーによる微細穴加工技術開発事業

肥後銀行

86 2743110116 熊本県 神田工業株式会社 9140001058321
自動車産業と産機産業への市場拡大を実現する為の
設備投資

公益財団法人くまもと産業支援財
団

87 2743110118 熊本県 株式会社富田鉄工 8330001010841
設計から組立まで一元化できる強みを生かした３次元
対応の生産システムの確立

商工組合中央金庫

88 2743110119 熊本県 株式会社ユーエムテック 7330001012830
医療機器部品等の高精度化のための工程刷新による
生産体制強化

株式会社エフアンドエム
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89 2743110120 熊本県 株式会社中木戸鉄工 7330001003326
新型切断機導入による生産量向上及び人材育成・技術
力強化事業

熊本銀行

90 2743110123 熊本県 有限会社寺本製作所 6330002021088
日本の将来を担う金型製造の新加工方法と工程改善
による売上拡大計画

熊本中央信用金庫

91 2743110124 熊本県 新和精機株式会社 3330001015201
燃料電池車部品用金型の高硬度金属加工における生
産プロセスの革新

田河定茂税理士事務所

92 2743110128 熊本県 株式会社エムイ－エス 7330001009125
最新モデル大型５面加工マシニングセンタ－の導入に
よる収益強化

商工組合中央金庫

93 2743110130 熊本県 池田屋醸造合名会社 7330003001022
伝統的な麹蓋製麹法による健康志向の粉麹の開発と
量産化

熊本商工会議所

94 2743110133 熊本県 株式会社コッコファーム 8330001016913
オンリーワンの「自社生産卵」を使用した革新的な健康
食品開発事業

熊本銀行

95 2743110135 熊本県 株式会社シマヅテック 3330001012710
難削材の高精度高効率複合加工技術開発による競争
力強化事業

肥後銀行

96 2743110139 熊本県 多良木プレカット協同組合 2330005008268
低炭素化社会の実現に向けた無垢オリジナル木製家
具等の商品開発

熊本第一信用金庫

97 2743110141 熊本県 有限会社パリッシュ 4330002027005
半導体市況に合わせた補強板の大型化と量産体制構
築

公益財団法人くまもと産業支援財
団

98 2743110142 熊本県 株式会社アラオ 4330001008666
ＩｏＴを活用した高精度部品製作の品質管理向上と生産
性向上

坂田会計事務所

99 2743110143 熊本県 株式会社ツツミ 2330001010839 鋼材販売事業付加価値向上による競争力強化事業 肥後銀行

100 2743110144 熊本県 三晃精機株式会社 4330001009400
新型レーザー溶接機導入による薄板ステンレス製品の
高品質化

商工組合中央金庫

101 2743110146 熊本県 有限会社鹿本金型機工 1330002018403
高速微細加工機＋ＣＡＤＣＡＭ＋３次元測定機連動シス
テム導入による超硬合金切削加工技術の確立

肥後銀行

102 2743110147 熊本県 株式会社ヒューマン 2330001009286
開発～生産出荷までの リードタイム短縮によるＩｏＴ市
場の攻略

公益財団法人くまもと産業支援財
団

103 2743110151 熊本県 有限会社サカイ折箱工芸 4330002013442
円形折箱製造用高周波接着機導入による新商品開発
とサービス・受注力強化事業

熊本商工会議所

104 2743110152 熊本県 有価物回収協業組合石坂グループ 9330005001092
Ｉｏ Ｔ管理システムを用いた将来性のある作業全自動化
への追求

福島哲治

105 2743110153 熊本県 株式会社緒方生コン 8330001009603 生コンハイクオリティー生産計画 税理士法人熊本東会計センター

106 2743110154 熊本県 有限会社ながまつ 9330002024600
老舗呉服店が取り組む女性の美をテーマにしたワンス
トップサービスでの思い出記念日作りの提案

宇土市商工会

107 2743110155 熊本県 株式会社緒方建設 1330001009601 高度情報化施工プロジェクト 税理士法人熊本東会計センター

108 2743110157 熊本県 株式会社共同 6330001009308
食肉加工製品のガス充填包装方式導入による生産合
理化

熊本銀行

109 2743110158 熊本県 有限会社太陽住宅設備 9330002030268
リフォーム工事におけるプレゼンシステム構築及び一
体化されたＷＥＢの形成

人吉商工会議所

110 2743110159 熊本県 高呂木畳店              
薄畳を活用した「モダン洋室」へのリフォーム提案によ
る新たな需要開拓

山都町商工会

111 2743110160 熊本県 サンフラワーデンタルクリニック              
見える治療・予防で歯科医療革命！ むし歯・歯周病の
ないクリニックへ

税理士法人近代経営

112 2743110161 熊本県 大坂総合歯科              
口腔内血管への細菌侵入をミクロレベルで防ぐ患者の
安全性を高めた高度滅菌治療の実現

永松浩樹

113 2743110162 熊本県 松田歯科クリニック              
歯科技工の内製化による包括的な歯科医療の提供と
競争力の強化

税理士法人近代経営

114 2743110163 熊本県 三輪工業              
角ダクト成型機導入による下請け企業から提案型企業
への変革

大津町商工会

115 2743110164 熊本県 有限会社旭化工機 7330002000330
塩ビ加工の罫書き・切断システムの導入による工程短
縮モデルの構築

熊本中央信用金庫

116 2743110165 熊本県
株式会社ライジングアドバンス テクノ
ロジー

3010001112410
大気圧プラズマを応用した種子、穀物等の殺菌処理装
置の開発・製作

八千代銀行

117 2743110169 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841 最新の全自動摩砕機の導入による品質レベルの向上 菊池市商工会

118 2743110170 熊本県 有限会社エイペックス 2330002001333
果物・野菜の規格外品を使ったフローズンフルーツと
スープの製造販売

肥後銀行

4



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

119 2743110171 熊本県 株式会社吉永産業 2330001004857
革新的な工法による低価格で、安全・安心な高齢者住
宅開発

商工組合中央金庫

120 2743110172 熊本県 有限会社たまきな建設 4330002021057 災害予防ニーズに対応する情報化施工の展開 玉名商工会議所

121 2743110174 熊本県 オートスタジオリズ              
環境に配慮した次世代自動車に対応するための最新
設備の導入

赤塚智哉

122 2743110175 熊本県 前田畳店              
医療・介護施設向けストレスレスな畳の開発と販路拡大
事業

山鹿商工会議所

123 2743110177 熊本県 青紫蘇農場株式会社 6330001009506
業務用大葉の生産効率強化による地力活性貢献と販
路拡大事業

橋本一郎税理士事務所

124 2743110178 熊本県 株式会社フジバンビ 4330001004079 最新設備導入による 高度生産型製造への転換計画 三隅英明税理士事務所

125 2743110179 熊本県 株式会社テレビ熊本 5330001003121 ローカルテレビ局が生き残るためのＷＥＢの利活用 古川雅敏

126 2743110180 熊本県 有限会社レグルス 6330002024974 運転代行配車アプリ開発による経営の安定化 美里町商工会

127 2743110181 熊本県 フロンティアビジョン株式会社 3330001010771
中小企業経営の見える化をクラウドとＩｏＴで実現する試
作製品開発

大山裕史税理士事務所

128 2743110182 熊本県 サンワアルティス株式会社 3330001009855
熊本のオーガニック食材を使用した商品開発 および販
売の事業化

大津町商工会

129 2743110183 熊本県 株式会社みさと 5330001013384
環境循環型サービス『あ助ゼロ・エミッションサイクル』
の新構築

美里町商工会

130 2743110184 熊本県 原口製菓株式会社 4330001010192
インバウンド需要に対応した菊池の伝統菓子「松風」の
リニューアル事業

菊池市商工会

131 2743110185 熊本県 シントワールド株式会社 8330001013605
ホテル用アメニティチューブ型歯磨き粉製造の生産性
向上と新商品展開

株式会社ＶＩコンサルティング

132 2743110186 熊本県 亀萬酒造合資会社 8330003003736
“醪・搾り”工程の改善および“微発泡純米酒”等の研究
開発・新商品化

肥後銀行

133 2743110191 熊本県 通宝海苔株式会社 4330001003023
ふりかけ等に使用する原材料味付け加工の生産性向
上と安全対策

熊本銀行

134 2743110203 熊本県 橋本醤油合資会社 2330003000680
高度衛生管理手法（ＨＡＣＣＰ）に対応した発酵食品製
造工程の整備

肥後銀行

135 2743110205 熊本県 有限会社真和ステンレス工業 8330002005295
最新パンチ・レーザ複合マシンの導入による短納期・高
品質化並びに新規顧客への進出

商工組合中央金庫

136 2743110206 熊本県
グリーンサイエンス・マテリアル株式
会社

4330001007602 スイゼンジノリのテスト培養プラントの製作 飯田敏晴税理士事務所

137 2743110207 熊本県 井手上精機有限会社 3330002015976 ロボット駆動部品生産の高精度化と高効率化事業 肥後銀行

138 2743110210 熊本県 大久保巧芸株式会社 6330001006412
高性能システムによる製造工程の効率化・生産性の向
上で　競争力強化を実現

熊本銀行

139 2743110211 熊本県 株式会社松正 5330001008905
新規の顧客開拓のための和洋菓子の試作開発と量産
化

熊本商工会議所

140 2743110215 熊本県 岩田建設株式会社 1330001013074
情報化施工ＭＧ技術導入生産性向上と新工法導入に
よる経営の革新

美里町商工会

141 2743110216 熊本県 ナカヤマ精密株式会社 2120001117589 １．	型彫り放電加工機における自動化システムの構築 商工組合中央金庫

142 2743110218 熊本県 株式会社トライスト 8330001010296
地方創生に貢献する３次元印刷技術導入による魅力度
の高いご当地ＰＲ製品開発事業

肥後銀行

143 2743110219 熊本県 株式会社不二宮製作所 2330001011671 災害時における避難仮設空間の開発 福岡銀行

144 2743110220 熊本県 有限会社永田樹脂加工 8330002007564 三次元樹脂加工ＣＡＤＣＡＭシステム導入 税理士法人ひまわり

145 2743110221 熊本県 幸の国木材工業株式会社 8330001010263
木材強度測定（グレーディングマシン導入）による品質
向上、生産性向上、および販路拡大計画

税理士法人未来税務会計事務所

146 2743110222 熊本県 不二精密工業株式会社 6330001009679
ＮＣ旋盤複合機のＩｏＴによる精密ナット生産プロセス革
新と障がい者雇用戦力化事業

肥後銀行

147 2743110224 熊本県 有限会社緒方製作所 8330002001798
大型高精度ワイヤ放電加工機導入によるワンストップ
化事業

熊本第一信用金庫

148 2743110228 熊本県 有限会社陽光 7330002018942
最新モデルの電動射出成形機を用いた高付加価値樹
脂部品の技術開発

公益財団法人くまもと産業支援財
団
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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

149 2743110230 熊本県 塩山食品株式会社 3330001011745
“南関あげ（小）”投入ロボットの導入による省力化及び
生産性向上計画

南関町商工会

150 2743110231 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941
褥瘡の開放性湿潤療法用孔あきシリコーンシートの事
業化

公益財団法人くまもと産業支援財
団

151 2743110232 熊本県 笑園              
次世代養液土耕装置ゼロアグリ導入によるミニトマトの
通年安定出荷及び棚持ちの改善

熊本信用金庫

152 2743110234 熊本県 株式会社オジックテクノロジーズ 9330001000692
次世代パワーデバイス搭載基板に対応した無電解Ａｇ
めっきの技術開発とライン敷設

肥後銀行

153 2743110237 熊本県 天草池田電機株式会社 7330001015404 水銀を使用しない無電極ランプ製造装置の導入
公益財団法人くまもと産業支援財
団

154 2743110239 熊本県 ワールドグリーン株式会社 6330001004993
他社にない花器製造プロセスの確立による新商品の開
発

肥後銀行

155 2743110240 熊本県 今建重機株式会社 6330001016345
建設工事の測量から機械施工までのＩＣＴ化による、品
質向上と他社競争力の強化

森瀬敏明税理士事務所

156 2743110245 熊本県 株式会社かもめ印刷 1330001000832
新しい印刷技術追加による新しい市場進出（ＭＩＣＥ、観
光）について

肥後銀行

157 2743110246 熊本県 デンタルラボウエダ              
デジタル技術導入による生産性の向上および独自技術
“咀嚼補綴物”の販路拡大

玉名商工会議所

158 2743110249 熊本県 株式会社頂 1330001008520 有機微生物培養液（バイオゴッド）の量産化体制の確立
公益財団法人くまもと産業支援財
団

159 2743110253 熊本県 株式会社ワイズ・リーディング 4330001007809
医療分野における患者安全向上のための見守りシステ
ムの研究開発

公益財団法人くまもと産業支援財
団

160 2743110254 熊本県 ＴＲＡＩＬＥＲ－ｓｈ              
子育てママ向けオーダーシャツブランド“ＧＯＧＡＫＵ”の
設立と新たなマタニティウエアーの提案

阿蘇市商工会

161 2743110261 熊本県 こやなぎ歯科医院              
３Ｄデータを活用した高難易度インプラント治療サービ
スの提供

税理士法人ＰＦＡ

162 2743110263 熊本県 株式会社オージャス 3330001020738
女性に特化したオンリーワンのボディサポート一サービ
ス体制の構築

熊本銀行

163 2743110269 熊本県 有限会社オオツボ 2330002030043
小規模型廃棄乳処理設備の開発による高収益型畜産
体制の構築

木永博昭税理士事務所

164 2743110270 熊本県 熊本交通運輸株式会社 3330001010887
集客アップのための「革新的循環型ビジネスモデル」の
構築

肥後銀行

165 2743110271 熊本県 株式会社エア・カメラ 9330001022431
３６０度ＶＲ映像技術を活用した映像コンテンツ制作事
業の開発

山口勝則公認会計士事務所

166 2743110272 熊本県 株式会社ＰＴＣ 8330001021120
３Ｄ－ＣＡＤを使用した、３次元専門設計受託体制の構
築

肥後銀行

167 2743110275 熊本県 淡路機材株式会社 9330001000239
各種端末機の連携による先駆的な管工事材料の管理
と営業体制の強化

肥後銀行

168 2743110286 熊本県 臣歯科診療所              
先端精密治療機器導入による高度歯科治療の提供、
患者満足度の向上

熊本銀行

169 2743110288 熊本県 株式会社天使の翼 2330001017363
管理システム導入による、障がい者支援サービスの向
上事業

赤塚智哉税理士事務所

170 2743110290 熊本県 株式会社ナインデザイン 2330001006944
介護接遇マナーカードの製作による介護事業の人材育
成支援への参入

熊本銀行

171 2743110293 熊本県 株式会社環境と開発 5330001003245 クラウド型竹林情報管理システム試作開発事業 熊本第一信用金庫

172 2743110296 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984
３Ｄレーザスキャナによる測量業務の省力化と測量精
度の大幅な向上

熊本銀行

173 2743110298 熊本県 株式会社美里環境 4330001018896
新輸送体制構築・余剰人的資源を上水道管理システム
新事業に展開

美里町商工会

174 2743110300 熊本県 有星機材株式会社 2330001010797
鉄筋端材を再利用し耐震補強材である「あと施工アン
カー／差筋アンカー」へ加工・製造・販売事業

松山優喜税理士事務所

175 2743110302 熊本県 有限会社豊和精機 2330002009509
複合加工機の導入による加工時間の短縮、製品精度
の向上と人材育成

西岡経営管理事務所

176 2743110303 熊本県 有限会社現代ステンレス工業 1330002015821
手作業工程の集約化による、 受注対応能力の強化と
生産能力の向上。

公益財団法人くまもと産業支援財
団

177 2743110305 熊本県 タイコーテクニクス株式会社 1330001018288
高汎用・高デザイン・低価格なオーディオアクセサリー
の開発・製造

西岡隆

178 2743110307 熊本県 繊月酒造株式会社 6330001016007
県産農産物を使ったリキュール開発及び生産工程の改
善

川上会計事務所
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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

179 2743110308 熊本県 平田木工所              
切削技術の高度化で挑戦する「知育に繋がるキッズ
コーナー」の新提案

熊本銀行

180 2743110309 熊本県 豊田実業株式会社 2330001014369 長尺物薪割り機械開発事業 水俣商工会議所

181 2743110312 熊本県 株式会社福田農場ワイナリー 1330001014403
搾汁ラインの改善による生産性向上と果皮残さを利用
した高付加価値素材の試作開発

森山英治税理士事務所

182 2743110315 熊本県 共立機械製作所株式会社 9021001015976
パワー半導体用基板構成部品の溶融接着用「アルミ薄
膜」製造における静電気除去技術を用いた打抜き自動
化

荒尾商工会議所

183 2743110318 熊本県 株式会社九州プレシジョン 5290001055150
ＩｏＴを活用した生産工場業務効率化と高品質製造の持
続化

公益財団法人くまもと産業支援財
団

184 2743110321 熊本県 いまさき歯科医院              
無麻酔可能なレーザー装置とマイクロ装置を活用した
小児歯科治療サービスの展開

税理士法人ＰＦＡ

185 2743110325 熊本県 株式会社ひまわり石工 5330001012205
カラー・３Ｄプリンターでイメージ革新、オリジナル墓石
の提案

熊本銀行

186 2743110332 熊本県 株式会社プレシード 3330001012727
機械装置設計製造における全ての工程の３次元化によ
る圧倒的な効率アップ

松田中行税理士事務所

187 2743110334 熊本県 株式会社野毛電気工業 8020001006656
金属拡散防止接合層の湿式めっきによる革新的製膜
技術の開発

税理士法人ユース会計社

188 2743110336 熊本県 ネクサス株式会社 2330001011754
軽量化合金の品質安定を確保する金型加工技術の高
機能化

商工組合中央金庫

189 2743110338 熊本県 有園義肢株式会社 3330001013485
足底装具、インソール製作へのＣＡＤ／ＣＡＭシステム
の導入

熊本銀行

190 2743110342 熊本県 株式会社旭製作所 1330001018362
電気式自働真空成型機を用いた高精度溶出容器の製
造

河野公認会計士事務所

191 2743110343 熊本県 株式会社旭セミコン 3330001011794
ＣＡＤ／ＣＡＭを搭載した最新型マシニング機の導入に
より高精度研削加工を社内で確立する

河野公認会計士事務所

192 2743110344 熊本県 株式会社グッドビレッジ 3330001019887 九州産原料を主原料とするソフトクッキーの増産 熊本信用金庫

193 2743110345 熊本県 九州オルガン針株式会社 9330001011533 自社技術の高度化による医療用針等の製品開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

194 2743110347 熊本県 エム・テクニック株式会社 9120101043398
強制薄膜式マイクロリアクターの小型装置製作におけ
る生産性向上

柏之雄
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