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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８次締切

採択案件一覧（九州）　一般型（249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

2486 R140080003 九州 福岡県 池上商店
多様化したデザインの家具・建具に対応可能な最適幅の木口テープ
の製造

通常

2487 R140080004 九州 福岡県 ワタリ印刷 自動断裁機導入による高効率生産体制の構築と小ロット対応 通常

2488 R140080005 九州 福岡県 株式会社うなぎの江口商店 2290001054485
急速冷凍技術の導入により焼き立てそのままのウナギかば焼きの提
供

通常

2489 R140080006 九州 福岡県 ヨクト株式会社 1290001076794
ＩｏＴデバイスと連動しＡＩ技術で最適なトレーニングのアドバイスを提供
する支援アプリ開発

新特別

2490 R140080007 九州 福岡県 有限会社新井組 6290802023131
頻発する豪雨や土石流災害に備える治山事業等のＩＣＴ土工の推進
による生産性向上計画

新特別

2491 R140080008 九州 福岡県 ムーヴアクション株式会社 8010702010973
人生１００年時代、鍼灸接骨院から科学的メソッドを取り入れたスポー
ツラボの取り組み

通常

2492 R140080009 九州 福岡県 株式会社カネシマ 5290001038163
異物除去・生産性向上と食品ロスの削減及び対人接触の減少のため
✕線検査機の導入

新特別

2493 R140080010 九州 福岡県 立花鉄工建設株式会社 7290001047666 大型の柱、梁製作によるシステム建築事業への参入 通常

2494 R140080012 九州 福岡県 有限会社水上製作所 3290002040252 半導体装置部品加工への進出からの業績向上取組 通常

2495 R140080015 九州 福岡県 株式会社ユーウッド 9290002050262
健康サポート薬局として対人業務を強化するための調剤及び監査体
制の構築

新特別

2496 R140080016 九州 福岡県 株式会社ソウジウオ 5290001093010 コンクリート構造物打音検査診断システムの開発 通常

2497 R140080017 九州 福岡県 石橋建具製作所 節をデザイン的に活かした木製の建具ならびに現場材の開発 通常

2498 R140080018 九州 福岡県 浅川歯科医院
先端設備の導入による感染症対策の強化および歯牙移植治療の拡
大

通常

2499 R140080019 九州 福岡県 ６６産業株式会社 2290001051417 高品質な畜舎用敷料チップの製造体制確立と破砕工程の効率化 通常

2500 R140080020 九州 福岡県 株式会社ゴク・デン 8290001013130
超精密部品製造の検査工程における生産性向上による競争力の強
化

通常

2501 R140080021 九州 福岡県 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 2290001023259
ラジコンボートによるダム湖底測量等の精度・生産性向上による優位
性構築と災害対応の迅速化

新特別

2502 R140080025 九州 福岡県 有限会社嘉麻建具産業 5290002045365 伝統技術を活かした古民家リノベーションで地域活性化を図る！ 新特別

2503 R140080028 九州 福岡県 株式会社バンオートボディ 7290001087613
「水性塗装＋除電」への変革と生産性向上によるワンストップサービ
スの確立

通常

2504 R140080032 九州 福岡県 ＣＡデンタルクリニック
院内技工所拡充による治療時間／期間短縮・診療の高度化・コロナ
感染リスク排除

通常

2505 R140080033 九州 福岡県 まつき歯科医院 補綴物内製化による歯髄再生治療の成功率向上とポストコロナ対応 新特別

2506 R140080035 九州 福岡県 株式会社ＰＮシステムズ 9290001078032
最新型精密抜き加工機導入による新製品を活用した新規開拓と競争
力強化。

新特別

2507 R140080039 九州 福岡県 フィールドアップＩＴＮ．株式会社 9290801026256 管理・配信を一体化させたリモート葬祭システム等の提供体制構築 新特別

2508 R140080040 九州 福岡県 有限会社お菓子のリーフ 5290802001146 製造工程を省力化し、個包装商品を充実させ通販で販路拡大 通常

2509 R140080042 九州 福岡県 株式会社奥平 4290001052719 高加工精度のアルミ金物の内製化により高品質で短納期を実現する 新特別

2510 R140080045 九州 福岡県 大津山自動車 車検指定工場と地域の先進自動車整備工場へのステップアップ事業 通常

2511 R140080047 九州 福岡県 博多こおり歯科
最新のデジタル技工設備を用いた地域歯科医療への貢献と生産性
の拡大

通常

2512 R140080052 九州 福岡県 株式会社渡辺 7290001051924
ＥＲＰシステム導入による生産性向上と営業支援事業による販路開
拓

通常

2513 R140080053 九州 福岡県 太陽グラビア有限会社 9290002016098
最新型校正設備導入による顧客ニーズに対応した高効率生産体制
の構築

通常

2514 R140080054 九州 福岡県 株式会社アイワークス 5290001072773
ＤＸ化の強化により品質向上・納期短縮を実現し、提案型技術営業で
収益を向上

通常

2515 R140080055 九州 福岡県 株式会社ＮＫトラスト 5290003003727 Ｉｏｔ・ＡＩ技術を利用した住宅居住者のリアルタイム安否確認システム 通常

2516 R140080056 九州 福岡県 有限会社共栄歯研 3290002004653 先端ミリングマシンによるチタン歯冠の新製造方式確立及び事業化 通常

2517 R140080057 九州 福岡県 株式会社クリデン 5290801023166 ケーブル敷設工事の品質向上を実現するための工法の確立 通常

2518 R140080059 九州 福岡県 株式会社喰道楽 5290001035581 最新ポーションカッター導入による生産規模拡大と低コスト化 新特別

2519 R140080061 九州 福岡県 土地家屋調査士法人みくりや事務所 4290005014839
最新式３Ｄ測量機器導入による“用地測量”の高精度化と生産性向上
計画

新特別

2520 R140080063 九州 福岡県 株式会社フリーダムデザインオフィス 8290801024509 測量工程の高度化・人員体制強化による事業基盤の確立 通常

2521 R140080066 九州 福岡県 株式会社オーエヌグループ 7290801012084 新規開発自然土舗装材によるビジネスモデルの変革 通常

2522 R140080068 九州 福岡県 株式会社アクティブ・エイジ 5290801008539
紙媒体のカーデックス業務をＩｏＴ化する電子カーデックスシステムの
開発

通常

2523 R140080069 九州 福岡県 いつき歯科医院 ＣＴの導入によるインプラント治療の内製化と治療プロセスの改善 通常

2524 R140080070 九州 福岡県 有限会社クリエート中央 1290002018597 「断熱マット製造機械」の導入計画 通常

2525 R140080072 九州 福岡県 株式会社ヤノテック 4290801004340 可動式レーザー洗浄機導入による生産性向上への挑戦 通常

2526 R140080073 九州 福岡県 有限会社二ノ宮建設 5290002052089 地域№１ゼネコンへ！　ＩＣＴ護岸工事の元請受注体制構築 新特別

2527 R140080074 九州 福岡県 株式会社石原パッキング工業 3260001008039 感染リスクを低減し、樹脂加工の生産性と技術力の向上を図る 通常

2528 R140080076 九州 福岡県 株式会社アサモク 3290001043909 木材素材生産、加工、流通の６次産業化による経営改善計画 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

2529 R140080078 九州 福岡県 株式会社オートマイズ・ラボ 6290001088736
既設のバルブや水門の自動開閉・遠隔操作を実現する自動化機器
の開発

新特別

2530 R140080080 九州 福岡県 スタージャパン株式会社 5290801016368 ボトルネック工程の自働化によるキムチの生産量増加と販路拡大 新特別

2531 R140080081 九州 福岡県 共栄精機株式会社 4290801012129
３Ｄ形状認識と掴み形状調整機構を有するハンドを持つランダムピッ
キングハンドリング装置の開発

通常

2532 R140080082 九州 福岡県 幸田畳店
住環境の変化に伴うヘリなし・薄畳の需要に応える創業１００年目の
イノベーション

通常

2533 R140080084 九州 福岡県 株式会社マサエイ水産加工 7290001083059 アカモクのパウチ充填商品の開発と障がい者作業の品質向上 通常

2534 R140080087 九州 福岡県 九州総合建設株式会社 3290801012146
水中ドローン等最新機器の導入による港湾土木事業の効率化及びＩ
ＣＴ化

通常

2535 R140080092 九州 福岡県 株式会社フクネツ 6290001038567 高精度平面研削盤導入による生産性向上及び生産方式改善 通常

2536 R140080093 九州 福岡県 株式会社ケイ・スタイル 4290001054517
車検・整備対応のラインナップ拡充で実現する、地域唯一のフルライ
ン整備工場

新特別

2537 R140080096 九州 福岡県 株式会社ハダ工芸社 7290001004766 ＹｏｕＴｕｂｅ等の動画配信向け「総合企画・セット制作サービス」の展開 新特別

2538 R140080097 九州 福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 旧車レストア事業への本格参入及び「サビ発生を防ぐ工法」の確立 通常

2539 R140080099 九州 福岡県 株式会社ワイケイズ 2290001082635 ３Ｄレーザスキャン機能搭載の測量機導入による生産性向上とＩＣＴ化 通常

2540 R140080100 九州 福岡県 株式会社宝石修飾工房波多ゑ 8290001068257 ３Ｄプリンターとレーザー彫刻機を使った遺骨ジュエリーの開発 通常

2541 R140080102 九州 福岡県 Ｔ＆Ｎ食品株式会社 3290001043149 急速凍結機導入による食品ロス貢献と新規・既存業務の立上げ拡大 新特別

2542 R140080104 九州 福岡県 株式会社ＳｏＺｏ 7290001093041 セルフ美容エステ新サービスとオンライン教育訓練システムの導入 新特別

2543 R140080105 九州 福岡県 ＢｅＨＡＳ株式会社 6330001018969 ボウリングが生きがいとなる環境を提供し地域ＱＯＬを底上げする 新特別

2544 R140080106 九州 福岡県 ＨＩＫＥＮ株式会社 6290001071312 スケジュール管理および予約システムの導入による生産性の向上 通常

2545 R140080107 九州 福岡県 小畠畳店
ＣＯ２削減とＣＮ促進のダブル効果「１級技能士とデジタル人材が手掛
ける高耐久性畳の生産性向上」

通常

2546 R140080108 九州 福岡県 株式会社ハーツクリエイティブ 3290001035212
ビッグデータ活用につながる着物事業者向け顧客情報管理・受注管
理システム開発

通常

2547 R140080110 九州 福岡県 株式会社シンセイウッド 8290801010079 「一生のたからもの」！ＳＤＧｓ型無垢材知育玩具の開発 新特別

2548 R140080111 九州 福岡県 谷口康子歯科医院
歯科医院のマイナスイメージを払拭する安全で患者様負担の少ない
高精度治療の実現

新特別

2549 R140080113 九州 福岡県 ライト工業株式会社 5290801019049 特殊作業車向けメンテナンスの２４時間サービスの提供 通常

2550 R140080114 九州 福岡県 みそらぼ 乾燥野菜等を使用した味噌加工品の生産体制の構築 通常

2551 R140080115 九州 福岡県 有限会社村井製作所 3290802006386 ファイバーレーザ加工機の導入による生産性向上及び新分野展開 通常

2552 R140080116 九州 福岡県 関屋蒲鉾株式会社 9290001052953 最新型ブレンダー及び特許技術冷凍機導入による新規事業 通常

2553 R140080117 九州 福岡県 株式会社高須工業 4290801020429
配管設置工事用部品製作における溶接工程の自動化および新工法
導入による生産能力向上

新特別

2554 R140080118 九州 福岡県 株式会社三信エンジニアリング 9290801011704 機械器具設置業の強みを生かした総合工事サービス業への進化 通常

2555 R140080119 九州 福岡県 本多綜合印刷株式会社 6290001002259 九州初、フルオートメーションデジタル　カッティングマシンの導入 通常

2556 R140080120 九州 福岡県 株式会社まる 8290001022973 輸入食品供給の速さと量と質を改革する保管庫完全冷蔵庫化事業 通常

2557 R140080121 九州 福岡県 株式会社グローバルリテーリングス 6290801027447 流通プラットフォーム構築及びＥＤＩ導入による業務効率化 通常

2558 R140080122 九州 福岡県 株式会社小野ユニフォーム 6290801000494
最新刺しゅう機導入による加工工程の生産性向上とＥＣサイト構築に
よる非接触販売の拡充

新特別

2559 R140080123 九州 福岡県 荒木組
最新高速除草機導入による筑後川保全事業の大規模除草作業の生
産性向上

通常

2560 R140080124 九州 福岡県 株式会社ランハンシャ 4290001064557 ＣＧ制作のトラッキング高精度化によるバーチャル撮影の実現 新特別

2561 R140080126 九州 福岡県 有限会社江口かまぼこ 8290002054751
新商品！無添加プロテインバーの製造を目的とした製造体制の改善
および生産性の向上

通常

2562 R140080130 九州 福岡県 今本工業株式会社 1290801009631
ポストコロナを見据え生産体制を刷新して臨む中高層建物分野の開
拓

新特別

2563 R140080131 九州 福岡県 石川エンジニアリング有限会社 2290002007590
３Ｄスキャナの導入により鉄道専用変電所設備測量の高度化を図り
交通インフラの安定稼働に貢献

新特別

2564 R140080134 九州 福岡県 株式会社リバティ 5290001085148
家主と高齢者を守る事故物件化未然防止賃貸物件提供システム開
発

通常

2565 R140080136 九州 福岡県 有限会社マルコ木工 6290002053978 キッチン収納の新たな可能性！伸長式カウンターボードの開発 新特別

2566 R140080137 九州 福岡県 山道歯科医院 自然でよく噛めるセラミッククラウンの内製化と感染対策 新特別

2567 R140080138 九州 福岡県 松岡製作所株式会社 7290001045736 ＰＣＲ検査用「検体採取テストカートリッジ」組立ラインの構築 通常

2568 R140080139 九州 福岡県 株式会社インターネット・イノベーション 3290001072230 子供から高齢者の行方不明の早期発見システムの再開発 新特別

2569 R140080140 九州 福岡県 株式会社あらい 9290001036287 古賀市プロジェクト「地域に届け隊」 通常

2570 R140080143 九州 福岡県 株式会社国土不動産 6290002055181
畳事業部を新設し、空き家リフォームで空き家の再生に挑戦。魅力あ
る街づくりに貢献！

新特別

2571 R140080144 九州 福岡県 フジメン株式会社 8290001016414 社内テント・シート加工場設置 通常

2572 R140080149 九州 福岡県 就職エージェント九州株式会社 9290001061590 Ｅ－ラーニング機能付き地域密着型スカウトポータルの開発・事業化 新特別

2573 R140080151 九州 福岡県 株式会社ＮＫＢ 7290801006631 建設業者向け経営事項審査電子申請システムの開発 新特別
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2574 R140080152 九州 福岡県 ケンタロウ歯科 インプラント治療の高精度デジタル活用によるＤＸ化の取り組み 通常

2575 R140080155 九州 福岡県 株式会社ＭＫバイオ 6290001079792 有機物を効率的に分解する新規微生物製剤の量産化技術の開発 通常

2576 R140080156 九州 福岡県 株式会社サンエー 9290001007577
デジタル共同販売による品切れ・在庫ロス削減、新規顧客層への展
開

新特別

2577 R140080158 九州 福岡県 株式会社ＪＵＳＴ．ＷＩＬＬ 3290001030881
新型コンクリート強度リアルタイム測定システム開発による革新的ＩＣ
Ｔサービス提供

通常

2578 R140080159 九州 福岡県 サン精工有限会社 3290802016856 高度な金属加工技術の習得による産業用ロボット業界への事業展開 通常

2579 R140080160 九州 福岡県 有限会社奥永歯科技工所 1290002036145
歯科用３Ｄスキャナーとミリングマシン導入による補綴物製作の生産
性向上

新特別

2580 R140080161 九州 福岡県 株式会社Ｋｉｗｉ 9290001094764 いつでも　学べる！聞ける！医療機器の使い方動画教育サービス 新特別

2581 R140080162 九州 福岡県 株式会社ユニティクス 2290001042259 ＩｏＴ、ＡＩ、当社特許技術を利用した「スマート生産システム」の開発 通常

2582 R141080001 九州 佐賀県 株式会社益正グループ 5290001020492 国産米バンズを新製造し、お米バーガー専門店を展開する 新特別

2583 R141080002 九州 佐賀県 森鉄工株式会社 2300001004991 処理能力を強化した金属切粉圧縮機の開発 新特別

2584 R141080004 九州 佐賀県 株式会社中商開発 2290001065177
生コン残痕と廃コンクリート大型片からの再生砕石需要増への対応
強化計画

新特別

2585 R141080007 九州 佐賀県 株式会社原鉄工所 9300002001189 全自動ＣＮＣ旋盤機導入による生産性向上と受注拡大 通常

2586 R141080009 九州 佐賀県 光栄菊酒造株式会社 4150001013858
「瓶詰め工程」の高度化によるフレッシュローテーションの強化と感染
症対策

新特別

2587 R141080011 九州 佐賀県 小松酒造株式会社 8300001007592
麹文化を広げたい！佐賀県産ならではの高付加価値甘酒の開発事
業

新特別

2588 R141080012 九州 佐賀県 株式会社香蘭社 6300001005730 陶磁器製造用の出力機導入と新分野商品開発事業 通常

2589 R141080014 九州 佐賀県 有限会社天山環境開発工業 7300002004474
バイオディーゼル燃料による地域カーボンニュートラルリサイクル構
築事業

通常

2590 R141080015 九州 佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 8300002008391
製作工程を一部自動化する機械を導入し増産、「折り畳み式」貼箱製
作への参入

通常

2591 R141080019 九州 佐賀県 株式会社エリカ健康道場 2300001007961 液体充填機導入による酵素食品新商品の自社製造販売体制の構築 通常

2592 R141080022 九州 佐賀県 泰和興産株式会社 2300001005759 ＩＣＴ重機導入により課題を解決、地域インフラ工事への積極的な参入 新特別

2593 R141080024 九州 佐賀県 株式会社ワイズ 8300001009093 より道路を安全に　カラー溶融釜導入によるライン工事の生産性向上 通常

2594 R141080026 九州 佐賀県 有限会社中尾木工所 6300002010556 コロナ対応とお客様満足度向上のための生産プロセスの改善 新特別

2595 R141080027 九州 佐賀県 ゆめさき動物病院
国内初の導入となるヘモスフィアを活用し、日本最高峰の心臓病専
門動物病院へ

新特別

2596 R141080028 九州 佐賀県 株式会社大久保鉄筋工業 6300001003965
アフターコロナに向けて取り組む販路拡大と収益性向上のための金
属加工工程の刷新

新特別

2597 R141080030 九州 佐賀県 株式会社オフィス・タカハシ 8300001006925 新方式によるオリジナルジグソーパズルの製造と新商品の開発 通常

2598 R141080032 九州 佐賀県 いきや食品株式会社 9300001010876
最新包装機でボトルネック解消　加熱ハンバーグ加え直接販売へ展
開

新特別

2599 R141080033 九州 佐賀県 株式会社蒲原興産所 7300001005688
函生産の負担軽減と時短　通販活況で増加する需要取り込み労働環
境向上

新特別

2600 R142080002 九州 長崎県 ブライダルグッズポケット 当社開発のＷＥＢアプリと連携した効率的な生産システムの開発 通常

2601 R142080006 九州 長崎県 株式会社ＬＡＢＯ’Ｃ 6310001015035 長崎県内初「歯列矯正用マウスピース」オーダーメイド新事業展開 通常

2602 R142080007 九州 長崎県 橋本デンタルラボ 島内唯一ハイブリッドレジン歯の加工体制整備による市場開拓事業 通常

2603 R142080009 九州 長崎県 有限会社対馬開発コンサルタント 4310002020102
音深ソフト、音響測深機及びＧＮＳＳ導入による測量業務の生産性向
上と受注拡大

通常

2604 R142080010 九州 長崎県 有限会社田中鮮魚卸 2310002016564 最新魚体処理機導入による工程改善・生産性向上 通常

2605 R142080012 九州 長崎県 株式会社ライジングワイズ 1310001014594
レーザーケレン導入による付加価値向上・工期短縮・環境負荷軽減
の取組

通常

2606 R142080013 九州 長崎県 吉田食品手延工場 増産体制整備による手延原麺増産と自社ブランド拡大事業 通常

2607 R142080016 九州 長崎県 スマイル歯科 設備導入による１次医療機関の機能拡張と治療プロセス改善 通常

2608 R142080017 九州 長崎県 松本製菓舗
地域資源活用型新商品開発によるコロナ禍後に向けた経営改善事
業

通常

2609 R142080018 九州 長崎県 金崎靴修理屋
健康に資するオーダー靴の製造と製造工程の革新による生産性向
上

通常

2610 R142080020 九州 長崎県 有限会社一瀬タタミ 2310002016993
伝統の職人技と最新鋭設備の融合による「縁無し畳」の製造プロセス
改善

通常

2611 R142080022 九州 長崎県 有限会社日本産業印刷 4310002004204
製造設備を持たない同業者の要望に応える事で販売ネットワークの
強化と販路拡大を行う事業

通常

2612 R142080023 九州 長崎県 有限会社松尾鉄工所 2310002016589 鉄骨柱のコラムと仕口の溶接を自動化し高品質な製品作りへの実現 通常

2613 R142080027 九州 長崎県 株式会社ミクリヤ畜産 6310001017007 県内唯一の民間「凍結精液」生産会社としての生産性向上事業 新特別

2614 R142080029 九州 長崎県 下田牛乳餅本舗 当店の逸品を全国へ。生産性向上による売上・雇用拡大への挑戦！ 通常

2615 R142080030 九州 長崎県 相川工務店株式会社 1310001010073 伝統構法の家づくりで培った職人育成実績活用型新事業展開 通常

2616 R142080031 九州 長崎県 有限会社ニュー長崎オートサービス 9310002008233
先進安全自動車受入・環境配慮型整備工場展開による優位性発揮
事業

通常

2617 R142080032 九州 長崎県 有限会社デンタルワークスシステム・Ｕ 9310002008869 革新的レンタルデジタル歯科技工所開設による補綴物短納期化事業 通常

2618 R142080033 九州 長崎県 有限会社後田木工所 9310002016244 先端センサ技術・自動制御の３軸ルータで棺桶新規製作と感染対策 通常



4 / 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

2619 R142080035 九州 長崎県 株式会社サンチュウ 5310001009616 ２４ヶ月間品質保持可能な除菌ワイパー（世界初）の製造 通常

2620 R142080037 九州 長崎県 中村鮮魚店 コロナ禍の巣籠需要でヒットした調理済み食材宅配市場拡大事業 通常

2621 R142080039 九州 長崎県 有限会社太平洋興業 1310002002953
小型解体専用重機導入による作業の機械化及び解体現場の見える
化

新特別

2622 R142080041 九州 長崎県 有限会社喜多石油 4310002018195 ペットと一緒に入れる酸素カプセルサービスの提供 通常

2623 R142080042 九州 長崎県 株式会社燦セラ 3310001016713 光触媒フィルターの量産化に向けた製造体制の強化 通常

2624 R142080045 九州 長崎県 株式会社すはだみらい研究所 5310001010292 国内エステサロン限定ハラルコスメの製造開発と自社販売の確立 通常

2625 R142080047 九州 長崎県 株式会社オートピア 2310001006203 ＩｏＴを活用した検査ライン導入による次世代型車検センターの開設 通常

2626 R143080002 九州 熊本県 Ｒｅｆｉｎｅ 特定整備制度とＳＤＧｓに対応した設備導入による売上回復事業 通常

2627 R143080003 九州 熊本県 有園義肢株式会社 3330001013485 非接触型スキャナを用いた装具用人体モデル作製システムの構築 新特別

2628 R143080004 九州 熊本県 株式会社フランドール 5330001004144 回転寿しで人気の高いケーキのバリエーション増加計画 新特別

2629 R143080006 九州 熊本県 有限会社協栄工業 2330002016100 高性能粉砕機導入による廃プラスチック再生業の効率化と事業拡大 通常

2630 R143080009 九州 熊本県 有限会社ＹＧＫ 8330002015617
技術革新が顕著な半導体製造業界のニーズ対応体制構築と商品開
発

通常

2631 R143080011 九州 熊本県 高松砕石株式会社 7290001053912
ドラムロットスクリーンを用いた砕石業における端材（切込）の再資源
化

通常

2632 R143080012 九州 熊本県 ネットワーク大津株式会社 4330001009854
肉用牛混合飼料（ＴＭＲ）のＱＲコードによる在庫管理及び生産管理シ
ステムの導入

通常

2633 R143080015 九州 熊本県 株式会社尾上建設 8330001010940 山間部の小規模工事の生産性向上と物理的な対人接触の低減 新特別

2634 R143080019 九州 熊本県 有限会社えびます 4330002028143 食べやすさ、利便性を高めた新たなサービスによる直接販売の拡大 通常

2635 R143080020 九州 熊本県 不二高圧コンクリート株式会社 8330001004050
次世代コンクリート混和材『スーパーハイブリッド』専用サイロ導入に
よる新分野への参入

通常

2636 R143080021 九州 熊本県 ＷｏｏｄＳｕｒｆ薪心合同会社 9330003007281
最新油圧ショベル導入による薪生産体制の刷新と高品質新製品の生
産計画

新特別

2637 R143080023 九州 熊本県 株式会社エム・ティ・エル 5330001014283 オーダーメイド機能性飼料製造の増産ラインの構築・整備 通常

2638 R143080024 九州 熊本県 川辺畳店
縁なし薄畳の製造ラインを構築、洋風住宅に住む高齢者のおうち時
間を快適に。

新特別

2639 R143080028 九州 熊本県 株式会社ダイケン 2330001009427
中綴じ機の検査システム、自動搬送の活用による品質改善、生産力
向上計画

通常

2640 R143080029 九州 熊本県 合資会社徳永 5330003003697
段ボール生産設備導入で生産性の向上と高収益商品の開発を目指
す。

通常

2641 R143080030 九州 熊本県 株式会社なかがわ 8330001025732 国産バニラビーンズを熊本県戸馳島の新たな特産品へ 通常

2642 R143080031 九州 熊本県 熊本モルダー加工事業協同組合 1330005001034
最新鋭モルダー導入による大型構造用製材加工の高精度化・効率
化

通常

2643 R143080032 九州 熊本県 株式会社まるふく 5330001006693 生産性向上で、当社の技術力を活かし、時代に合った新商品を開発 通常

2644 R143080034 九州 熊本県 株式会社アート・ライン 5330001000085 最新印刷設備導入により、看板等印刷の新サービス提供を実現 通常

2645 R143080036 九州 熊本県 株式会社ＰＬＥＡＳＵＲＥ 9330001018165 広告運用ツールの開発による生産性の向上 通常

2646 R143080038 九州 熊本県 有限会社ケイピーシー 9330002018115 町工場で射出成型機と連携するＩｏＴ・画像検査・ロボットの導入！ 通常

2647 R143080042 九州 熊本県 アイ・エヌ・ジー株式会社 1330003006349 「草なしくん」の製造内製化と品質向上による、競争優位性の強化 通常

2648 R143080044 九州 熊本県 株式会社川口登建設 6330001012988 ＩＣＴ施工体制の構築による土木工事の工程刷新と生産性向上計画 新特別

2649 R143080045 九州 熊本県 有限会社お菓子のあさい 7330002001782 生産性向上で、経験と技術を活かして時代に合った新商品を開発 新特別

2650 R143080046 九州 熊本県 市原農園 経営力向上のためのサービスの創出と生産設備導入事業 通常

2651 R143080047 九州 熊本県 株式会社前田技建工業 3330001004303
手作業で製造していたシンクウォールを機械化により製造期間大幅
短縮実現

通常

2652 R143080048 九州 熊本県 株式会社三ツ川ブロック工業 6330002021220 九州初！画期的なフライアッシュ混合化粧ブロックの開発 通常

2653 R143080052 九州 熊本県 株式会社展花 1330001027693 花束加工の機械化による、鮮度保持と加工能力の向上を図り差別化 通常

2654 R143080053 九州 熊本県 江藤建設有限会社 3330002022790
生産性向上による売上増大のためのＵＡＶ搭載型３次元レーザー測
量システムの導入

新特別

2655 R143080054 九州 熊本県 合資会社パン物語 8330003004577 「栄養機能食品米糠パン」の技術転用新製造法による冷凍通信販売 通常

2656 R143080055 九州 熊本県 ハイコムポスティング株式会社 2330001001961 複合型丁合機導入計画 通常

2657 R143080056 九州 熊本県 井上工業株式会社 2330001000360
新型コロナ後を見据えた卸売り分野の強化、製品製造プロセスの革
新

新特別

2658 R144080003 九州 大分県 大分乾物有限会社 9320002016078 新たな需要に対応する、乾椎茸の粉末加工品の事業展開 通常

2659 R144080006 九州 大分県 有限会社せれくと 9320002003877 弊社独自の高機能水きりワイパーの、試作開発及び販路拡大 通常

2660 R144080007 九州 大分県 トーエイ商工有限会社 2320002004700 ＦＲＰ製品の更なる高品質、短納期等を目指し経営向上を図る。 通常

2661 R144080008 九州 大分県 日田木材協同組合 9320005007090 最新式ログ・ローダー導入による生産性の向上 通常

2662 R144080009 九州 大分県 愛頼工業株式会社 8320001015734
多発する豪雨災害時の生活復旧のための緊急土木事業の取組と差
別化

通常

2663 R144080010 九州 大分県 ３Ｒｉｎｇ株式会社 2320001012737
高性能ＡＨＰ技術の活用！非対面アプリ開発によるジュエリー拡販事
業

通常
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2664 R144080012 九州 大分県 有限会社臨床補綴研究所 9320002010329
難切削歯科技工物の内製体制確立と開放特許技術活用による新展
開

新特別

2665 R144080015 九州 大分県 平成建設株式会社 3320001008528
ＩＣＴ技術と安全設備等の融合による舗装工事の高品質化と生産性向
上

通常

2666 R144080016 九州 大分県 企業組合すずかけ 5320005009405 設備導入によるアイス販売強化と土産品開発による外部販路の獲得 通常

2667 R144080018 九州 大分県 有限会社測量企画センター 9320002019171
３Ｄドローンレーザー導入による社会インフラの予防保全に積極的に
取り組み国土強靱化に貢献する

新特別

2668 R144080019 九州 大分県 中津造林有限会社 8320002014322 効率的な素材生産のための高性能林業機械プロセッサの導入 通常

2669 R144080020 九州 大分県 有限会社カネサダ横尾木工所 9320002019097 杉板と異素材による商品『虹彩杉』の不燃化による特許取得計画 通常

2670 R144080021 九州 大分県 有限会社ＫＭミート 4320002003840 食肉パック商品生産増強のための設備投資 通常

2671 R144080022 九州 大分県 有限会社桜木製材所 3320002018815
ウッドショックをチャンスに！ボトルネック工程解消の為の自動搬送装
置導入

通常

2672 R144080023 九州 大分県 大分プラント工業株式会社 4320001008881
最新ショットブラスト導入での外注内製化による感染リスク対策及び
新分野展開での受注拡大

新特別

2673 R144080024 九州 大分県 エム・イーシステム株式会社 7320001008342
最新ＣＮＣ旋盤導入での外注内製化による利益確保及び感染リスク
対策と生産性向上による販路拡大

新特別

2674 R144080026 九州 大分県 大関食品株式会社 1320001007622 冷凍エビフライ製造におけるエビの重量選別とパン粉付の最速化。 通常

2675 R144080027 九州 大分県 株式会社平田製作所 8320001008309
最新マシニングセンタとソフトウェア導入による半導体製造装置部品
の生産体制刷新計画

新特別

2676 R144080028 九州 大分県 有限会社佐藤建設 6320002014852 損益分岐点改善と機械化での作業者の働き方改革と事業拡大 通常

2677 R144080029 九州 大分県 株式会社ユーテック 4320001011068 高精度が要求される高級車向け塗装設備の導入による生産性向上 新特別

2678 R144080030 九州 大分県 株式会社キキメック 1320001011228 自働車部品における電動化されても必要な重要保安部品への挑戦 通常

2679 R144080032 九州 大分県 株式会社パワテク 8320001018398 半導体製造装置部品受注拡販に向けた樹脂加工機の導入 通常

2680 R144080034 九州 大分県 日豊製袋工業株式会社 6320001010910 次世代フレキシブルコンテナバック製造に向けた生産体制の強化 通常

2681 R144080035 九州 大分県 株式会社臼杵造船所 6320201000034 デジタルツール導入による、品質向上と技の伝承を図る 通常

2682 R144080037 九州 大分県 有限会社夢野菜おおざいファーム 1320002007118 コロナを乗り越えるため設備改修と販路開拓で経営の安定化を図る 新特別

2683 R144080039 九州 大分県 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 オンライン受注導入による国際化と設備導入による需要増加対応 通常

2684 R144080042 九州 大分県 井上第二歯科医院
３次元デジタル検査装置による地域未導入高度インプラント治療の開
始

新特別

2685 R144080043 九州 大分県 株式会社トランスネットワーク 3320001004502 深夜３時までの伝票処理からの解放と通販出荷代行業務の拡充 通常

2686 R144080044 九州 大分県 藤居酒造株式会社 4320201000424
外国人のし好に合わせた大吟醸酒を世界へ！専用設備導入による
生産性の向上

通常

2687 R144080047 九州 大分県 株式会社フナイ 7320001002428 再生資源のインゴット化による生産効率の向上及び収益化 通常

2688 R144080048 九州 大分県 有限会社八幡車輛 5320002006966 自動車鈑金塗装における水性塗料の乾燥革命 通常

2689 R144080049 九州 大分県 株式会社成美 3320001015268 缶詰製造を新たな収益の柱にするための設備導入計画 通常

2690 R144080050 九州 大分県 株式会社東正路建設 3320001011052 ＩＣＴ建機を活用した労働力減少への備えと生産性の向上 新特別

2691 R144080052 九州 大分県 祐貴や 『ばぁばぁのかしわめし』を県外に販路拡大するための整備事業 通常

2692 R145080005 九州 宮崎県 株式会社牛谷自動車 3350001009003 高性能小型レッカー装置の導入によるポストコロナ経営への対応 新特別

2693 R145080006 九州 宮崎県 株式会社佐藤技研 1350001006175
新たな工法（乾式吹付工法）による、作業工程の効率化と収益率向
上計画

通常

2694 R145080007 九州 宮崎県 株式会社南日本環境センター 9350001007050 公共下水道管更生工事市場に新たなビジネスモデルを確立 新特別

2695 R145080008 九州 宮崎県 株式会社小野林業 5350001016410
高性能林業機械による生産能力向上と共に環境保全対策化を行う計
画

通常

2696 R145080009 九州 宮崎県 有限会社成松工務店 9350002005482
鉄骨生産における切断及び溶接工程の抜本的改善による増産体制
の構築

新特別

2697 R145080010 九州 宮崎県 株式会社正洋 6350001007029
高精度半導体樹脂製バルブの製造自動化によるグローバルニッチ生
産体制の構築

新特別

2698 R145080011 九州 宮崎県 エステサロン　ブランピュール
男性脱毛に適した機器導入と業務改善で生産性向上及び感染リスク
を下げる事業

新特別

2699 R145080015 九州 宮崎県 西日本環境技研株式会社 8350001010014 最先端分析装置の導入による生産性・品質向上及び新分野展開 通常

2700 R145080017 九州 宮崎県 有限会社やすかた畳ふすま店 1350002018822
襖表張機、襖框乾燥機導入による、生産性の向上及び雇用拡大、顧
客確保

通常

2701 R145080019 九州 宮崎県 株式会社志勢工業 5350001017243
広口径版の吹付機械導入による法面吹付工程の内製化及び生産性
向上

通常

2702 R145080020 九州 宮崎県 株式会社安藤商事 3350001012700 産業用ドローンによるレーザー測量と自動操縦による農薬散布 通常

2703 R145080021 九州 宮崎県 石田トーヨー住器株式会社 3350001000135 リフォーム相談・見積受付および建築資材販売Ｗｅｂサイトの構築 新特別

2704 R145080023 九州 宮崎県 土持歯科クリニック
最新型デジタルスキャナー導入で矯正治療の多様化とオンライン診
療開始

新特別

2705 R145080024 九州 宮崎県 株式会社フジヤホールディングス 8350001006111 中綴じ工程における生産性向上と地域の実状を踏まえた販路の開拓 通常

2706 R145080025 九州 宮崎県 田島歯科クリニック デンタルマイクロスコープ導入による日常診療のシステム化 通常

2707 R145080026 九州 宮崎県 Ｋ・Ｐクリエイションズ株式会社 8350001000634 地方農家・地方食品メーカーのダイレクトメールサービス事業 通常

2708 R145080029 九州 宮崎県 四倉歯科医院
物理的対人接触を減じたインプラント治療の効率化及び非対面化事
業

通常
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2709 R145080031 九州 宮崎県 株式会社フジキン 9350001008247 板材切断工程の高精度化を目的としたメカ式シャーリングの導入 通常

2710 R145080032 九州 宮崎県 株式会社ＦＲＥＥＰＯＷＥＲ 2350001011554 新商品の開発及び海外への量産販売するための検査体制強化 新特別

2711 R146080001 九州 鹿児島県 株式会社友栄工業 3340001021677
溶接を必要としない高品位配管用工法による作業環境改善と施工時
間の大幅短縮による事業拡大計画

通常

2712 R146080002 九州 鹿児島県 西山製茶 新型蒸機導入による均一で高品質な荒茶の製造 通常

2713 R146080003 九州 鹿児島県 株式会社天登ジャパンエイジング 4340001023689 生食用熟成鰻で鹿児島県の新たな特産品を目指す地域活性化事業 通常

2714 R146080005 九州 鹿児島県 キャドテックジャパン株式会社 2340001007223 ＣＲ８０００導入による設計効率・品質の向上と販路開拓 通常

2715 R146080006 九州 鹿児島県 株式会社コーユー技工 8340001011979
最新のマシニングセンター導入により生産能力増強とＱＣＤ向上を実
現する。

通常

2716 R146080008 九州 鹿児島県 建設情報コンサルタンツ株式会社 3340001008492 非対面型３次元クラウドモデリングによる山岳部測量の高度化事業 新特別

2717 R146080009 九州 鹿児島県 株式会社ＫＩＮＥＮＢＩ 7340001016756
おしゃれなドリップバックと平袋で、濃さと味わいを提案するドリップ
コーヒー包装機の導入

通常

2718 R146080010 九州 鹿児島県 合同会社ブルーナンコーヒー 2340003001380 鹿児島発！テトラ型コーヒーバッグのネット販売等による収益事業化 新特別

2719 R146080016 九州 鹿児島県 有限会社ショウナンエンジニアリング 1340002028203
ファイバーレーザー溶接加工導入による専門性の排除及び生産性向
上の実現

通常

2720 R146080017 九州 鹿児島県 有限会社前田土木技術 1340002015424
コストおよび納期の大幅な改善のためのレーザースキャナー搭載型
ＵＡＶの導入

新特別

2721 R146080019 九州 鹿児島県 ＩＫテクニカル
豊富な経験とノウハウで試作から量産までをトータルサポートし、お客
様のものづくりを支えるプロセス確立

通常

2722 R146080020 九州 鹿児島県 有限会社ふくどめ小牧場 3340002026304 自動燻製庫の導入による希少豚燻製品の生産性向上と売上拡大 通常

2723 R146080023 九州 鹿児島県 有限会社トクモチ 6340002015989
かかりつけ動物病院でありながら高度医療を提供し、地域における
二次診療施設としての役割を担う

通常

2724 R146080025 九州 鹿児島県 有限会社たけ茶園 1340002024648 色彩選別機導入による荒茶の品質・生産性向上・歩留まりロス削減 新特別

2725 R146080026 九州 鹿児島県 株式会社ＤＣＯハイグロス 1340001022165
歯科技工の革新的技術を取り入れた完全デジタルデンチャー製作へ
の実現

通常

2726 R146080028 九州 鹿児島県 株式会社鹿児島ミリングセンター 2340001011134
最新鋭歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による九州初のオールオン４製作事
業

新特別

2727 R146080030 九州 鹿児島県 株式会社テクノクロス九州 2340001007215
九州初「微細精密加工機」導入による超精密加工機用の搬送部品の
超高品質化・生産性の向上の実現

通常

2728 R146080033 九州 鹿児島県 株式会社中島測量設計 5340001007550 ３Ｄレーザードローン導入による生産性・品質向上及び新市場開拓 新特別

2729 R146080034 九州 鹿児島県 有限会社大平不動産 8340002002168
低侵襲医療のさらなる進化により、ペットの高齢化に適した新世代の
動物病院の構築

通常

2730 R146080035 九州 鹿児島県 株式会社純栄心 5340001021840
ペット高齢化に伴う病気を早期発見し内臓系再生医療アンチエイジン
グシステムの構築

通常

2731 R146080037 九州 鹿児島県 薩南製糖株式会社 5340001012591 生産ラインの自動化による生産性向上および製造環境改善の実現 通常

2732 R146080040 九州 鹿児島県 上釜デンタルラボラトリー
地域初！ＡＩ自動設計を導入したデジタル製法による総入れ歯製作へ
の挑戦

通常

2733 R146080044 九州 鹿児島県 株式会社ムトウ 7340001011096
３Ｄスキャナーを用いたＩＣＴ施工の実施及び測量業務受託サービス
の提供

通常

2734 R146080045 九州 鹿児島県 有限会社井手青果 1340002023328 もとぐされ病蔓延防止の事業化及び品質管理プロセスの革新 通常
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