平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 採択案件一覧（７５件）
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2644110001 大分県

由布合成化学株式会社

ガラス製部品のプラスチック化による生産性の向上と他社との
商工組合中央金庫
差別化

2644110002 大分県

有限会社アサヒ産業

荷役機構の改善における物流システムの効率化について

2644110003 大分県

株式会社クニナリ

最新鋭のフレキシブルバリ取り機の導入による生産性向上・作
公益財団法人大分県産業創造機構
業者負担低減の実現

2644110004 大分県

株式会社スミテック

次世代ＣＮＣパイプ曲げ機の導入による原価コスト低減と納期
宇佐商工会議所
短縮の実現

2644110006 大分県

宇佐パン粉有限会社

フルオート色彩選別機の導入による生産効率アップで新商品
宇佐商工会議所
の販路拡大を実現

2644110007 大分県

佐伯印刷株式会社

全自動４クランプ無線綴機の導入による生産性向上・コスト低
公益財団法人大分県産業創造機構
減の実現

2644110008 大分県

株式会社環境整備産業

パーフェクトな機密文書溶解システム事業の構築

2644110009 大分県

株式会社ホックス

電子部品手挿入作業の自動化（ロボット化）による生産効率Ｕ
大分銀行
Ｐ

2644110010 大分県

有限会社亀の甲

転倒殺菌装置および連結する急冷設備導入による進化した甘
大分銀行
酒製造ラインの構築

2644110013 大分県

株式会社インタフェース

製品の耐環境性対策のためのコーティング装置導入

2644110014 大分県

二豊味噌協業組合

希少原料を使用可能にする新たなだし入りみそ加熱殺菌装置
大分銀行
の導入

2644110015 大分県

二豊醤油協業組合

小ロット多品種製造に対応した迅速分析システムの確立によ
る生産性向上

大分銀行

2644110018 大分県

株式会社トライテック

出銑口面削り装置の開発

大分銀行

2644110019 大分県

大成木材株式会社

効率的な素材生産のための高性能林業機械（多機能フェラー
商工組合中央金庫
バンチャ）の導入

2644110020 大分県

株式会社中川機器製作所

ＨＩＮＧＥ－ＲＥＩＮＦ ＡＳＳＹ＿ＬＨの量産化に向けた溶接ロボット
商工組合中央金庫
システムの構築

2644110021 大分県

株式会社みらい蔵

各種監視装置による農産物栽培リアルタイムサポートシステ
ムの開発

2644110023 大分県

株式会社三浦造船所

３００ｔフレームベンダーの設備投資によるコスト削減と生産性
北九州銀行
向上

2644110024 大分県

株式会社トライ・ウッド

ＮＣルーター木材加工機による新規商品開発

2644110025 大分県

株式会社岩田鐵工所

我が国の社会インフラ整備に貢献する６ｍ超長尺ロール加工
福岡銀行
技術開発事業

2644110026 大分県

豊洋精工株式会社

高測定精度を有した測定機導入による品質保証体制の確立と
公益財団法人大分県産業創造機構
作業者負担低減の実現

2644110028 大分県

フンドーキン醤油株式会社

微酸性電解水での製造器具類の殺菌による製造環境の改善 大分銀行

2644110030 大分県

ウッドプラス中津事業協同組合

集成材製造工程の革新とデザイン・インによる高付加価値木
質材料の開発

大分銀行

2644110032 大分県

木本機器工業株式会社

マシニング加工機及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による製品コスト低
減と短納期化

大分銀行

2644110034 大分県

シェルエレクトロニクス株式会社

脊髄損傷者等患者向け自己導尿支援及び局部観察装置の製
公益財団法人大分県産業創造機構
品版の開発

2644110039 大分県

株式会社ブライテック

３次元ワイヤリングＣＡＤを活用した見える化による制御盤の
品質・生産性向上

2644110040 大分県

エム・シー通商株式会社

品質の「見える化」を伴ったフォークリフトバッテリー再生サービ
株式会社エフアンドエム
スの他地域展開

佐伯商工会議所

大分銀行

藤本公認会計士事務所

公益財団法人大分県産業創造機構

日田地区商工会

公益財団法人大分県産業創造機構

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2644110041 大分県

有限会社光電

横型の船舶用ベンチレーター製造事業に進出する為の試作開
国東市商工会
発

2644110045 大分県

三信産業株式会社

安全で安心できる“仮設資材の再生整備技術”および“整備請
大分銀行
負事業”の開発

2644110048 大分県

ヘルメット潜水株式会社

ウェットスーツ用特殊素材を使用した防水バッグの試作開発

北迫税理士事務所

2644110050 大分県

株式会社村ネットワーク

地域特産物を利用した高付加価値型乾燥粉末製造事業

大分銀行

2644110051 大分県

株式会社太田旗店

デジタル印刷の製品カテゴリー拡大と印刷品質の安定強化と
大分銀行
製造環境改善

2644110053 大分県

本野はきもの工業

日田下駄製造にＮＣルータ機を導入し、前工程内製化と、多品
日田商工会議所
種少量生産対応を図る

2644110054 大分県

エスティケイテクノロジー株式会社

車載半導体製品信頼性評価（ＡＥＣ－Ｑ１００：車載用信頼性の
大分銀行
世界基準の規格）ライン構築

2644110059 大分県

サクラグラフィック

天候・環境不問の屋外ペイント「貼る３Ｄアート」制作販売事業 公益財団法人大分県産業創造機構

2644110061 大分県

株式会社高嶋産業

３次元ルーター導入による店舗用商品開発及び量産性の向上
大分銀行
計画

2644110065 大分県

有限会社中野酒造

火入れをしていないフルーティーな「生原酒」の通年製造販売
杵築市商工会
の取組

2644110073 大分県

株式会社フロントエンド

職場の耐震化を推進する「耐震ＥＸマット工法」事業の技術基
盤の確立

2644110074 大分県

株式会社日本ピット

労働コスト削減を目標とした排水用側溝内を自動清掃ロボット
伊予銀行
の開発

2644110077 大分県

株式会社佐々木精工

最新鋭横型マシニングセンタ導入による生産性向上と新分野
公益財団法人大分県産業創造機構
への販路拡大

2644110079 大分県

神崎鉄工株式会社

建築物の強度を高めるノンスカラップ工法のための設備導入

山野哲志税理士事務所

2644110081 大分県

草屋本舗株式会社

圧縮膨潤化技術を使用した膨潤発酵飼料の試作開発

大分みらい信用金庫

2644110088 大分県

加藤工業株式会社

小規模建設事業者向け経営情報提供システム「Ｃ－ＢＳＰＬ会
こうの経営人事事務所
計」の開発、事業化

2644110089 大分県

株式会社デンケン

デジタル加工技術導入による航空機・ＪＲ産業他への新規参
入

大分銀行

2644110091 大分県

二豊液化ガス協同組合

配送システム導入及び容器共有化による効率化

大分県信用組合

2644110094 大分県

株式会社大阪クリップ

自動立体印刷機・ハイサイクル専用射出成形機導入による
『定規』生産の国内回帰及び立体印刷を用いた新商品開発

公認会計士・税理士松井章事務所

2644110101 大分県

株式会社生島煙火

完全自社製品による花火ショーの実現と自社ブランド力の強
化

豊後大野市商工会

2644110106 大分県

企業組合オフィスケイ

おんせん県大分における多言語対応観光サービスの事業化

商工組合中央金庫

2644110107 大分県

株式会社池永セメント工業所

地盤改良した土地の強さを「見える化」する。

豊和銀行

2644110109 大分県

株式会社フジヤマ時計店

設備導入による効率的・高品質な時計修理販売事業「修理マ
大分県信用組合
イスター」の展開

2644110112 大分県

弥生石材株式会社

簡易移動式破砕設備導入によるコンパクト型生産プロセスへ
の刷新

2644110114 大分県

大分電子工業株式会社

画像寸法自動測定器導入による生産性向上・短納期・品質向
税理士法人大分綜合会計事務所
上の実現

2644110117 大分県

大分プラント工業株式会社

全天候型塗装場設備（移動屋根・門型クレーン）の導入による
大分銀行
生産性及び品質の向上

2644110119 大分県

浜嶋酒造合資会社

大分県産の酒米新品種「吟のさと」を使用した最高級酒の開発
大分銀行
販売

2644110121 大分県

株式会社東洋メカテック

新規設備導入及び検査体制の充実による受注体制の構築と
成長戦略

豊和銀行

伊予銀行

公益財団法人大分県産業創造機構

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2644110122 大分県

株式会社はなはな

歩行障害者のためのオーダーメイドの筋力トレーニングの事
業化

2644110125 大分県

株式会社戸高製作所

高速主軸マシニングセンターの導入による半導体検査装置部
田口喬巳税理士事務所
品等の短納期、低コスト化と受注力の強化

2644110129 大分県

スターコックス株式会社

小型射出成形機導入による少量多品種製品受注とその対応
及び省エネによるコスト削減

大分県信用組合

2644110130 大分県

株式会社髙瀬文夫商店

蒲鉾板検査工程への画像検査装置の導入による生産プロセ
スの革新

日田商工会議所

2644110131 大分県

有限会社髙畠装業

自動縁貼り加工機導入による生産スピード・製品品質の向上

大分信用金庫

2644110132 大分県

株式会社井上酒造

「角の井」ブランドの向上にむけた設備投資

大分ベンチャーキャピタル株式会社

2644110136 大分県

株式会社キューメイ研究所

血栓症診断薬の効率的製造方法の開発

工藤隆税理士事務所

2644110138 大分県

平和商事株式会社

カレンダー印刷用自動めくり機新規開発事業

大分銀行

2644110140 大分県

有限会社古山乳業

牛乳製造の品質向上に向けた設備投資

大分ベンチャーキャピタル株式会社

2644110142 大分県

株式会社平田製作所

ワイヤー放電加工機導入により、精度が高く複雑な加工を行
い、顧客からの信認を勝ち得る

大分県信用組合

2644110143 大分県

株式会社ヤマジン

最新冷風乾燥設備の増設による生産性向上と雇用促進

佐伯市あまべ商工会

2644110144 大分県

株式会社小畑商店

最新設備の導入による塩干品製造の効率化と販路拡大によ
る雇用促進

佐伯市あまべ商工会

2644110147 大分県

アーカイブ技術研究所株式会社

情報発信者が安心で使いやすいクラウド活用の情報回覧サー
公益財団法人大分県産業創造機構
ビスの提供

2644110151 大分県

有限会社野村

新鋭刺繍機の導入による革新的デザイン開発と新ブランド立
ち上げ

中津市しもげ商工会

2644110152 大分県

有限会社ジェットコーポレーション

店舗の人気メニューを全国へ！県産材使用レトルト商品の開
発と提供

公益財団法人大分県産業創造機構

2644110155 大分県

有限会社二反田醤油店中津工場

「三年熟成・醤油もろみ」の為の「ＦＲＰ製・半地下諸味発酵槽」
大分みらい信用金庫
設置

2644110158 大分県

中央発条工業株式会社

フラットリング成形機導入による高精度加工と生産性向上の実
大分銀行
現

2644110165 大分県

株式会社三洋産業

コーヒーフィルターの製造から出荷までの生産管理システム及
大分銀行
び設備導入による売上２倍計画の実現

2644110168 大分県

ベストリビング株式会社

職人中心の生産手法の変革を目的とした、全自動ランニング
ソー導入による木取作業の効率化

大分銀行

2644110170 大分県

株式会社ケイ・エス・ケイ

半導体やＬＥＤ等を製作する金型部品加工用機械（成形研削
盤）の改良

伊予銀行

2644110179 大分県

お菓子の家えいらく

玖珠産の米粉を１００％使用した米の風味豊かな洋菓子の開
玖珠町商工会
発及び販売

佐藤信彦税理士事務所

