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1 R140050004 九州 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 有機味噌のスタンドパック入り商品開発及び国内外への販売

2 R140050005 九州 福岡県 東洋木材株式会社 5020001027861
地元国産材を利用した九州地区における工場の生産性向上及
び顧客開拓

3 R140050006 九州 福岡県 立花米穀店 BE15E984
異物選別作業の精度および生産性向上による精米加工事業の
拡大

4 R140050007 九州 福岡県 エムファイン有限会社 7290802017909
燃料電池車（ＦＣＶ）部品用金型製造の生産性向上による短納
期・高精度化

5 R140050008 九州 福岡県 有限会社室岡商店 4290002051273
スクラップ分別の生産性向上および高純度化に取組み鉄リサイ
クル産業を下支えする

6 R140050009 九州 福岡県 株式会社福森工業 3290801015495
ＩＣＴ土工の推進による熟練技能者に依存しない施工体制の構
築

7 R140050011 九州 福岡県 有限会社江口栄商店 9290002054957
草木饅頭の消費期限の延長と製造工程の効率化による販路と
商圏の拡大

8 R140050012 九州 福岡県 吉永ハイメタル株式会社 8290801003883
自動車産業の需要拡大に応える大型の金型ベースプレート量
産体制の構築

9 R140050013 九州 福岡県 株式会社マイテック 3290801021782 丸物精密金属部品の加工精度向上と精度保証体制の確立

10 R140050014 九州 福岡県 株式会社堀組土建 8290801014518
ＩＣＴ施工導入による土木工事の精度向上と若年者・未経験者の
活用による技術力維持向上

11 R140050017 九州 福岡県 株式会社田中染工場 3290001078467
デジタル印刷技術を活用した鯉のぼり生産における量産化の取
組み

12 R140050018 九州 福岡県 株式会社住幸房 2290001046739
製材設備導入による自社製品生産及び自社現場の原価削減と
利益率向上

13 R140050019 九州 福岡県 川﨑木型 65139D84
木型製作時の手仕上げ工程を無くすための切削加工工程の改
善

14 R140050020 九州 福岡県 株式会社野口機工 2290001050708
最新型の三次元測定機の導入による高品質化と顧客の信頼性
向上

15 R140050023 九州 福岡県 有限会社丸憲製作所 3290802025221
高性能マシニングセンタ導入による生産性向上と新規事業分野
への進出体制の構築

16 R140050025 九州 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727
新型包装機の導入による生産性の向上と販売高の拡大を図る
取組み

17 R140050027 九州 福岡県 株式会社ホリコシ工機 9290001044190
木造需要に応える県内製材業に貢献する即日チップソー再研
磨体制構築

18 R140050030 九州 福岡県 中島田精機株式会社 6290001049275
ＮＣフライス盤導入による大型部品の内製化等によるコスト競争
力の強化

19 R140050037 九州 福岡県 株式会社エートゥーゼット 3290801013870
最新型ワイドブラストマシン導入による、足場材保有建設会社
向けケレン作業を請負う新ビジネスモデル構築及び足場材のケ
レン作業

20 R140050038 九州 福岡県 株式会社イナバ 1290001050741 生産プロセス改善による高付加価値手袋の製造と開発

21 R140050041 九州 福岡県 有限会社みかさ製菓 1290802006256
攪拌機と圧延機の新規開発機導入による品質向上、不良率低
減、廃棄物量低減、生産量増加

22 R140050042 九州 福岡県 メカドックマツシタ 20ABE415
先進安全自動車用のエーミング機器とプラスチック溶接機の導
入

23 R140050045 九州 福岡県 株式会社ゼックフィールド 4290001025047
朝倉地域（福岡県）の森林資源と農作物から抽出した香りを活
かした商品開発

24 R140050048 九州 福岡県 株式会社昇邑 2290001080606
電解水及びチラー装置を用いたカット野菜コールドチェーン体制
構築の取組み

25 R140050049 九州 福岡県 株式会社三松 4290001042959
先進バリ取り機と自作搬送装置の組合せによる革新的な低感
染リスク生産ラインの構築

26 R140050053 九州 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069
「マグネシウムの射出成形用金型」改造の短納期化による受注
拡大

27 R140050054 九州 福岡県 服部屋 4AD087F1
海藻海産物の長期保管と機械乾燥化による乾燥海産物開発事
業

28 R140050057 九州 福岡県 太田自動車鈑金株式会社 2290001046160
自動車の鈑金塗装の完全水性化と技能者の早期育成による競
争力強化

29 R140050060 九州 福岡県 有限会社進藤商店 9290002034315
塩干品生産における食品ロス削減につながる微生物制御ライン
の構築

30 R140050063 九州 福岡県 株式会社７１９ 6290001064191
高級鮮魚の加工品開発と量産体制構築によるビジネスモデル
の転換

31 R140050066 九州 福岡県 扶桑製作所 4844E120
ＣＮＣ旋盤導入による差別化要因強化及び外注依存度低減へ
の取組

32 R140050074 九州 福岡県 わだ動物病院 1D1E062A 豊富な経験と実績を誇る院長による、獣医療の限界への挑戦

33 R140050075 九州 福岡県 有限会社博多製麺 4290002016937
ちゃんぽん麺および餃子の皮の販売拡大による差別化要因の
強化

34 R140050076 九州 福岡県 肉の慶神 B5CCAB4C
自社店舗開設に伴う大口顧客向け生産数量確立ＡＩシステム開
発と機器導入での生産ネック解消

35 R140050082 九州 福岡県 株式会社吉泉園 3290001047554
最高級八女茶葉の海外販路開拓のため、色彩選別機導入によ
る茶葉の品質・生産性向上

令和元年度補正・令和二年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　第５次締切

採択案件一覧　一般型（九州、１６７者）
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36 R140050084 九州 福岡県 有限会社亀井味楽 8290002007866
高取焼のＥＣサイトでの販売開始を目的とした生産性向上と短
納期対応への取組み

37 R140050086 九州 福岡県 有限会社アドバンスフード 1290002029223
急速冷凍技術の導入による品質保存技術の高度化、取引先ブ
ランドでの展開

38 R140050087 九州 福岡県 株式会社萬平浪漫 5290801016839
フードプリンタを活用した高付加価値商品の製造販売と生産性
向上への取組

39 R140050088 九州 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282 スマートフォン活用による作業日報の自動集計システムの構築

40 R140050091 九州 福岡県 株式会社リーモ・トロージェン 9290001032922
ＡＩによる香りの判別、提案機能を組み込んだ次世代アロマディ
フューザーの開発

41 R140050092 九州 福岡県 海の中道動物病院 457CD8CA
専門医不足の神経病分野において、患者を一手に引き受け地
域レベルで医療水準を引き上げる

42 R140050094 九州 福岡県 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｏｄｓ 1290001076092
動物のがんの早期治療を可能とする、低感染リスクな革新的が
ん検査システムの実現

43 R140050100 九州 福岡県 株式会社トモミ商会 6290001084207
調整型鮮度保持方式開発での精肉の画期的な消費期限延長と
高付加価値物流での食品ロス低減

44 R140050105 九州 福岡県 有限会社ハンバーグ・オニオン 4290002050523
思い出のあの味をお届け！冷凍ハンバーグ製造・通信販売事
業

45 R140050106 九州 福岡県 株式会社高倉工業 9290801023344
切断工程の生産性向上によるダクト部品の内製化と競争力強
化

46 R140050110 九州 福岡県 有限会社池田商会 1290802024778 介護事業・飲食事業をターゲットとした洗濯代行サービスの開始

47 R140050113 九州 福岡県 株式会社ＦＪＭ 7290001078141
高齢者の一人歩きによる行方不明の早期発見補システムの開
発

48 R140050114 九州 福岡県 有限会社ＦＰＦ 2290802011957 多品種少量・短納期加工品の高能率生産システムの構築

49 R140050116 九州 福岡県 西日本工業株式会社 2290001038463
新型形鋼加工機の導入による金属加工工程の生産性向上と販
路拡大

50 R140050117 九州 福岡県 ＴＴＣフーズ株式会社 7010401020507
新商品開発および販売促進に係る増産体制と効率生産体制の
確立

51 R140050120 九州 福岡県 ふたば歯科こども歯科 79305970
緊急患者への対応の充実化及び補綴治療の院内即日完結な
どを通してより多くの患者のニーズに応える治療体系の構築

52 R140050121 九州 福岡県 研醸株式会社 9290001050577 日本初！人参焼酎・完全焙煎麦焼酎の製造高度化

53 R140050124 九州 福岡県 龍宮株式会社 2290001055228 革新的な製品カッテガーゼの生産性向上・市場開拓

54 R140050126 九州 福岡県 株式会社Ｋ．Ｙ．コンテナ 3290001030849 製品の立体形状採寸のデジタル化による生産効率の向上計画

55 R140050130 九州 福岡県 荒巻畳店 11B0420E 少子高齢化に対応した衝撃緩和型畳の生産性向上と販路拡大

56 R140050131 九州 福岡県 トリゼンオーシャンズ株式会社 1290001086661
ブルーカーボンと水産資源回復のための海域向け鶏糞肥料製
造の生産性向上の取り組み

57 R140050132 九州 福岡県 有限会社光延織物 1290002048000
デザインシステムを応用した機能性ホームウェアの開発と生産
性の向上

58 R140050134 九州 福岡県 株式会社富士菊 9290801015119
外包装前工程への包装支援ロボット導入による省力化、生産性
向上の実現

59 R140050138 九州 福岡県 株式会社トゥトゥモロウ 9290001020951
ビッグデータ活用のスマートクリーニングロッカーシステムの開
発

60 R141050005 九州 佐賀県 有限会社本村製材所 6300002005102
伐倒・抜根の生産性向上による砂防ダム建設工事等への参入
と災害復旧工事体制の構築

61 R141050006 九州 佐賀県 株式会社タカワークス 2300001009537
立型マシニングセンターの導入による生産性向上及び新規市
場への参入

62 R141050008 九州 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404
シェフの味をご家庭へお届け「極小ロット」冷凍総菜・スイーツ開
発事業

63 R141050009 九州 佐賀県 森源商店 B0A4FAD5
生産能力拡大および歩留まり・品質向上に向けた高性能精米
機導入

64 R141050010 九州 佐賀県 米倉設備工業株式会社 2300001010115
建設業界の人手不足解消実現に向けたパイプ製造における生
産性向上計画

65 R141050011 九州 佐賀県 海郷株式会社 4290001059912
コロナで急激に進む釣り餌市場の変化に、事業、商品構造変革
で挑み、成長を続ける。

66 R141050013 九州 佐賀県 有限会社三栄鉄工所 5300002006456
柱溶接ロボットの導入による大型化・多様化するニーズへの新
たな挑戦

67 R141050014 九州 佐賀県 溝口自動車工業 C6C8B12A
環境に配慮した水性塗料の高品質塗装と乾燥作業の効率アッ
プ計画

68 R141050016 九州 佐賀県 岩瀬コスファ株式会社 6120001074785
白いきくらげプロジェクト～九州（唐津）地区における独自素材
生産事業展開～

69 R141050020 九州 佐賀県 有限会社研栄鈑金 1300002000446 “選ばれる”自動車整備工場となるための設備投資と職人育成

70 R141050023 九州 佐賀県 有限会社木屋 5300002011043
３Ｄ急速冷凍機導入による製品高付加価値化＆生産性・収益性
の向上

71 R141050024 九州 佐賀県 ＧＥＮ　ＳＴＥＥＬ　ＢＵＩＬＤ株式会社 8300001009044 ロボット導入による

72 R141050027 九州 佐賀県 福博印刷株式会社 2300001000826
【顧客支援×ＡＩ分析×高付加価値販促ツール】による新サービ
ス展開

73 R141050029 九州 佐賀県 株式会社ＷＴ 1300001011312
現代住宅に合わせた薄畳製作と畳表からシート生地に代えた
新感覚畳の販売

74 R141050030 九州 佐賀県 有限会社蟹御殿 5300002007058 地域食材を活用した人気の旅館料理の提供体制構築
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75 R141050031 九州 佐賀県 株式会社竹八 4300001001203
製造工程改善による職務拡大と時代に即したビジネスモデルの
確立

76 R141050032 九州 佐賀県 川原田畳工業 9620EBDA
特殊畳の製造ライン確立による生産性向上と新市場開拓への
挑戦

77 R141050034 九州 佐賀県 株式会社ベジビューティークリエイト 8300001010068 ＲＦＩＤタグを活用した非接触型レジシステム導入事業

78 R141050036 九州 佐賀県 増田建設有限会社 9300002004233
下水道工事の交通規制を減らす省スペース化・時間短縮の実
現

79 R141050039 九州 佐賀県 株式会社ビジネスプロセスソリューションズ 2290001042944
クリーン加工で“残り２０％の付加価値”取り込みと低感染リスク
オペレーション

80 R142050004 九州 長崎県 西日本繊維株式会社 3310001008867
多様化する新素材、高機能素材に対応した延反技術導入によ
る受注体制構築

81 R142050005 九州 長崎県 太洋技研株式会社 6310001001027
レーザースキャナーによる測量業務の生産性向上と新規業務
の開拓

82 R142050009 九州 長崎県 九州油糧工業株式会社 1310001007920
垂直搬送機システム（トレーリフター）導入による生産性向上と
ＢｔｏＣビジネスの強化

83 R142050012 九州 長崎県 株式会社ナカムラ消防化学 6310001008856
消防ポンプ自動車の図面共有システムの導入による生産リード
タイムの短縮及びモジュール化

84 R142050014 九州 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708 半導体関連事業集積による新たな事業ドメインの確立

85 R142050019 九州 長崎県 丸屋けいたろう歯科クリニック 6B04C542
治療時の不快感低減や顧客ニーズの高いサービス提供で顧客
満足度向上による優位性構築

86 R142050020 九州 長崎県 株式会社池田開発 2310001011673
全循環型建設資材リサイクル高品質商品製造と建設発生土処
分場の延命化

87 R142050027 九州 長崎県 株式会社シンコー 4310001006770
艦船修繕工事の大幅な工程変更で生産性を向上、ウィズコロナ
に対応

88 R142050032 九州 長崎県 湯川王冠株式会社 9310001006130
多機能型スピニングマシンによる車両部品の新たな生産方式
の導入

89 R142050034 九州 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165
ウイスキーの製造環境整備と、開発による事業拡大と競争力の
強化

90 R142050035 九州 長崎県 ＴＲＥＳＳＡ株式会社 6310002008335
脱炭素社会づくりに貢献するための高断熱材を使用した省エネ
建物の普及

91 R142050037 九州 長崎県 株式会社黒田板金工業 3310001008735 精密さと生産性向上のための動力切断機導入事業

92 R142050039 九州 長崎県 有限会社鶴丸設備 2310002019402
２０５０年温室効果ガスゼロへ　平戸市で新しいバイオクリーン
ディーゼル燃料を作る

93 R142050042 九州 長崎県 港町酒場あかり屋 3B99BEC5
壱岐のクエを全国へ！急速冷凍活用で鮮度維持と新流通ルー
ト確立

94 R142050043 九州 長崎県 有限会社サンキューカーサービス 8310002014554
事故車修復精度向上による先進自動車の完全修復サービスの
展開

95 R143050001 九州 熊本県 株式会社ウチダ 7330001018877
Ｒ柱パネル等の熟練作業者に依存した加工の工程集約とリード
タイム短縮による生産性向上計画

96 R143050008 九州 熊本県 株式会社南建設 3330001004534
最新機器導入による丁張作業の短縮化と若年者・未経験者の
活用による技術力維持向上

97 R143050009 九州 熊本県 末広建設株式会社 7330002021005 ＩＣＴ施工技術の導入による施工品質の向上と作業効率の改善

98 R143050010 九州 熊本県 株式会社アースデザイン 8330001023653
３Ｄレーザースキャナの導入による測量・開発設計業務の短納
期化及び精緻化

99 R143050011 九州 熊本県 有限会社橋本畳店 8330002027455
多機能型裁断機と全自動折曲機導入による畳製造高効率化事
業

100 R143050013 九州 熊本県 ＷｏｏＤ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ＨａＭｏＲｉ 96DC553A
機能性とデザイン性を兼ね備えた、本格派木工長尺家具の特
注製造事業

101 R143050017 九州 熊本県 新日本ステンレス工業株式会社 3330001002298
ＡＩ機能をもった設備を導入し、開発対応リードタイムの大幅圧
縮をはかる

102 R143050019 九州 熊本県 有限会社農山畜産 5330002027862
真空定量充填機導入による生産性と顧客満足度の向上及び食
品ロスの削減

103 R143050023 九州 熊本県 有限会社岩根建築 1330002017578
住宅建築におけるトータルコストダウンよって安価で高品質な住
宅

104 R143050032 九州 熊本県 お茶乃のぐち B9541221 新たなサプライチェーンの構築による超新鮮な玉露販売の実現

105 R143050033 九州 熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605
氷感熟成餃子の開発製造とＥＣ販売による非対面ビジネスモデ
ル構築

106 R143050038 九州 熊本県 竹田歯科医院 B9938F8D
歯科治療工程の機械作業化による“歯周病専門治療室”の立
上げと新サービス展開

107 R143050042 九州 熊本県 株式会社マル亀工業 2330001012744 生産性の向上と販路拡大のためのプラズマ切断工程の刷新

108 R143050044 九州 熊本県 イソップ製菓株式会社 6330001015586
「ひとくち羊羹」製造ラインの整備と品質管理システム導入によ
る販路拡大事業

109 R143050045 九州 熊本県 有限会社寺本工務店 3330002017188
鉄筋加工工程の生産性向上、難加工材への対応を通じた競争
力強化と販路開拓

110 R143050046 九州 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941 塩分の吸収を抑制する食品添加物の開発

111 R143050048 九州 熊本県 鞭馬工務店 6682C2D7
ログハウス製材工程における木材直角精度の向上による差別
化

112 R143050049 九州 熊本県 株式会社Ｗｉｌｌ 7330001007376 高機能大型焙煎機の導入による生産性向上と雇用増進

113 R143050054 九州 熊本県 白川工芸有限会社 6290002055306 「当社技術×最新設備」で生産プロセス改善と生産性向上事業
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114 R144050003 九州 大分県 公月測量設計株式会社 3320001010335
大分県西部地域におけるＩＣＴの活用によるインフラ老朽化・防
災対応計画

115 R144050004 九州 大分県 三金商事株式会社 3320001007422
付加価値向上のための、事務作業の自動化と一元管理システ
ムの構築

116 R144050006 九州 大分県 株式会社カワベ 4320001009582
新規設備の導入により５Ｇ携帯基地局向けシリコーンチューブ
増産体制の確立

117 R144050007 九州 大分県 有限会社由布院散歩道 5320002010019
充填機一式導入によるポポージャム生産性の向上と「異なる市
場」の開拓

118 R144050008 九州 大分県 第一工業株式会社 1320001002912
保温板金加工設備の導入による作業工程の革新的改善と生産
性の向上

119 R144050011 九州 大分県 大成木材株式会社 8320001001619 サプライチェーン適正化のためのプレカット事業成長促進策

120 R144050016 九州 大分県 有限会社安東工業所 3320002016298
人と地球に優しい塗装方法導入での新規顧客開拓及び生産性
向上

121 R144050021 九州 大分県 株式会社大川技研 4320001002934 高性能ドローンを活用した高所における点検業務の効率化

122 R144050024 九州 大分県 共立コンサルタント株式会社 2320002013833
測量技術高度化のためレーザードローンを用いた生産性向上と
事業拡大

123 R144050026 九州 大分県 有限会社中荘製畳 1320002014270
機械装置導入による生産性向上と顧客ニーズに応じた畳提案
事業

124 R144050033 九州 大分県 株式会社千大土木 4320001009681 ＩＣＴ技術の活用による土木工事工程の生産性向上と販路拡大

125 R144050034 九州 大分県 株式会社九州中央米市場 7320001009745 ブランド米の差別化による販路拡大事業

126 R144050035 九州 大分県 株式会社丸新工業 7320001016147
建設業における特別教育事業の展開と水路工事の納期短縮に
よる売上拡大

127 R144050037 九州 大分県 日田時報紙器印刷株式会社 9320001010164 創造力を可視化し、地域資源をＲｅデザインするファクトリーへ

128 R145050003 九州 宮崎県 株式会社上沖産業 2350001010374 干し沢庵製造プロセスの改善による継続的な事業継承

129 R145050005 九州 宮崎県 株式会社岩倉酒造 7350001013513
完全自動製麹装置の導入による品質及び生産性の向上と新商
品開発

130 R145050007 九州 宮崎県 中園鶏肉加工店 E4E81D47
スチームコンベクション等の導入による鶏肉加工の効率化・商
品形態の革新

131 R145050010 九州 宮崎県 株式会社新原産業 6350001008175
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売
上拡大

132 R145050013 九州 宮崎県 有限会社南建興業 2350002016214
園芸⽤の栽培培地等⽤の⾼温焼成したセラミックボラの製造販
売

133 R145050014 九州 宮崎県 双葉工業 25F26EF7
動力折曲機導入によるデジタル化及び長尺ものの内製化の実
現

134 R145050015 九州 宮崎県 有限会社末原産業 8350002002373
３密を避けた安価なバイオマス燃料生産を目的とした製造体制
の確立

135 R145050017 九州 宮崎県 有限会社三森特殊印刷社 9350002004526
環境配慮型印刷機導入による抗ウイルスシール・ラベル製造と
高機能素材の開発

136 R145050018 九州 宮崎県 アカツキ酒造合資会社 2350003001289 新規ボイラー導入による増産化及び販路開拓

137 R145050019 九州 宮崎県 有限会社産機サービス 7350002001946
ユニット体制構築による内製化の実現と多能工化による労働生
産性の向上

138 R145050022 九州 宮崎県 株式会社ユニバーサルインターテック 4350001011065
高品質ナイロン素材による自社製品開発、新規顧客層への展
開

139 R145050023 九州 宮崎県 株式会社高野建設 6350001006294
後方超小旋回ハイリーチショベルの導入によるほ場工事の生産
性向上

140 R145050024 九州 宮崎県 有限会社中城鉄筋工業 7350002011508
最新の鉄筋自動曲装置導入による、請負受注増加及び生産性
向上計画

141 R145050025 九州 宮崎県 有限会社オークラ製作 3350002011528
組子細工製品加工用の新規設備導入による生産性向上・新商
品開発

142 R145050028 九州 宮崎県 有限会社グリーンライフ日向 4350002015453
生産性向上を図るボラ土製造プラント導入で乾燥ボラ土の製
造・販売

143 R145050030 九州 宮崎県 株式会社福富鐵筋工業 2350001015233
鉄筋自動切断機と鉄筋自動曲装置を導入し、作業の省人化で
物理的な対人接触を減らした生産ラインの構築

144 R146050001 九州 鹿児島県 有限会社廻製作所 2340002018070
高精度マシニングセンタ導入による生産性向上と高精度化によ
る価格競争からの脱却

145 R146050002 九州 鹿児島県 有限会社ステンレス大成 5340002022508
半導体製造部品の高精度加工現実・生産性向上による差別化
要因の強化

146 R146050003 九州 鹿児島県 鹿北ステンレス有限会社 1340002022288
新規事業製品の量産化に向けた曲げ工程の生産性向上への
取り組み

147 R146050005 九州 鹿児島県 有限会社浜田茶業 1340002024350
需要拡大に応える知覧茶茶葉の品質保証と安定供給体制の構
築

148 R146050007 九州 鹿児島県 株式会社ｄａｎｋｅｎ 5340001009968
冷凍パン事業で、効率良く働きやすい環境を作り鹿児島から全
国へ。

149 R146050008 九州 鹿児島県 株式会社大橋製茶 6340001005974
自動口封機の導入によりティーバッグの生産拡大と生産性の向
上を図る

150 R146050009 九州 鹿児島県 有限会社清姫温泉 4340002013581
車椅子で入浴できる水圧式昇降機付浴槽の導入による究極の
癒しの空間の提供と販路開拓

151 R146050010 九州 鹿児島県 有限会社木原金属工芸社 3340002024209
精密加工機と伝統技術の融合による文化財建築金具製作体制
の構築

152 R146050013 九州 鹿児島県 東マンゴー園 E148233A
ビン詰め加工品製造の効率化および品質向上による事業規模
拡大を目的とした機械導入
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153 R146050014 九州 鹿児島県 株式会社ベストサポート 7340002022431 高性能機械導入による生産性及び顧客満足度の向上計画

154 R146050016 九州 鹿児島県 株式会社岩崎木材工芸 1340001013791
屋久杉未利用材の有効活用と製品加工の機械化による生産性
向上事業

155 R146050018 九州 鹿児島県 株式会社五反共楽園 2340001001696
鹿児島大学開発の特許を活用したトルコギキョウの生産と販路
拡大

156 R146050022 九州 鹿児島県 有限会社道免家具店 9340002006556
ＣＮＣマシニングセンタ導入による特別注文家具加工の内製化・
高度化・効率化

157 R146050025 九州 鹿児島県 株式会社益山印刷 3340001003948
製版工程の内製化による生産コストの削減・品質の向上・環境
負荷の完全削減

158 R146050029 九州 鹿児島県 有限会社肉のまるかつ 9340002023139
トレーシーラー導入で食肉加工品の酸化による色変化防止と消
費期限長期化を実現し品質向上させ販路拡大する。

159 R146050030 九州 鹿児島県 有限会社末廣木工所 9340002016729
最新鋭接着機の導入による建具製品の高品質・高効率生産体
制の確立

160 R146050043 九州 鹿児島県 ＦＵ CBB7D56C
瞬間冷却器や真空調理機等の導入による新たな食の販売方式
の提案

161 R146050044 九州 鹿児島県 株式会社ユー・エム・アイ 8130001033598
特殊フッ素ゴムシール材の需要増に対応するための自社一貫
生産体制の構築

162 R146050045 九州 鹿児島県 水溜食品株式会社 5340001012559 品質と生産性の向上を実現する高菜洗浄機の導入

163 R146050050 九州 鹿児島県 株式会社青空薬局 3340001009086
対物業務の機械化による効率化を図り、患者本位の対人業務
と地方包括ケアの充実化

164 R146050051 九州 鹿児島県 株式会社タバタオートセンター 9340001010641
先進安全自動車の高難度整備対応と高付加化価値提案サービ
スの展開

165 R146050052 九州 鹿児島県 佐藤食品工業有限会社 7340002000536
連続高速充填機導入による充填工程の生産性向上と販路拡大
の実現

166 R146050053 九州 鹿児島県 小川工房 17C3823D
歯科治療修復物に特化した新加工システム導入による生産性
向上

167 R146050054 九州 鹿児島県 株式会社Ｇｕａｒｄｉａｎ 4340001019217
九州全域の黒毛和牛生産能力増大と地域畜産業貢献のため
の最先端採卵移植システムの導入


