平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（113件）
（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

2744110001 大分県

由布合成化学株式会社

9010801012382

ＬＥＤ市場の拡大における、ＩＴを用いた生産性の向上及び競争
力の強化

2744110002 大分県

有限会社アサヒ産業

1320002016309

建設骨材製造における、品質向上及び製造システムの効率化に
佐伯商工会議所
ついて

2744110003 大分県

有限会社小袋製陶所

3320002019078

小鹿田焼の伝統を資源として還元炎で陶器を試作する

2744110006 大分県

株式会社トライテック

8320001004027

ＩｏＴ搭載型３Ｒ転造機による出銑開孔用ドリル製造における生産
大分銀行
性向上

2744110007 大分県

株式会社カワベ

4320001009582

高電圧（２２Ｋｖ）用電力機器部材の製品精度向上のための製造
公益財団法人大分県産業創造機構
ライン確立

2744110013 大分県

コロン株式会社

8012401009719

成形／印刷／冶具付けまでの作業を自動化し独自の生産プロ
セスを構築

2744110014 大分県

株式会社三共テック

4320001008634

大型品の加工が可能なマシニングセンターの導入による収益力
公益財団法人大分県産業創造機構
の強化

2744110015 大分県

株式会社溝江商店

2320001008041

生産性向上を目的とした押出式プレス機の導入

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110017 大分県

地方卸売市場株式会社高田魚市場

3320001007827

ボールカッター導入による練り製品のＱＣＤＰＳの向上

大分県信用組合

2744110018 大分県

大関食品株式会社

1320001007622

冷凍エビ天ぷら製造におけるフライヤー投入工程の自動化

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110021 大分県

大分電子工業株式会社

1320001008348

最新モデルの半導体用樹脂封止装置導入による海外市場の奪
税理士法人大分綜合会計事務所
回

2744110022 大分県

有限会社安部材木店

9320002010782

ＳＦサンダー導入による製品の付加価値向上に伴う経営拡大と
事業継承

2744110024 大分県

大成工業株式会社

5320001009227

最新鋭パイプ高速自動寸法設定マーキング 切断分別自動化装
西丸重明税理士事務所
置の導入

2744110025 大分県

藤居醸造合資会社

2320003001135

地元産麦を使った高級焼酎のブランド力向上・確立のための設
備導入

大分銀行

2744110026 大分県

株式会社オモテ

4320001010722

最新横型マシニングセンタ導入による社内生産性向上

大分銀行

2744110028 大分県

株式会社古川製菓

6320001009093

新たな冷凍専用製品・オーダーメイド製品の開発ならびに、生産
公益財団法人大分県産業創造機構
性・品質の向上

2744110029 大分県

日田ログハウジング協同組合

5320005007508

販路拡大および作業効率の向上における、ログハウス壁面増厚
大分県信用組合
加工ラインの整備

2744110030 大分県

株式会社明文堂印刷

5320001002685

乾燥時間が削減できるＬＥＤ－ＵＶ印刷システムを活用した生産
性の向上

2744110031 大分県

株式会社くじゅう高原ガンジー牧場

6320001009820

希少種「ガンジー牛」から取れる生乳を使用した新商品の製造工
公益財団法人大分県産業創造機構
程の確立

2744110032 大分県

木村製パン工場

2744110033 大分県

有限会社安達製畳所

2320002000674

和紙表・ファブリック生地を使ったフローリング畳受注サービスの
大分県信用組合
開発

2744110035 大分県

ヘルメット潜水株式会社

8320001008317

ポリエチレン編成樹脂網状構造体の新素材を使用した商品の内
北迫税理士事務所
製化

2744110036 大分県

中之島鉄工株式会社

1320001007837

鉄骨製作工程の見直しと最新設備導入によるＱＣＤＳ改善への
取り組み

2744110039 大分県

株式会社ケーアンドケー

5320001008253

最新機械の導入による自動車向けプラスチック製品のＱＣＤ向上 公益財団法人大分県産業創造機構

2744110041 大分県

有限会社田中鉄工

1320002016911

最新鋭レーザ加工機導入により高度な生産性向上の実現

2744110043 大分県

八鹿酒造株式会社

1320001010295

九重産『五百万石』等を使用した日本酒の国内及び海外販路開
大分銀行
拓に向けた新型設備の導入

2744110044 大分県

広戸菓子舗

2744110045 大分県

株式会社中津設備技研

2744110046 大分県

株式会社東プラスチック・エンジニアリング 9180001076377

2744110049 大分県

二豊醤油協業組合

5320205000007

ＰＣ制御された醤油調合設備の設置による業務用、及び輸出用
商工組合中央金庫
製品製造の効率化

2744110051 大分県

有限会社井上工芸

6320002018738

自動木工旋盤機等の導入による、家具部品等に係る新たな需要
日田商工会議所
の獲得

2744110052 大分県

株式会社三邦

8320001001271

３次元湾曲屋根に対応する金属屋根材成型技術の確立

商工組合中央金庫

豊和銀行

商工組合中央金庫

大分銀行

大分銀行

撹拌機械の最新モデル導入による作業効率の向上とコスト削減 豊後高田商工会議所

大分県信用組合

大分県信用組合

地元特産品を使った和洋新商品開発と設備導入による商品開発
津久見商工会議所
力・品質・生産性の向上
2320001010906

３次元測定機で得られる製品の品質及び価値の向上と競争力の
大分銀行
強化
最新の２材射出成形機の特性を生かした、異種プラスチック材料
藤田会計事務所
同時成形方法の開発

大分ベンチャーキャピタル株式会社

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

2744110054 大分県

有限会社亀の甲

8320002017630

健康志向ニーズに応える極生新製品の商品化と高効率生産に
よる安定供給体制の構築

佐伯市番匠商工会

2744110055 大分県

有限会社相澤鉄工所

8320002000454

最新鋭横中ぐり盤の導入による生産性向上・受注拡大図る

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110056 大分県

株式会社新日本テスコム

1320001004586

石油化学プラント等の熱交換器細管用検査機器の最新鋭機種
導入

伊予銀行

2744110059 大分県

株式会社コスモ

7320201000297

プラズマ加工技術の高度化による生産性向上及び新規取引先
開拓

大分銀行

2744110061 大分県

大分デバイステクノロジー株式会社

8320001002724

低インダクタンスＳｉＣパワー半導体モジュール技術開発事業

大分銀行

2744110062 大分県

有限会社糀屋本店

8320002016632

“キスケ糀パワー”製造強化による受注拡大と海外展開の加速
化

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110064 大分県

有限会社川嶋モータース

9320002015641

最新式小型レッカー装置と高性能スキャンツールを連携活用し
た新ロードサービスの構築

日出町商工会

2744110067 大分県

大分醬油協業組合

6320205000006

微酸性次亜水を用いた業務用大型容器洗浄殺菌システムの構
築と汚染微生物の制御監視

大分銀行

2744110071 大分県

株式会社江藤製作所

9320001000628

最新鋭のファイバーレーザー加工機導入による競争優位の確立
公益財団法人大分県産業創造機構
と鉄道分野への新規参入

2744110073 大分県

九州瑞穂株式会社

8120001049471

ドリル・エンドミル用超微粒子超硬合金素材のニアネットシェイプ
大分銀行
化

2744110074 大分県

株式会社まるひで

4320001002612

最新の精肉スライス機器導入による作業の生産性向上及び体
制の整備改善

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110076 大分県

株式会社ＭＡＣＲＯ

5320001007973

ワイヤー放電加工の精度向上による航空業界および医療業界
に対する部品加工受注の獲得

大分銀行

2744110078 大分県

宇佐パン粉有限会社

9320002013744

高効率フリーザー冷却器の導入による生産性および品質向上で
宇佐商工会議所
冷凍パンの販路拡大を実現

2744110079 大分県

神崎鉄工株式会社

5320001008889

建築物の大型化に伴う柱大組溶接ロボット導入による、生産の
効率化と高品質化

山野哲志税理士事務所

2744110080 大分県

宇佐生コンクリート事業協同組合

5320005003291

ネットワーク型販売情報管理システムの導入による生産性向上

宇佐商工会議所

2744110081 大分県

株式会社デンケン

6320001001843

信頼性試験設備の導入とＩｏＴ化による生産性向上の実現

大分銀行

2744110082 大分県

株式会社フクトクテクノス大分

6320001002362

独自制御システムを備えた平面研削盤導入による表面加工精度
大分銀行
の向上

2744110083 大分県

宝工業株式会社

4122001004658

人工透析装置部品の高度化・増産に取り組みアジアの医療産業
株式会社エフアンドエム
拠点を支える

2744110084 大分県

株式会社ＡＫシステム

4320001003800

先進的な精密板金加工プロセスの構築による品質及び生産性
の向上

2744110085 大分県

二豊味噌協業組合

7320205000005

みそ及び麹を原料とした調味料を充填する高速液体粘体自動充
商工組合中央金庫
填機の導入

2744110087 大分県

丹匠合資会社

3320003001035

世界一「佐伯飾り寿司」の冷凍商品化による宅配革新サービス

佐伯商工会議所

2744110089 大分県

瀬戸製材株式会社

5320001010044

大断面製材品の強度・含水率測定器導入による高品質な大径
木材の活用

日田商工会議所

2744110091 大分県

株式会社エリア

6320001008211

自動車電子部品用ＬＳＩテストの顧客の開拓

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110095 大分県

株式会社宮地鐵工所

8320002006732

１，５００㎜超の大型製缶品における高精度加工技術の高度化に
株式会社エフアンドエム
よる需要増大への対応

2744110104 大分県

株式会社菊家

6320001000928

餡の製造工程における釜の真空化による品質向上と生産性向
上

豊和銀行

2744110106 大分県

株式会社髙橋製茶

4320201000416

茶の選別工程の高度化による、海外進出の事業化

野津町商工会

2744110107 大分県

有限会社新貝商店

4320002020687

国産材原木の利用率向上のための最新式スケアリングソー導入 大分銀行

2744110108 大分県

ピュアハート

2744110109 大分県

豊洋精工株式会社

6320001008319

成形機への作業割当、実績収集のＩｏＴ化による作業の見える化
公益財団法人大分県産業創造機構
と工数削減の実施

2744110110 大分県

有限会社豊州モールド

5320002017550

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による金型加工技術の向上と新規分野
伊予銀行
開拓の実現

2744110111 大分県

玖珠中央発条工業株式会社

8320001010322

線材の加工設備導入による加工精度の向上と量産体制の構築 大分銀行

2744110112 大分県

株式会社村ネットワーク

5320005006443

アルファ化（非結晶化）製粉のための臼挽き製粉機の導入

大分銀行

2744110115 大分県

株式会社村上椎茸農園

4320001008147

自動計量機ライン一式導入によるパック包装した生しいたけの
スーパーマーケットへの販路拡大

大分県信用組合

2744110117 大分県

企業組合百笑一喜

9320005004294

安心院産ぶどう１００％使用ワインの製造における品質向上に向
宇佐両院商工会
けた製造工程の確立

公益財団法人大分県産業創造機構

アレルギー対応専用機材導入による、安心安全な商品の製造販
大分商工会議所
売強化

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

自動包装機の導入による臼杵煎餅の増産と販路拡大、並びにブ
豊和銀行
ランド力の強化

2744110124 大分県

後藤製菓

2744110125 大分県

有限会社飛田機械

7320002008102

ロボットアーム部品加工の多品種対応および半導体装置部品加
伊予銀行
工の高精度短納期加工の両立のための新生産体制の構築

2744110126 大分県

有限会社但馬屋老舗

5320002017939

包あん機導入による生産性向上と海外向け新商品開発への技
術革新

竹田商工会議所

2744110130 大分県

有限会社本川牧場

3320002019326

畜産での革新的サービスへ、クラウドシステムで一元管理の取
組

福岡銀行

2744110132 大分県

ＫＢツヅキ株式会社

7180001044071

最新鋭自動糸通し機の導入によるリードタイムの短縮

商工組合中央金庫

2744110134 大分県

株式会社栄工社

1320001000585

多彩なメディアに印刷可能な大判プリンター導入による事業領域
公益財団法人大分県産業創造機構
の拡大

2744110136 大分県

清松総合鐵工株式会社

5320001007635

最新型ＲＥＧＡＲＣ鉄骨溶接ロボット導入による高能率生産シス
テムの確立

大分銀行

2744110137 大分県

梶原食品

継続型農業を支える農産物の加工事業

大分銀行

2744110138 大分県

ＢＬウレタン株式会社

5320001011868

自動カッティングマシンによる特殊形状ウレタンフォーム裁断工
程の効率化

日田商工会議所

2744110139 大分県

株式会社日工社

2011001017096

新型ファイバーレーザー切断加工機の導入によるコスト削減

さいとう税理士法人

2744110140 大分県

株式会社梶原種鶏孵化場

7320001007625

微生物の発酵技術による産業廃棄物を活用した有機質肥料製
造事業

宇佐商工会議所

2744110144 大分県

有限会社ニーブエンジニアリング

3320002010400

マシニングセンタによるパワーデバイス用電極板の高効率量産
体制の確立

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110147 大分県

株式会社東部開発

1320001001914

設備導入による生産性ロスの大幅改善と既設工場ラインの高効
林会計事務所
率化

2744110148 大分県

日出水産株式会社

8320001008399

生産ラインへ風力選別及び色彩選別機導入による製品品質向
上の取組み

大分県信用組合

2744110151 大分県

株式会社三洋産業

7320001006321

新型ドリッパーに対応したコーヒーフィルター生産設備の導入

大分銀行

2744110157 大分県

旭プラスチック工業株式会社

2320001008834

自動車産業向け機械設備の投資による受注拡大と生産性向上

大分銀行

2744110160 大分県

大喜工業株式会社

1320201000105

防熱扉の断熱材であるウレタン注入機の導入による生産性向上
大分銀行
と品質の安定化

2744110164 大分県

アシアントレーディング株式会社

9320001011063

クリーンルーム機能を持った塗装設備の導入による高級乗用車
大分銀行
部品塗装の展開

2744110168 大分県

株式会社石井工作研究所

5320001000499

複合加工機の導入による加工時間の短縮と高精度な高付加価
値部品製造の実現

大分銀行

2744110169 大分県

株式会社武内製材所

3320001010426

グレーディングマシーンの導入により『安心安全木材』の供給シ
ステムの構築

森税理士事務所

2744110178 大分県

有限会社カナヤ

2320002020318

成熟した地域の森林資源を活用する為の新生産システムの構
築

筑邦銀行

2744110182 大分県

ベストリビング株式会社

8320001010108

特注家具工場に於ける職人の手作業に依存してきた工程の自
動化による生産性向上の実現

日田商工会議所

2744110183 大分県

株式会社カケイ工業

5320001011224

高機能ホイストクレーン導入による効率化及び高品質化の実現

大分銀行

2744110188 大分県

中央発条工業株式会社

5320001010069

特殊ばね加工機の導入による生産性向上と内製化の実現

大分銀行

2744110194 大分県

新田水産加工株式会社

5320001008303

高精度な選別機導入によるちりめんの異物選別の精度と生産性
伊予銀行
向上の実現

2744110198 大分県

株式会社中央スプリング製作所

8320001010446

コンピュータ制御の成型機導入によるばねの成型効率向上の実
大分銀行
現

2744110200 大分県

島田電子工業株式会社

5320001011364

高付加価値光ＩＣ素子の商品化と市場への貢献

大分銀行

2744110201 大分県

株式会社湯川鉄工所

3021001034222

ロボット設備導入による国内・国外向け自動車部品製造工程の
革新

株式会社浜銀総合研究所

2744110202 大分県

株式会社朝日木工

5320001009937

高周波枠組・縁張り接着機導入による生産性向上とデザイン性
の高い商品開発

大分銀行

2744110203 大分県

株式会社フタバ印刷社

8320001007327

ＡＲソフト・製版機導入による、新商品開発及び業務プロセス改
善事業

大分銀行

2744110205 大分県

有限会社ケーキ大使館クアンカ・ドーネ

4320002016628

生姜を使った新しいお菓子の開発および生産工程の機械化事業 佐伯市番匠商工会

2744110206 大分県

極東印刷紙工株式会社

4320001000987

大型断裁機並びに関連機材導入による収益性と生産性の向上

2744110207 大分県

有限会社黒木製材所

8320002016616

モルダ（自動多軸かんな）の導入による材工一貫のコスト削減と
大分銀行
事業拡大

2744110209 大分県

株式会社河村農園

9320001009388

働く女性を応援します。癒しの健康茶「ハニーブッシュ茶」でホッ
と一息

税理士法人シーウエイブ

佐伯市番匠商工会

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

2744110214 大分県

株式会社くじめ屋

4320001011191

顧客管理システムによる客層に合わせた商品提案と収益向上

2744110215 大分県

株式会社日本ピット

6320001000119

三次元ＣＡＤシステムとＩＴを活用し、全ての工程のコスト、時間の
伊予銀行
削減、品質向上を実現する

2744110222 大分県

株式会社カマック

9320001000826

鉄骨天吊マルチワークシステム導入による溶接作業員の負担低
伊予銀行
減化、高品質、低コスト化

2744110223 大分県

株式会社フカベエッグ

7350001002243

機械化による作業負担軽減及び生産性向上

2744110224 大分県

株式会社エコ・ワールド

8320001010306

編成樹脂網状マットレスＥ－ＣＯＲＥの最終工程のセットアップ業
大分銀行
務の内製化（取り込み）による川下への進出

2744110229 大分県

株式会社ベース

7320002017318

２０２０年東京オリンピックの食材選定されるための、世界基準品
佐伯市あまべ商工会
質管理の導入計画

2744110238 大分県

株式会社池永セメント工業所

9320001000495

住宅用超長尺コンクリート製品製造用ラインの設置

大分県商工会連合会

2744110240 大分県

株式会社クニナリ

1320001008918

最新式３Ｄパイプ形鋼レーザー加工機導入による品質向上と作
業の効率化

公益財団法人大分県産業創造機構

2744110242 大分県

ゴードービジネスマシン株式会社

5320001001084

日本初の革新的なサービス、ＩＰ防災通信システムによる戸別受
伊予銀行
信方式の構築

2744110259 大分県

株式会社ヤマジン

2320001009147

最新設備増設による生産性向上と売上拡大及び雇用の促進

佐伯市あまべ商工会

2744110263 大分県

株式会社サラヴィオ化粧品

6320001007188

「加水分解カボス果皮エキス」配合抗シワ薬用化粧品の開発

商工組合中央金庫

2744110265 大分県

株式会社イマハシ

2320001008339

工場内完結、最新鋭溶接設備の導入による現場工程ゼロ化を
実現する革新的生産性向上

若杉公認会計士事務所

2744110266 大分県

株式会社キューメイ研究所

4320001004204

新事業展開のための開発・製造・販売システムの構築

工藤隆税理士事務所

商工組合中央金庫

木本直之税理士事務所

