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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７次締切

採択案件一覧　一般型（224者）

No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名 採択種類

2480 R140070005 九州 福岡県 有限会社稲佐鉄工所 7290802022090
型枠製造技術の革新的取組みによるコンクリート二次製品の高付加
価値化への対応

通常

2481 R140070006 九州 福岡県 有限会社光武金型製作所 7290002037105 最新鋭ワイヤ－放電加工機による加工精度向上と短納期化 新特別

2482 R140070009 九州 福岡県 株式会社デンタルラボ徳永 3290801008680
歯科技工物内製体制構築による歯科技工版「セントラルＦＡＢ」拠点の
立上げ

通常

2483 R140070012 九州 福岡県 株式会社富士建 7290001016357 製品設計業務のデジタル化による土木建設用機材の生産性向上計画 新特別

2484 R140070013 九州 福岡県 株式会社サンコウ 3290001053404 複数企業の強みを活かした畳昇降コラムの開発と事業化 通常

2485 R140070015 九州 福岡県 有限会社シー・アイ 5290802023272
半導体検査における工程改善による検査精度の向上により、歩留まり
の向上と短納期対応の実現

新特別

2486 R140070016 九州 福岡県 株式会社セイコー 3290001049014
日本の防災計画に貢献する室内土質試験の自動化による生産性向上
計画

新特別

2487 R140070018 九州 福岡県 千石産業株式会社 9290801010160 木製パレット製造ラインの自動化による生産体制刷新計画 新特別

2488 R140070019 九州 福岡県 サクラみそ食品株式会社 8290001048878
小売り用天ぷら製造での生産性向上と品質向上を図り、環境問題と消
費者ニーズに貢献する

通常

2489 R140070021 九州 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803
医療分野進出を加速するファイバーレーザ溶接機導入とＩｏＴ活用の取
組

新特別

2490 R140070022 九州 福岡県 しろもと歯科小児歯科クリニック
補綴治療のデジタル化による国内最高水準の補綴治療の実現と低感
染型ビジネスモデルへの転換

通常

2491 R140070023 九州 福岡県 ヤマソク株式会社 2290001066679 クラウド型ドローン活用による測量業務の非対面化及び生産性向上 新特別

2492 R140070027 九州 福岡県 株式会社鷹羽建設 9290801016884 土木施工等のＩＣＴ化とテレワーク化による生産性向上 新特別

2493 R140070030 九州 福岡県 内装のかね福
ロボットによる畳製造の高効率化・畳屋が提案する洋風リフォームの
開発

新特別

2494 R140070031 九州 福岡県 株式会社マルエム商会 5180001084994 可動範囲７ｍの高精度ポジショナーの開発 通常

2495 R140070038 九州 福岡県 有限会社エガミ 4290002050713
酒粕販売事業拡大を目的とした袋詰め作業の生産性・安全性向上へ
の取組

新特別

2496 R140070039 九州 福岡県 株式会社カリスクリエイト 7290001072499 ダイレクトキャスト製法でジュエリーを社内製造する内製化の取組み 通常

2497 R140070040 九州 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
最新の立形マシニングセンタと冶具クイック交換装置の導入による多
品種少量生産の生産性向上と生産能力増強

通常

2498 R140070043 九州 福岡県 株式会社不二家 7290001047476 顧客の料理に合ったきめ細やかなオリジナルしょうゆづくり体制 通常

2499 R140070046 九州 福岡県 株式会社イデア 6290801000288 最新パネルソー等の導入による家具製造ラインの構築と生産性向上 通常

2500 R140070048 九州 福岡県 みやこハム株式会社 2290801015133 最新式の真空食品移送ポンプ導入による生産性向上及び新商品開発 通常

2501 R140070049 九州 福岡県 有限会社大昌印刷所 9290002049346 エンボス・箔押し機導入による新事業への進出 新特別

2502 R140070050 九州 福岡県 株式会社オカベイ 9290801000517
消費者の嗜好の多様化、個食化への対応可能な高品位米小ロット生
産体制の構築

通常

2503 R140070052 九州 福岡県 吉成歯科医院
「百年歯科」による「百歳まで『咬める』」を実現する上顎インプラント施
術の開発

通常

2504 R140070053 九州 福岡県 結樹農園アグリス 木耳生産の機械化による生産量増加及び木耳パウダーの生産・販売 通常

2505 R140070054 九州 福岡県 有限会社大夢ウッド 8290802011489 豪華高速バス・観光バス向け個室・化粧室・内装等の木工内装工事 通常

2506 R140070055 九州 福岡県 株式会社ｅｎｕｐｌａｎｎｉｎｇ 8290001089922 従来の常識に捉われない新しい歯科技工所サービスの展開 新特別

2507 R140070059 九州 福岡県 株式会社ファニチャー・ミエ 3290001060763 ウィズコロナに向けた収納機能付き可動式間仕切りの開発 新特別

2508 R140070061 九州 福岡県 日高歯科医院
院内技工室の設置による歯周病・予防治療に係る各種新サービスの
実現

通常

2509 R140070062 九州 福岡県 株式会社ＫＥＮＭＩ 9290001033367 産業・農業用ドローンによるスマート農業支援サービスの開発 新特別

2510 R140070063 九州 福岡県 株式会社Ａｔｏｐｙ　ｌａｂｏ 7290001025639 コロナ禍で拡大した敏感肌・温活市場に対する固形入浴剤増産事業 通常

2511 R140070065 九州 福岡県 有限会社糸島プレス工業 9290002032599 最新型タレットパンチプレス機導入による防犯装置筐体の生産性向上 通常

2512 R140070067 九州 福岡県 株式会社ホトメキ食品 3290801022756
ラベル工程・真空包装工程の抜本的な改善による高効率生産体制の
構築

通常

2513 R140070068 九州 福岡県 株式会社ＮＣＭアライアンス 4290001083763
補綴物の即日発送と提案型営業の実現により受注型ビジネスから脱
却

新特別

2514 R140070069 九州 福岡県 松尾建設有限会社 8290002044604 岩盤破砕設備の導入による生産性向上と建柱工事一貫施工体制確立 通常

2515 R140070072 九州 福岡県 有限会社パル 1290802017897
放射線治療という先駆的がん治療が可能にする、九州地方における
基幹的がんセンター化計画

新特別

2516 R140070074 九州 福岡県 花美坂歯科医院
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による革新的診療サービスの実
現

通常

2517 R140070075 九州 福岡県 エイテックス株式会社 1290001011792 半田付け工程の自動化による生産性の向上とコロナ対策の強化 新特別

2518 R140070076 九州 福岡県 東亜非破壊検査株式会社 5290801009306 石油タンク内で活用するＭＴ検査アシストユニットの開発と導入 通常

2519 R140070080 九州 福岡県 有限会社渡辺鉄工 9290802017700 ロボット溶接構造物製造新ライン構築による生産性向上の取組 通常



2　/　6

No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名 採択種類

2520 R140070081 九州 福岡県 たなか歯科・矯正歯科
「保険適用可能な矯正治療」により、対症療法ではない根本療法の選
択肢を提案する。

通常

2521 R140070082 九州 福岡県 株式会社北機工 1290801013006
センサーカメラを活用したＩｏＴ化による革新的重量物搬入サービスの
取り組み

新特別

2522 R140070083 九州 福岡県 株式会社原武商店 8290001049439 ＥＣサイト連携型ＥＤＩシステム導入による九州特産の焼酎拡販事業 新特別

2523 R140070085 九州 福岡県 有限会社プロタック 2290002047579 半導体等の生産設備部品の高精度・高品質・高生産性ラインの確立 通常

2524 R140070087 九州 福岡県 新興アルマー工業株式会社 6290801012226 めっき加工事業の拡大のための性能優位性証明データの取得 通常

2525 R140070088 九州 福岡県 株式会社ＦＵＫＵＳＨＯ 6290801019972 太陽光発電設備工事の高効率化に資する最新式ドローン測量の導入 新特別

2526 R140070091 九州 福岡県 株式会社リアライズ 2011101068840
ワイヤーフレーム制作システムによる短納期化とリモートワーク推進事
業

新特別

2527 R140070092 九州 福岡県 司法書士法人そうぞう 1290005018231
総合管理ソフト導入によるペーパーレス化及び司法書士業務の効率
化

通常

2528 R140070093 九州 福岡県 イーラボ株式会社 1290001060006 マスク用フィルタ及び緩衝材の製造・販売 通常

2529 R140070095 九州 福岡県 有限会社祥賢物産 4290802016871 経営安定化のための農産物加工品販売体制の構築 通常

2530 R140070096 九州 福岡県 山川建設株式会社 3290001050517 マシンガイダンスの革新的利用で九州を災害から守るばい！ 新特別

2531 R140070098 九州 福岡県 大熊歯科
３次元デジタル装置導入による手軽にできる短期間マウスピース治療
開始

通常

2532 R140070099 九州 福岡県 池尻歯科医院 デジタル化技術と独自開発治療による高付加価値歯科診療の開発 通常

2533 R140070100 九州 福岡県 株式会社オグチ 3290001002765 地球温暖化と高齢者買物困難を解決する移動販売コンテナの開発 通常

2534 R140070101 九州 福岡県 株式会社尾形養鯉場 2290001048512 ポストコロナを見据えたハイブリッド型オークションシステム導入 新特別

2535 R140070102 九州 福岡県 株式会社５ｗｉｎｓ 1290001092643 ドローンを活用した総合ジャンボタニシ対策サービスの検証事業 通常

2536 R140070103 九州 福岡県 田中油糧工業株式会社 3290001040889
ドレッシングの生産能力を飛躍的に向上させ需要に応えるための製造
設備の導入

通常

2537 R140070104 九州 福岡県 日野抜型製作所 画像寸法測定器の導入による半導体用抜型の新規開発 通常

2538 R140070106 九州 福岡県
デンタル・エデュケーショナル・アンド・マネージメント
株式会社

8290001057805
口腔内スキャナー・３Ｄプリンターを用いた革新的デジタル補綴咬合研
修事業の推進

新特別

2539 R140070107 九州 福岡県 有限会社橋口鉄工所 5290002039887 高性能電子顕微鏡の装置部品製造における生産性向上 通常

2540 R140070109 九州 福岡県 若松パッキング有限会社 3290802019578 医療ロボット用パッキン製造における生産性向上 通常

2541 R140070110 九州 福岡県 有限会社マルコー 7290002053977 ふとんリフォーム事業強化に伴う生産性向上 通常

2542 R140070112 九州 福岡県 株式会社坂田精密 5290001058426
半導体製造装置部品等加工の品質向上、生産能力増強、安定供給体
制構築の取り組み

新特別

2543 R140070113 九州 福岡県 西日本セロファン株式会社 7290001087308
製袋機導入でサプライチェーン商品をオーダー製品化し、主軸事業を
構築する

通常

2544 R140070115 九州 福岡県 池田製作所
ミーリング機能付ＣＮＣ旋盤導入による部品加工工程集約からの生産
性向上とコストダウン取組

通常

2545 R140070119 九州 福岡県 有限会社渡辺自動車 4290002034617 先進安全自動車向けの整備機器導入及び測定サービスの提供 通常

2546 R140070124 九州 福岡県 株式会社小財スチール 6290001007497 鉄筋切断工程の刷新による生産性向上と高付加価値分野の開拓 通常

2547 R140070125 九州 福岡県 筑紫自動車工業有限会社 3290002005313
大変革期におけるＡＳＶ整備導入と非対面の販売体制構築にて売上拡
大

通常

2548 R140070127 九州 福岡県 株式会社主計物産 4290001047644
クラウド型加工食品製造管理システムの開発とＸ線検査機による信頼
性と労働生産性を向上させる事業。

通常

2549 R140070128 九州 福岡県 株式会社カミックス 4290801020957
美粧化段ボールの要になる高品質印版をサイズアップと共に生産性
の向上に挑戦

通常

2550 R140070130 九州 福岡県 ラックデザイン株式会社 7290001072821 自動裁断機導入による新分野・高温断熱材への展開 通常

2551 R140070132 九州 福岡県 株式会社大塚食品 8290002055139 えのき茸収穫工程自動化による生産性向上 通常

2552 R140070133 九州 福岡県 株式会社ｉプラント 6290001083076 新型ＮＣパイプコースターの導入による生産性向上と販路拡大 通常

2553 R140070137 九州 福岡県 株式会社池田冷熱工業 6290801013083 フランジ製作工程の刷新による競争優位の確立と収益力強化 新特別

2554 R140070138 九州 福岡県 小郡さくら歯科 デジタル設備導入で治療と予防の両輪を確立、地域歯科医療に貢献 通常

2555 R140070139 九州 福岡県 邸宅ギャラリー　井村家別邸　月の離なれ 地域貢献に資するクラフトビール醸造所の新事業の創設 通常

2556 R140070140 九州 福岡県 株式会社プレジデントハカタ 3290001024487 ポストコロナに対応する対人接触を減じた安心安全な宿泊の提供 新特別

2557 R140070141 九州 福岡県 株式会社エイチ・シー・ディー 7290001053722 歯科技工所のデジタルものづくりにて歯科医院と最新の業務連携 新特別

2558 R140070142 九州 福岡県 ＢＡＳＫＩＮＧ　ＣＯＦＦＥＥ
チョコレート製造設備の導入とＳＤＧｓに配慮したエシカルな新商品の
開発

新特別

2559 R140070143 九州 福岡県 株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ　Ｐａｒｋ 8290001082051
コワーキングスペースのリモート運営システム構築による生産性向上
と新型コロナウィルス感染拡大リスクの低減

新特別

2560 R140070147 九州 福岡県 有限会社アイケイケイ精工 4290802022060
画像寸法測定器による検査工程デジタル化と生産性向上・感染対策
への取組

通常

2561 R140070148 九州 福岡県 有限会社大友ゴム工業 3290002040640 シリコーン製食品用モールドの開発と先進的設備による生産性向上 通常
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2562 R140070149 九州 福岡県 有限会社丸建建具店 8290002053976 木材利用促進法に対応した広葉樹ハイトドアの量産化の取組 通常

2563 R140070153 九州 福岡県 高野歯科医院 デジタルインプラント化による歯科治療のＤＸ化の取り組み 通常

2564 R140070155 九州 福岡県 レーブ・ド・ベベ有限会社 3290002051927 高精度マルチスライサー導入による約５５倍の生産性向上と販路拡大 通常

2565 R140070158 九州 福岡県 やまだ歯科クリニック 光と水を融合させた歯周病先端治療の導入とポストコロナへの取組 通常

2566 R140070159 九州 福岡県 株式会社エンセン 4290001000875 顧客要望を満たす「超短納期対応」による生産販売体制の構築 通常

2567 R140070161 九州 福岡県 合同会社ジーシステム 2290803002690 ワイヤーカット放電加工導入による超硬プレートの生産性向上 通常

2568 R140070162 九州 福岡県 株式会社インフォメックス 4290801011799 建設業に対応した中小企業共通ＥＤＩの連携システム構築 通常

2569 R140070170 九州 福岡県 株式会社俵工業所 2290801010274
ＡＩ自動積算ソフト・最新３ＤＣＡＤＣＡＭのデータ連携による製造体制Ｄ
Ｘ化の取り組み

新特別

2570 R141070005 九州 佐賀県 有限会社西岡醤油店 9300002008011 自動撹拌機導入による佃煮製造の生産向上と働き方改革への対応 通常

2571 R141070006 九州 佐賀県 株式会社土井組 6300001007603
環境配慮、行政経費節減、利益確保を実現する土木技術活用の堆肥
製造

通常

2572 R141070007 九州 佐賀県 株式会社ＩＭコーポレーション 7300001008542 業界初！「別注家具」のメディカルコンソールボックス開発 新特別

2573 R141070009 九州 佐賀県 有限会社市川光山窯 7300002007626 鍋島焼の焼成と焼成後の温度管理による製品の安定性 通常

2574 R141070011 九州 佐賀県 有限会社杉町鉄工所 1300002000735
新たな部品加工と工程の自動化による収益、短納期、価格競争力の
向上

通常

2575 R141070012 九州 佐賀県 文祥窯
泉山磁石場で産出される陶石を持続的に活用していくための陶土製造
内製化の構築

通常

2576 R141070015 九州 佐賀県 有限会社肥前溶圧 7300002008839 「新商品ハイブリット工法」導入による将来への新たな基盤づくり 通常

2577 R141070016 九州 佐賀県 松栄技建株式会社 6300001003882
φ８００ｍｍ以下の配管工事の作業効率を高めるために、自走式穿孔
ロボット機を導入

新特別

2578 R141070019 九州 佐賀県 楽園計画株式会社 1300001004670
「アートと庭園の融合」アフターコロナにおける新たな体験型サービス
の実現

新特別

2579 R141070020 九州 佐賀県 株式会社カワセテック 5300001009220
高速・高精度プレスブレーキ導入による曲げ工程の品質・生産性向上
の実現

通常

2580 R141070022 九州 佐賀県 株式会社マルサンフーズ 6290001039689 いかしゅうまい製造機械導入による生産性向上及び収益力強化事業 通常

2581 R141070025 九州 佐賀県 株式会社マルミツ 5300001008767
バックホウ自動制御装置導入によるデジタル転換と施工精度高度化事
業

通常

2582 R141070030 九州 佐賀県 株式会社中村電機製作所 6300001000566 基幹システム導入による超効率化とタッチレスワークへの挑戦 新特別

2583 R141070031 九州 佐賀県 有限会社オ・ム 2300002010849
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるデジタル技工・ポストコロナの技工所
実現事業

新特別

2584 R142070004 九州 長崎県 永村水産 高鮮度海産物製造と「永村印」ブランドによる大消費地直販事業 通常

2585 R142070006 九州 長崎県 菓匠　佐藤饅頭 「糖質カット＋食物繊維」の健康どら焼きの新商品開発 通常

2586 R142070007 九州 長崎県 株式会社早瀬鉄工所 6310001001786 ＤＸの推進による生産性向上を目指した新規顧客層への展開 通常

2587 R142070011 九州 長崎県 西日本鋼業株式会社 5310001005821 生産工程の自動化による生産性の向上と新分野展開 通常

2588 R142070013 九州 長崎県 大平食品株式会社 2310001009750 島原田舎みそで作る長崎産減塩「キザミ味噌漬け」の新商品開発 通常

2589 R142070018 九州 長崎県 株式会社新田鉄工所 4310001009798
高性能ＣＮＣ旋盤による製造の効率化と配置見直しで生産向上を図
る。

通常

2590 R142070019 九州 長崎県 有限会社まるよし 2310002008561 省エネラーメン店のプロデュース事業 通常

2591 R142070024 九州 長崎県 株式会社花月 9310001000348 長崎の食と歴史を食卓に届ける「バーチャル料亭」事業 新特別

2592 R142070025 九州 長崎県 有限会社プログレスプラン 7310002016428 建設業のＩＣＴ土工を実現する高密度３次元測量サービスの立ち上げ 通常

2593 R142070026 九州 長崎県 有限会社橋口水産 2310002014460 ガッターマシーンの導入によるブリ加工作業の生産性向上を図る 通常

2594 R142070027 九州 長崎県 パンプラス ベーカリー業界に稀少な非接触型管理システムによる生産性向上 通常

2595 R142070028 九州 長崎県 大村ファミリー歯科
長崎県から、重度な根尖病巣患者ゼロを目指して、精密先端治療の提
供！

通常

2596 R142070030 九州 長崎県 西日本開発株式会社 5310001008114
３Ｄ測量機器を用いた新しい形の測量への対応迅速化と新規事業早
期参入による優位性確立

通常

2597 R142070032 九州 長崎県 大崎たたみ店 最新型両用機・框縫機の導入による生産性向上及び島外販路拡大 通常

2598 R142070033 九州 長崎県 株式会社印束 6310001015332 ＥＣサイト「昔ながらの魚屋」で個人消費者向けに長崎の魚を販売 通常

2599 R142070035 九州 長崎県 株式会社ジャパン・シーフーズ 3290001001453 自動計量・充填機の導入による、アジ・サバの冷凍刺身市場の拡大 通常

2600 R142070036 九州 長崎県 株式会社杵の川 2310001009511 新しい酒造生産体制構築と新市場（販路）進出強化 通常

2601 R142070041 九州 長崎県 三石生地有限会社 1310002012531 高精度高歩留のＮＣマシンで新たな成形　生産技術と職人技能を継承 新特別

2602 R142070043 九州 長崎県 林田製作所 Ｒ加工内製化による新商品の生産 新特別

2603 R142070045 九州 長崎県 有限会社蜂の家 8310002011205 自慢のカレーをもっと広く親しんでいただくため生産能力を拡大する 新特別
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2604 R142070046 九州 長崎県 有限会社共栄工業 1310002017167 高精度免震装置の受注と生産性効率化 新特別

2605 R142070050 九州 長崎県 有限会社松山青果 3310002016646 センサー式選別機導入によるコロナ対策と情報見える化の同時達成 通常

2606 R142070053 九州 長崎県 県北土地開発株式会社 4310001005343
インフラ施設の維持管理の３Ｄデジタル化に貢献するＵＡＶ３Ｄレー
ザー測量システムの導入

通常

2607 R142070055 九州 長崎県 プレテック島原協同組合 5310005005264 ゆがみのない木造パネルＣＡＤデータを外壁材プレカットへの活用 通常

2608 R142070056 九州 長崎県 株式会社南原 5310001008997 ＭＭＮａｖシステム導入による生産性向上及び作業環境の改善 通常

2609 R143070001 九州 熊本県 株式会社ケイ・エム・ケイ 6330001012699
新規複合加工機の導入により成長分野の受注拡大に向けた新たな取
り組み

通常

2610 R143070003 九州 熊本県 株式会社九州エバーロイ 3140001068490 生産工程分析システム 通常

2611 R143070005 九州 熊本県 株式会社旭技研コンサルタント 8330001000140
最新測量機器を用いた３次元測量事業への展開と現場作業の効率化
による競争力向上

新特別

2612 R143070008 九州 熊本県 株式会社エムエスケイティ 4330001027245
自動切削機導入による新印刷システムの構築で、コロナ禍で苦しむ飲
食店のリニューアルオープンを支援

通常

2613 R143070013 九州 熊本県 株式会社ステラ 4330001020919 犬猫の健康寿命に資するための設備導入計画 通常

2614 R143070017 九州 熊本県 有限会社グランツ・デンタル・ラボラトリー 1330002012554 デジタル化対応によるインプラント上部構造の新受注体制の構築 通常

2615 R143070018 九州 熊本県 株式会社橋口石彫工業 5330001003757 石のスペシャリストが挑むコンクリートの高付加価値サービス 通常

2616 R143070021 九州 熊本県 九州情報サービス株式会社 4330001001150
簡単作成が出来る「＠ＡＰＰＥＡＬ」ポータルサイトの顧客利便性に伴う
販路開拓事業

新特別

2617 R143070022 九州 熊本県 有限会社アイテック 5330002025156
アルミ長尺薄板形状ワークの高精度高効率マシニング加工技術開発
事業

通常

2618 R143070026 九州 熊本県 株式会社スリーダイン 7330001014117
半導体産業向けプラスチック加工の拡大並びに感染症低リスク対応と
ＢＣＰ対策

新特別

2619 R143070027 九州 熊本県 川野歯科医院
患者のＱＯＬを最大化する歯科医療を地方にもたらす新たな治療モデ
ルの確立

通常

2620 R143070029 九州 熊本県 有限会社花谷工業 7330002026219
切断加工制御システムによる高精度加工と新素材対応による事業拡
大

通常

2621 R143070031 九州 熊本県 天草海龍観光株式会社 2330001013098 とらふぐ加工品の凍結工程における品質・安全性・生産性の向上 新特別

2622 R143070033 九州 熊本県 八代鮮魚商協同組合 5330005005849 くまもと自慢の高品質ハモの商品開発・生産性向上事業 通常

2623 R143070034 九州 熊本県 株式会社本田謙工機 3330001004253 国内製材所の事業再編に伴う、帯鋸製造の生産性向上への取り組み 通常

2624 R143070038 九州 熊本県 株式会社三成 2330001007298 有機質肥料と化学肥料のハイブリッド肥料の量産体制の構築 通常

2625 R143070039 九州 熊本県 サカグチ印刷 自社ブランドを生かして新事業展開！ 通常

2626 R143070042 九州 熊本県 株式会社カネマツ 9330001015146 情報化施工に対応する設備強化で生産性と施工品質の向上実現事業 通常

2627 R143070049 九州 熊本県 八代園芸加工株式会社 1330001013792
原反タタミ装置＋梱包仕上機導入加工ライン改善による生産性向上・
コロナ感染予防計画

新特別

2628 R143070050 九州 熊本県 株式会社サンループ 6330002030634
人吉・球磨初！配送ロボット導入による対人接触の減少・生産性向上
計画

新特別

2629 R143070051 九州 熊本県 ＩｏＴ　ｍｏｂｉｌｅ株式会社 7330001024025 非対面で、複数の箇所の温湿度を一括に遠隔管理できるＩｏＴ製品開発 新特別

2630 R144070001 九州 大分県 ニュージャパンマリン九州株式会社 1320001014107 ＮＣルーター導入による舟艇製造ラインの生産改善と感染症対策 新特別

2631 R144070002 九州 大分県 株式会社交栄農事営農組合 9320001011443 生産性向上による生姜栽培の栽培面積拡大および新規作物栽培事業 通常

2632 R144070003 九州 大分県 株式会社トヨテック大分 3320001008461
産業用ロボット導入による成形工場内の自動化とコロナ感染症に備え
て蜜を回避し、生産性向上を目指す

新特別

2633 R144070006 九州 大分県 有限会社カーボデー河野 1320002001797 カーエアコンのフロンガス再利用装置の導入 通常

2634 R144070007 九州 大分県 東国東自動車整備協業組合 9320005004410 最新リフト導入による複数人作業から単独作業への移行 新特別

2635 R144070008 九州 大分県 有限会社まるは商会 4320002020200
“海老で鯨を釣る！？”生産ライン一新で品質と生産性向上による売上
拡大

通常

2636 R144070009 九州 大分県 株式会社ＴＳＩテックス 5320001012478 鋼材・管材の端材有効活用による環境対策とＥＳ・ＣＳの向上 通常

2637 R144070010 九州 大分県 株式会社マルエイ 2320001014642
日割生産による柱・板木混合生産の実現およびその為の板木桟入れ
機の導入

通常

2638 R144070011 九州 大分県 有限会社山梨子産業 6320002017442 高周波フラッシュ接着機導入による品質向上・収益性改善の取組 通常

2639 R144070013 九州 大分県 岡本自工株式会社 9320001007623 特定の用途に供する、一定の基準を満たすことを要件とする製品 通常

2640 R144070018 九州 大分県 株式会社Ｌｉｌａｓ 1320001007481 オンラインプラットフォーム［ＲＡＳＨＩＫＵ」 通常

2641 R144070021 九州 大分県 有限会社大分クリーンサービス 7320002008291 最新破袋機導入による生産性向上と作業環境の改善事業への取組み 通常

2642 R144070023 九州 大分県 ヘルメット潜水株式会社 8320001008317 積層式自動裁断機導入による新商品・サービス提供及び生産性向上 通常

2643 R144070024 九州 大分県 武田電気株式会社 8320001015874 地下埋設管探査地中レーダの導入による作業効率化と営業力強化 通常

2644 R144070025 九州 大分県 株式会社三陽 3320001005970 新型鉄骨溶接ロボット導入による溶接工程の生産性向上と販路開拓 新特別

2645 R144070026 九州 大分県 有限会社石田生花店 7320002000901 顧客・販売管理システム導入を基軸とした生花店ＤＸ化の取り組み 新特別
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2646 R144070027 九州 大分県 佐藤電工社 地域初！「地方における草刈り事業」の展開による売上拡大事業 通常

2647 R144070029 九州 大分県 株式会社和光社 9320001017795 建築板金用金属屋根材の加工・生産による体制強化・競争力強化 通常

2648 R144070030 九州 大分県 牟礼鶴酒造合資会社 4320003001166
酒類の製造キャパシティ拡大と小ロット化による新商品開発で売上拡
大

通常

2649 R144070032 九州 大分県 株式会社茂里商店 9320001009818 大分県産原木生椎茸冷凍スライスの販路開拓事業 通常

2650 R144070033 九州 大分県 有限会社南酒造 6320002015479 製造ラインの改善による麦焼酎の品質・生産性向上とブランド向上 通常

2651 R144070034 九州 大分県 有限会社高橋木工製作所 5320002004334
最新鋭横式バンドソーで、銘木を薄肉加工して高付加価値化を実現す
る

通常

2652 R144070035 九州 大分県 有限会社河内水産 3320002016538 高温発酵プラント導入によるブランド魚開発及び海洋環境保全事業 通常

2653 R144070040 九州 大分県 大塚きくらげ株式会社 1320001015856
　製造工程の見直しによる生産性・歩留まり率の向上、経営課題の解
決の実現

通常

2654 R144070042 九州 大分県 株式会社日伸 9320002020963
創業５０年で培った技術力を更なる高みへ！金属屋根成形の新工法
内製化によるＱＣＤ向上計画

通常

2655 R145070002 九州 宮崎県 株式会社吉村工業 3350001012080
舎屋部材の製造プロセスを刷新する曲げ機導入による生産性向上と
販路開拓

通常

2656 R145070003 九州 宮崎県 株式会社竹井建設 8350001009576 ＩＣＴ技術導入による施工品質及び生産性向上 通常

2657 R145070007 九州 宮崎県 有限会社つばさ 6350002010493
施盤工程の最新ＣＮＣ化による内製化率９０％とリードタイムの半減計
画

通常

2658 R145070009 九州 宮崎県 有限会社寺原畳工業 9350002010739 畳専用乾燥機・掃除機及び襖貼り機を活用した和室抗菌リフォーム 新特別

2659 R145070011 九州 宮崎県 有限会社甲斐工業 2350002001001 産業用ドローンを利活用した構造物点検役務サービスの開発 新特別

2660 R145070012 九州 宮崎県 有限会社相生建設 4350002000059 下請事業者のＩＣＴ重機導入による超短工期の実現と社の若返り 通常

2661 R145070013 九州 宮崎県 株式会社真和コンサルタント 9350001005624
レーザー測量による３次元モデル活用でＢＩＭ／ＣＩＭ対応を図る革新
的取組み

新特別

2662 R145070016 九州 宮崎県 株式会社はとや 6350002017506 セントラルキッチンの整備で生産性を高めてＦＣ展開を加速させる 通常

2663 R145070017 九州 宮崎県 ＡＧＲＩＳＴ株式会社 9350001016084 画像で果実を認識するＡＩ技術を応用したきゅうり収穫ロボットの開発 新特別

2664 R145070020 九州 宮崎県 東洋ファーム株式会社 7350001016557 溶液管理のＩｏＴ化によるトマト水耕栽培の大規模化と販路開拓 新特別

2665 R145070021 九州 宮崎県 有限会社エンゼルファーマシー 5350002005767
調剤業務の生産性向上及び対人接触の減少による低感染型薬局
サービスの展開

新特別

2666 R145070022 九州 宮崎県 株式会社Ｒｅｇｏｌｉｔｈ　Ｃｏｆｆｅｅ 7350001016788
テイクアウト対応とＥＣ販売強化のための大型焙煎機及びエスプレッソ
マシンとグラインダー導入

通常

2667 R145070023 九州 宮崎県 有限会社中城 6350002011194
リードフレーム押さえ用部品等の高精度・高硬度化、生産性向上、安
定供給体制の構築

通常

2668 R145070024 九州 宮崎県 杉本製作所株式会社 2350001016982 溶射施工技術を活用した新製品及び新サービスの提供 通常

2669 R145070025 九州 宮崎県 九州北清株式会社 7350001009825 市場の成長が期待できる太陽光パネルリサイクル事業への本格参入 通常

2670 R145070026 九州 宮崎県 道本食品株式会社 8350001001995
生き残れ令和！移り行くライフスタイルにマッチした食べきりサイズ商
品の開発

通常

2671 R145070028 九州 宮崎県 株式会社日高工業 1350001009203
高精度形状加工技術導入による真空成型用金型製造分野への新規
販路開拓

通常

2672 R145070029 九州 宮崎県 セラテック九州株式会社 6350001016970
セラミックス基板の研磨プロセスの構築を図り、積極的な受注拡大に
繋げる。

通常

2673 R145070033 九州 宮崎県 佐光農園 加温加冷自動潅水を導入したトマト植物工場の構築 通常

2674 R145070034 九州 宮崎県 合資会社新興精機 8350003000938
最新のステライト自動溶着機導入による、作業効率アップと新規取引
先獲得計画

通常

2675 R145070036 九州 宮崎県 有限会社黒木板金 9350002001515 板金折曲機導入による生産性向上と売上アップと歩留まりロス削減 通常

2676 R145070038 九州 宮崎県 有限会社西日本ボーリング 8350002017966 革新的な掘削用櫓（やぐら）の導入による生産プロセスの改善 通常

2677 R145070039 九州 宮崎県 有限会社武田自動車整備工場 1350002011182
電子パーキングブレーキ搭載車両へのレッカー対応による収益性向上
と感染リスクを低減する作業体制の構築

新特別

2678 R145070043 九州 宮崎県 有限会社永峰観光バス 3350002005793 デジタコ導入による生産性向上と顧客満足度の向上事業 通常

2679 R146070001 九州 鹿児島県 株式会社前田住設工業 2340001018385
建築組立部材と溶接部品の生産性向上の確立と事業拡大のプロセス
の確立

通常

2680 R146070003 九州 鹿児島県 有限会社ふくなが 2340002008220 名旗の内製化及び梱包作業効率化による納期短縮・顧客満足度向上 通常

2681 R146070004 九州 鹿児島県 ソルト・ブレイク・ジャパン株式会社 5340001008012 ウィズコロナに対応した切削加工機導入による生産性向上の構築 新特別

2682 R146070005 九州 鹿児島県 有限会社ナンリ 3340002026080
生産性向上による社員の処遇改善に向けたＣＮＣフライズ盤と塗装設
備の導入

通常

2683 R146070007 九州 鹿児島県 有限会社大崎農園 7340002027447 ダイコンにおける出荷工程のリアルタイム把握による生産機能の増強 通常

2684 R146070010 九州 鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340
高精度大型放電加工機導入による大型プレス金型プレート加工の確
立

通常

2685 R146070013 九州 鹿児島県 ＨＩＭＥＧＩ株式会社 1340002014038 多機能自動ドリルマシンの導入によるプレート製造の完全内製化 通常

2686 R146070015 九州 鹿児島県 株式会社湧水フーズ 2340001021389
カップ詰め「ところてん」「こんにゃく」など健康食品製造ラインの生産性
向上

通常

2687 R146070016 九州 鹿児島県 株式会社共栄 9340001001319 無菌状態の高い品質の製品の提供と作業効率改善による生産性向上 通常

2688 R146070017 九州 鹿児島県 有限会社かごしま有機生産組合 4340002003021 国産有機加工品の供給拡大に向けた量産体制確立事業 通常

2689 R146070019 九州 鹿児島県 株式会社松野下蒲鉾 6340001012640 消費者のニーズに対応した商品開発と販路拡大 通常



6　/　6

No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名 採択種類

2690 R146070022 九州 鹿児島県 有限会社水迫畜産 6340002018967 生活スタイルにマッチする個食パック商品開発で販路拡大 通常

2691 R146070029 九州 鹿児島県 田畑タタミ店
最新式制作機械導入での新型畳製造による生産力向上とブランド力
強化

通常

2692 R146070030 九州 鹿児島県 株式会社トーワ 6340001002947
精密板金市場への参入に向けた３次元ＣＡＤの導入と曲げ用金型の改
修

通常

2693 R146070031 九州 鹿児島県 株式会社自由画房 7340001006096
大型ポスター印刷・大型布地印刷設備導入しネットを活用して全国規
模での販路開拓を目指す

新特別

2694 R146070034 九州 鹿児島県 有限会社中村鉄工 2340002023112
鉄骨建設技術を活用して僻地災害修繕新事業への挑戦し新たな顧客
獲得を目指す。

通常

2695 R146070035 九州 鹿児島県 岩本工業株式会社 6340001016484
新型プラズマ切断機の導入を通じた切断加工工程の刷新による競争
力強化と販路の拡大

新特別

2696 R146070036 九州 鹿児島県 アンティカ奄美店 製造機械導入による自社製造直売所開設と新商品開発 通常

2697 R146070038 九州 鹿児島県 有限会社三栄地下開発 2340002017493 掘削機械の導入による業務改善と売上増加計画 通常

2698 R146070042 九州 鹿児島県 鹿児島ロックセルフペイント株式会社 9340001001087 自動調色設備導入計画 通常

2699 R146070043 九州 鹿児島県 エス・パックス株式会社 4340001002131 自動平盤打抜機の導入による内製化の推進及び生産プロセスの改善 通常

2700 R146070044 九州 鹿児島県 有限会社工房Ｒｙｏ 7340002011731 高精度３Ⅾプリンター導入による新作指輪の制作および生産性向上 通常


