
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９次締切

採択案件一覧　一般型　九州（203者）

No 受付番号 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名 採択種類

2003 R140090001 福岡県 株式会社ＳＥＮＴＡＮ　Ｐｈａｒｍａ 4290001028594
ラボスケール造粒機導入による予防医学事業業務プロセス改善と自
社ノウハウの確立

通常

2004 R140090005 福岡県 株式会社アクシーズ 6290801007804 切削工程の自動化による生産リードタイム短縮および生産力拡大 通常

2005 R140090007 福岡県 デンタルオフィス　ケイ
高い衛生環境・生産性で顧客満足度向上を図る革新的な歯科医療体
制構築

通常

2006 R140090009 福岡県 株式会社サリア 2290801022897
デジタルセラミックデンチャー（義歯）の即日納品を可能にするデジタ
ル技工体制の確立

通常

2007 R140090010 福岡県 株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 8290001011225 予約・発券・納品システム導入による顧客満足度と生産性の向上 新特別

2008 R140090013 福岡県 株式会社太陽空調 2290001003434
生産性向上と加工時間短縮による受注拡大のためのエアーバッタ導
入計画

通常

2009 R140090014 福岡県 株式会社河口家具製作所 9290001052763 大型切断機の導入による高デザイン家具の生産体制の構築 通常

2010 R140090015 福岡県 じゅん歯科医院 歯科用ＣＴ導入による感染予防と治療効率アップと品質向上 通常

2011 R140090016 福岡県 株式会社ヤマサキテクノス 9290801014723 高精度加工が要求される半導体関連市場への新分野展開事業 通常

2012 R140090019 福岡県 株式会社奥川畳店 2290001089465
伝統の職人技×最新設備で新たな薄型畳ニーズに応える自社一貫
生産体制の構築

通常

2013 R140090021 福岡県 株式会社アーツエンターテインメント 2290001086082
キャスト・クリエイター・企業を繋ぎ、日本エンターテイメントを繋ぐシス
テム！！

新特別

2014 R140090023 福岡県 有限会社ツツミ 3290002053634 大型でデザイン性のあるフラッシュドアの開発及び迅速な供給 通常

2015 R140090024 福岡県 株式会社Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 9290001064461
クリーンエネルギーであるメガソーラー発電所の建設を通じて社会に
貢献

新特別

2016 R140090025 福岡県 田中歯科医院
院内デジタル化による顧客ニーズに対応した歯科技工体制の構築と
生産性向上

通常

2017 R140090027 福岡県 株式会社岡部鐵工所 7290001036272
特殊加工品の生産性向上及び製品精度アップの為のＣＮＣ旋盤の導
入

通常

2018 R140090028 福岡県 株式会社八女特殊和紙 8290001047756 シーケンサー導入による新商品製造及び生産性向上計画 通常

2019 R140090029 福岡県 株式会社ＪｏｙＣｒｅａｔｏｒ 7290801027314 最新の立形マシニングセンタ導入による加工工程の生産性向上 通常

2020 R140090030 福岡県 皿屋福柳株式会社 5290001064911 柳川ブランド認定品「うなむす」の非接触型自動化ラインの構築 新特別

2021 R140090031 福岡県 株式会社エー・アール・シー 7290001045141 植物発生材活用による草木灰製造販売事業計画 通常

2022 R140090032 福岡県 株式会社西田 6290001049325 ファイバーレーザー溶接機の導入による独自製品の生産能力の強化 通常

2023 R140090033 福岡県 有限会社ホンダ木工 6290002037023 高周波接着を活用した新たな製作工程の開発による売上拡大計画 新特別

2024 R140090034 福岡県 株式会社やまそう 5290801014470 自社独自のシステム構築によって実現するオンライン葬儀サービス 新特別

2025 R140090037 福岡県 いまむら歯科クリニック
患者満足度の高い高品質再補綴治療によって治療期間の大幅短縮
を実現

新特別

2026 R140090040 福岡県 無法松酒造有限会社 2290802007600 日本酒製造における抜本的生産設備見直しによる品質と生産性向上 新特別

2027 R140090041 福岡県 株式会社ハーベストリーグ 8010901043865 オンラインによる女性従業員向け心の健康予防治療サービス 通常

2028 R140090044 福岡県 ＭＨ工業有限会社 6290002027057
建設資材加工の生産性向上と需要変動を吸収する「アウトソーシン
グ」事業の展開

通常

2029 R140090045 福岡県 片岡酒造 「九州北部水害復興のシンボル」地域に根差した酒造りの復興 通常

2030 R140090046 福岡県 プラス事務所土地家屋調査士法人 3290005004717 ＩＴＣ機器導入による調査業務の効率化と業務拡大 通常

2031 R140090047 福岡県 井上紙工印刷株式会社 7290001043946
日本初！環境配慮型点字対応封筒「エコジッパマン」革新的開発事業
計画

通常

2032 R140090048 福岡県 高田花火工業
星打効果（小型花火）を用いた花火プログラム強化による生産性・利
益率向上への取組み

通常

2033 R140090049 福岡県 お茶の千代乃園
仕上げ加工工程の内製化による生産性の向上と海外輸出拡大への
展望

通常

2034 R140090050 福岡県 株式会社ＮＴ－ＶＥＴ 6290001083968
「高難度手術×最先端治療」により福岡県内で唯一無二の動物病院
へと飛躍

新特別

2035 R140090052 福岡県 ジラソーレ
独自性商品とキッチンカー販路拡大による革新的サービスでコロナ打
破！

新特別

2036 R140090055 福岡県 ラハイナ ドローン技術の活用による農薬散布事業の提供プロセスの改善 通常

2037 R140090056 福岡県 有限会社吉永工務店 6290802025383 マシンガイダンス導入による法面工事及び土木工事の生産性向上 通常

2038 R140090057 福岡県 有限会社野口食品 8290002055618
生産性向上と品質保証体制の強化による九州産三池高菜漬けの拡
販

通常

2039 R140090059 福岡県 株式会社アトリエイレブン 8290801014377
３Ｄレーザスキャニングシステム導入による敷地調査の高品質化と生
産性向上

通常

2040 R140090060 福岡県 株式会社長谷川商店 1290001015802
最新冷風乾燥機の導入による銀だらみりん等の干物製品の生産体
制刷新計画

新特別
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2041 R140090061 福岡県 株式会社ダイテック 5290001044459
環境負荷低減に資する産廃処理の生産性向上ならびにリサイクル率
向上計画

新特別

2042 R140090062 福岡県 ウィル株式会社 2290801025545
顧客先工場ＦＡ化の全面支援を目的とした３ＤＣＡＤ・天井クレーンの
導入

通常

2043 R140090063 福岡県 株式会社三雄 6290001037569
「洗剤駆け込み寺」の生産プロセスを改善！ニッチ分野でトップを走
る！

通常

2044 R140090065 福岡県 福岡天神ささだ歯科
インプラント等歯科補綴の口腔内・口腔外スキャンデータ合成手法考
案と導入

通常

2045 R140090066 福岡県 株式会社ｆＬａｂ 5290801026631
レーザースキャナー搭載型トータルステーション等の導入による測量
の生産性向上

通常

2046 R140090067 福岡県 のりこキッズマム歯科医院
歯科用ＣＴの導入で「永久歯生えかわり見守りサービス」の内製化を
実現

新特別

2047 R140090069 福岡県 フジコー株式会社 9290001043052
セラミックコンデンサ生産機械部品の増産等におけるワイヤ加工の効
率化及び短納期化事業

新特別

2048 R140090071 福岡県 株式会社コニシ物産 5290001054160
食品通販及び内食需要の拡大に伴う無添加天然だし等の生産能力
増強による既存事業からの脱却

新特別

2049 R140090072 福岡県 有限会社ビッグバン 4290802015964 工程改善により感染症に対応、地域を担う中古車事業者へ 通常

2050 R140090073 福岡県 ウィズホーム株式会社 7290001082498 業界初「平屋専門バーチャル展示場システム」による収益向上計画 通常

2051 R140090074 福岡県 株式会社ランドスケープ 6290001043749 古紙中間処理業へ事業領域を広げ事業を成長させる 通常

2052 R140090075 福岡県 株式会社中村測建 1290001009192 新型３次元測量器導入による測量サービスのデジタル化推進 新特別

2053 R140090076 福岡県 株式会社ヨシマサ 1290001090515 配膳ロボットの導入による作業効率改善とサービス品質向上 新特別

2054 R140090077 福岡県 泉歯科医院 設備導入による治療の高度化とポストコロナの治療プロセス構築 通常

2055 R140090078 福岡県 有限会社山水商事 8290002045552 主に高級魚を対象とした加工場の設置による売上拡大 通常

2056 R140090080 福岡県 有限会社オフィスナガシマ 5290002010113 ＣＡＤ・ＣＡＭ装置導入によるデジタル技術を活用した歯科技工 新特別

2057 R140090084 福岡県 株式会社ブランディングスタイル 4290001074639
エステサロンで使用する小顔クリーム・小顔マシンの開発とＦＣ展開に
よる加盟店拡大事業

新特別

2058 R140090086 福岡県 有限会社三幸パッキング製作所 3290002015411
クランク式単発型抜機導入による特殊材料等パッキン加工の品質向
上・生産性向上の取り組み

通常

2059 R140090087 福岡県 有限会社安永工務店 3290802021212
ＩＣＴによる誘導装置を搭載したミニショベル等の導入による生産性向
上

通常

2060 R140090089 福岡県 有限会社イマヤマ 1290002052992 マグネット吸着化粧板の長寿命化とフィルム系表装材新製品の開発 通常

2061 R140090090 福岡県 高田食品工業株式会社 6290001005393
新設備導入で対人接触機会の抑制と成長事業である輸出事業の強
化

新特別

2062 R140090092 福岡県 有限会社えくぼ水産 3290002004364 ネギトロ生産工程の機械化により低コスト化と生産量増加を実現 通常

2063 R140090094 福岡県 株式会社天盃 5290001044112
「活きた水」と瓶詰工程の改善による焼酎商品のＱＲＣ向上と販売事
業

新特別

2064 R140090096 福岡県 有限会社三ッ石ゴム工業所 1290802015439 最新加硫設備導入による生産性向上と新規顧客開拓の実現 通常

2065 R140090098 福岡県 ｃｏｌｏｒ
データ化・自動化・内製化促進による革新的な歯科技工物生産体制
構築計画

新特別

2066 R140090099 福岡県 株式会社エフ・シーシー堀内 9290001048472 フコイダンの低分子化技術を活かした新市場への進出 通常

2067 R140090101 福岡県 にわ菓
当社独自の安心安全下処理手法による、鶏のタタキなどの鶏肉料理
でおうち時間に彩を与える

通常

2068 R140090103 福岡県 宝産業株式会社 9290001053002 難燃性・耐熱性コンベア用のゴムローラーの生産体制の確立 通常

2069 R140090104 福岡県 有限会社ナカ・デザイン 3290002041003 夏場の生産も可能な周年栽培のイチゴ植物工場の構築 通常

2070 R140090105 福岡県 株式会社ライフィックス 9290001024242
健康状態測定システムの開発と商品のエビデンス取得による市場
シェアＮＯ１を確立

通常

2071 R140090106 福岡県 スイッチ 国産無農薬栽培牧草の効率生産の為の刈取り機の導入 通常

2072 R140090107 福岡県 いた歯科クリニック ＣＴ診断装置導入による患者の治療負担減および満足度向上の取組 通常

2073 R140090108 福岡県 ドライアイス筑豊有限会社 8290002045783 ドライアイスペレットの内製化によるコスト削減及び販売の拡大 通常

2074 R140090110 福岡県 株式会社梅月 7290001003776
循環型社会に貢献するリサイクル対応ホイストクレーンの生産性向上
計画

新特別

2075 R140090111 福岡県 有限会社プロッシモ 3290002026697
微生物 光画像測定による公共施設での革新的な空 衛生検査体制
の構築

通常

2076 R140090112 福岡県 安心計画株式会社 5290001011731
地場工務店が非接触で「生活動線」を提案するための連携システム
の開発

新特別

2077 R140090113 福岡県 株式会社新日本電設 1290001035057 特殊冷凍技術にて加工した鮮魚の通信販売事業 新特別

2078 R140090120 福岡県 シスメット株式会社 6290801000651 小型波高計の普及に寄与する波向・連続観測・データ保存機能開発 通常

2079 R140090121 福岡県 有限会社中野工業所 3290802019264
ブルーカーボン・オフセット藻場礁用コンクリート型枠等製造の高品質
化と生産性向上の取り組み

通常

2080 R140090125 福岡県 株式会社セイケン 1290801009243 自社施工可能工事の拡大による下請受注獲得への取り組み 通常
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2081 R140090126 福岡県 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912 当社強みである即時出荷の毀損に対応するための生産性向上事業 通常

2082 R140090128 福岡県 遠賀屋 １００％純米粉で増粘剤不使用の新型米麺の開発と生産体制構築 通常

2083 R140090130 福岡県 株式会社テクノユース 7290001018683 プロセス改善により、災害発生時の機動的な排水を実現する。 新特別

2084 R140090131 福岡県 グランド印刷株式会社 1290801005317 「幕」に特化した印刷通販インターネットサービスに係るシステム構築 新特別

2085 R140090134 福岡県 株式会社光亜商事 2290001030172 高精度非球面形状測定による非球面レンズ製造体制の構築 通常

2086 R140090136 福岡県 株式会社ＣＲＡＦＩＴ 7290001094626 業務効率化のためのシステム導入計画に基づく事業計画 通常

2087 R141090001 佐賀県 たくまアニマルクリニック
家畜繁殖における受胎率の大幅な改善を目的としたレーザーシステ
ム導入計画

通常

2088 R141090002 佐賀県 有田焼工業協同組合 9300005003389 生産性向上と非接触型作業環境構築のための施釉ロボットの導入 新特別

2089 R141090003 佐賀県 有限会社石橋製麵所 3300002006672 麺製造の生産プロセスの改善による消費者ニーズへの対応 通常

2090 R141090004 佐賀県 株式会社糸山敏建設 2300001009347 ＩＣＴ建機システム導入による低平地での河川改修工事受注促進 通常

2091 R141090006 佐賀県 有限会社白石開発 2300002007548
白石蓮根の水煮を一貫生産するライン構築で生産性向上と雇用創出
計画

通常

2092 R141090007 佐賀県 のだデンタル・ラボ株式会社 1300001011824 デンチャー市場への進出！ピークデンチャーの開発 新特別

2093 R141090010 佐賀県 株式会社アンスコ 3180001011521
高精度・高品質なホーローセットの検査工程の革新による、短納期・
増産体制の構築

新特別

2094 R141090012 佐賀県 副島歯科医院 歯の内部が鮮明に見える！最新設備による精密根管治療の確立 通常

2095 R141090015 佐賀県 大浦歯科医院 耳鼻咽喉科との連携によるＲＡＭＰＡ矯正の事業化 通常

2096 R141090017 佐賀県 株式会社ジェイ・テック 6300001007413 手作業の糊付け工程を機械化することで生産性向上を図る 通常

2097 R141090018 佐賀県 株式会社シビコ 8300001010431 重機のＩＣＴ化による生産性の向上と事業拡大 新特別

2098 R141090019 佐賀県 丸秀醬油株式会社 9300001000935 ＳＤＧｓに配慮した紙パック醤油のＯＥＭ生産体制の構築 通常

2099 R141090021 佐賀県 はやし歯科クリニック
３ＤスキャナーとＣＡＤ／ＣＡＭで新時代が求めるワンビジットトリートメ
ント

新特別

2100 R141090022 佐賀県 有限会社中央印刷 3300002007935
高精細印刷による訴求力の高い印刷商品を安定した生産体制で提供
する

通常

2101 R141090024 佐賀県 株式会社ＴＢＦ 6290001092721 「Ｔａｃｏｍｉａのコーントルティーヤ」の国内製造販売 新特別

2102 R141090025 佐賀県 あっぷる動物病院
地域の中核病院として県外の２次診療施設に頼らない高度医療への
挑戦

新特別

2103 R141090026 佐賀県 有限会社力武木材 8300002008210 限界生産力と安全高める切断加工でアイデア活かすベッド派生商品 新特別

2104 R141090029 佐賀県 株式会社ＫＭＴｅｃ 9300001003970 防災用に特化した国内製蓄電池の開発 通常

2105 R142090002 長崎県 株式会社アルタテ 6310001008286 高性能ＮＣ加工機によるアルミ型材穴あけ工程の生産性向上 通常

2106 R142090004 長崎県 株式会社岩崎食品 8310001011750 長崎「豚の角煮」を活かした商品強化のための生産性向上への取組 通常

2107 R142090005 長崎県 小柳畳商店 「日常生活に畳を！」をテーマにした畳関連グッズの生産性向上 通常

2108 R142090006 長崎県 合資会社吉田屋 2310003002084
中国・国内通販会社の長崎県産酒要望に適合する増産体制整備事
業

通常

2109 R142090007 長崎県 伊藤工作所 レーザーマーカーを活用した印字内製化による新たなビジネス展開 通常

2110 R142090008 長崎県 末弘丸株式会社 4310001016893 品質と生産能力向上、人手不足解消。新設備導入による競争力強化 通常

2111 R142090010 長崎県 高橋謙作製麺 島原半島唯一「人力手延べ工法」による薬膳素麺開発市場展開事業 通常

2112 R142090011 長崎県 自家製麺ＢＡＢＡＫＥ
アフターコロナ時代のニーズ創出！長崎初の観光土産商品麺通セッ
ト開発事業。

通常

2113 R142090014 長崎県 からだ整体 大学生に向けた、リクルート用ボディ＆フェイスを作るナイトジム 新特別

2114 R142090015 長崎県 株式会社エスアールプラス 2310001012044 高齢者介護施設におけるＩＴ技術を用いた服薬管理サービスの提案 通常

2115 R142090018 長崎県 株式会社友建設 2310001006756 多様な道路に対応、舗装工事の生産性の向上 通常

2116 R142090019 長崎県 株式会社豊成建設 1310001011328
マシンコントロールシステムの導入による造成工事におけるＩＣＴ施工
体制強化計画

新特別

2117 R143090001 熊本県 株式会社西日本ケイエス 2330001003628 超効率化！太陽光発電所メンテナンスの低コスト化 通常

2118 R143090003 熊本県 三建工業株式会社 3330001015184 高性能・可搬性測定機の導入による検査精度・品質・生産性の向上 新特別

2119 R143090004 熊本県 株式会社技建工業 2330002009054 ＩＣＴ建機導入による生産性向上 通常

2120 R143090005 熊本県 フレンディー 移動型厨房施設の導入による新しい外食文化の提案 新特別
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2121 R143090006 熊本県 株式会社リアルライフデザイン 4330001006876 分譲マンションの抱える問題を解決する新サービスの実現！ 新特別

2122 R143090007 熊本県 合資会社一期﨑畳店 9330003003677
高齢者と環境にやさしい「らくふわ薄畳」の開発・販売で安心安全な住
環境を提供

新特別

2123 R143090008 熊本県 コスモ歯科クリニック 歯周病の根本的治療！歯周組織再生療法の開発 通常

2124 R143090009 熊本県 中村農園 農作業受託による経営の安定化と収穫・出荷ロスの削減 通常

2125 R143090011 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984 ドローン測量とクラウド解析による短納期ワンストップ工事の実現 新特別

2126 R143090013 熊本県 株式会社興和測量設計 2330001001796
高精度航空レーザー測量による高精度かつ短時間での測量サービス
の提供

新特別

2127 R143090014 熊本県 小野歯科医院 根管治療の更なる進化！歯根端切除術の開発 新特別

2128 R143090018 熊本県 株式会社ニッコー 6021001025714
新商品開発による新たなビジネスモデルを構築する量産体制の整備
事業

通常

2129 R143090020 熊本県 株式会社都市技術設計コンサルタント 5330001007428 ３次元レーザースキャナ導入による３Ｄシミュレーションの提供 新特別

2130 R143090021 熊本県 ババ商店株式会社 8330001015683 自社の技術を活かした新たな規格のパイプ製造による生産性向上 通常

2131 R143090022 熊本県 高三潴瓦工業所株式会社 7330001023860 瓦破砕機導入による廃瓦リサイクル事業の推進 通常

2132 R143090025 熊本県 ｍｏｗａソリューションズ株式会社 1330001021580
半導体試験装置（テスター）のシステム販売に進出？地方中小企業
の挑戦。

通常

2133 R143090026 熊本県 松岡歯科クリニック 「インプラント×マウスピース」のハイブリッド矯正の開発 新特別

2134 R143090027 熊本県 株式会社安武建設工業 8330001009693 持続可能な建設工事実現のためのＩＣＴ施工体制の構築 通常

2135 R143090028 熊本県 山口　隆博 果樹園における農業用ドローンを利活用した自動農薬散布への挑戦 新特別

2136 R143090031 熊本県 株式会社ＫＡＨ 6330001028175 耳科、眼科専門設備導入による専門性強化事業 通常

2137 R143090035 熊本県 株式会社前﨑産業 2330001020945 来るべきＳＤＧｓ時代に対応した持続可能な解体現場革命 通常

2138 R143090038 熊本県 株式会社Ａ．ｓｔｙｌｅ 2330001023477 指定工場取得・３０分スピード車検を実現し地域密着型整備工場へ 通常

2139 R144090001 大分県 ベストアシスト株式会社 6320001018441 ＵＶプリント業務の導入を通した生産性向上への取り組み 通常

2140 R144090002 大分県 株式会社環境整備産業 9320001000792
高効率圧縮古紙梱包機導入による生産性向上と販路拡大に向けた
取組み

通常

2141 R144090004 大分県 有限会社富士モータース 9320002005915
車検検査機器導入による顧客満足度向上への業務プロセス改善計
画

通常

2142 R144090006 大分県 ロイヤルクリーナー株式会社リファイン大分 7320001009860 コロナ後の多様時代需要増に備え、乾燥機更新と三蜜工程の改善 新特別

2143 R144090008 大分県 有限会社石川製パン工場 5320002000886
最新システム導入による学校給食パン等製造ラインの革新的改善計
画

通常

2144 R144090009 大分県 大日測量設計株式会社 2320001010047
ＵＡＶ搭載型レーザスキャナとＧＮＳＳによる測量の生産性向上と防
災・減災への取組

新特別

2145 R144090010 大分県 株式会社ディック学園 3320001003108 革新的システムの開発による家庭教師派遣業務体制の刷新計画 新特別

2146 R144090011 大分県 二豊製疊有限会社 1320002020962 「抗ウイルス・抗菌畳」の宿泊業向け販売により販路拡大を目指す 通常

2147 R144090014 大分県 株式会社中原製作所 6320001007691
はんだ付け装置導入による「脱手作業」、「人の技術に左右されない
品質パフォーマンス体制」の構築

通常

2148 R144090015 大分県 有限会社雄翔 8320002018488 アドブルー製造強化による利益率の改善と業務の効率化事業 通常

2149 R144090017 大分県 株式会社佐藤設計コンサルタント 2320001009592 激甚化する災害に対応する測量・設計分野におけるＩＣＴ技術の導入 新特別

2150 R144090020 大分県 株式会社栄工社 1320001000585
コロナウイルス感染対策及びサスティナブルな素材の印刷物提供に
よる販路拡大

新特別

2151 R144090024 大分県 株式会社ゆふいん花由 5320001004104 自動料理運搬システム導入による密の回避と非接触サービスの実現 新特別

2152 R144090025 大分県 株式会社大分精工 5320001017337 ノウハウを数値化する設備導入で高精度化、量産対応力の向上 通常

2153 R144090026 大分県 合同会社Ｈａｐｐｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7320003002731 住宅用ファイナンシャルライフプラン作成業務のシステム化事業 新特別

2154 R144090028 大分県 株式会社サン建コンサルタント 3320001001202
アフターコロナに対応したＩＣＴ測量技術活用による防災保全事業への
参入

新特別

2155 R144090029 大分県 朝日タタミ株式会社 4320001013997 国産い草×縁なし畳で新しい畳文化の提案と空き家問題解決に挑戦 新特別

2156 R144090031 大分県 広美堂
地域の看板屋の挑戦！設備投資と製造工程見直しで目指せ売上向
上

通常

2157 R144090032 大分県 株式会社萬屋 5320003001314 持ち帰り専門の天むす事業 通常

2158 R144090034 大分県 株式会社河合組 3320001000831 生椎茸の冷凍食品販売 新特別

2159 R144090036 大分県 株式会社三洋産業 7320001006321
コーヒー充填加工における製造ライン増設による生産性向上と高効
率化

新特別

2160 R145090002 宮崎県 うちうみハーブ園 集客システムを活用し宮崎市内海のハーブを日本全国へ届けよう！ 新特別
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2161 R145090003 宮崎県 株式会社小田工業 7350001007151
ウィズコロナ時代に向けた対策強化による対人接触減少からの生産
効率向上事業

新特別

2162 R145090007 宮崎県 工藤パン 高性能パン製造設備導入による生産性向上及び販路開拓事業 通常

2163 R145090008 宮崎県 上山歯科医院
最先端の歯科用設備導入による革新的な歯周組織再生療法等の提
供

新特別

2164 R145090009 宮崎県 株式会社ＦＵＬＬ　ＷＥＳＴ 2350001016314 商品にＡＳＩＮコードを付与する販売管理システムの導入 新特別

2165 R145090011 宮崎県 八幡屋商工有限会社 5350002005008 新設備導入による業務効率化と品質向上及びＷｅｂ販売の構築 通常

2166 R145090012 宮崎県 株式会社アート板金工業 1350001005012 生産プロセスの改善による生産性の向上と高精度加工技術の確立 通常

2167 R145090014 宮崎県 湯川建設株式会社 1350001007082 ３次元測量機による測量工程短縮及び対人接触の減少 新特別

2168 R145090016 宮崎県 株式会社自然舘 8350001000766
完全非対面化と生産性向上を実現する高度業務管理システムの導
入

新特別

2169 R145090018 宮崎県 合同会社ＴＡＣＯＪＩＭＡ　ＦＡＲＭ 3350003003499
ＩＯＴを活用した感染対策の新しい生産方式によるリモート大規模農園
管理システム

新特別

2170 R145090019 宮崎県 有限会社田中漬物 4350002002906
地元産品を活かした新商品の開発と生産能力向上のための新鋭機
導入

通常

2171 R145090020 宮崎県 ふるさとや福永トーフ店 顧客ニーズに対応した革新的な工程改善による生産性向上事業 通常

2172 R145090021 宮崎県 ライフクリエイト宮崎株式会社 2350001012973 農業用ドローン講習事業への新規参入による売上拡大及び地域貢献 通常

2173 R145090023 宮崎県 有限会社紙ひこうき 8350002013965 冷凍食品自動販売機「ど冷えもん」の設置で営業時間外の売上拡大 通常

2174 R145090024 宮崎県 株式会社横山精工 6350001006377 新型マシニングセンタによる生産工程の改善と新販路の開拓 通常

2175 R145090026 宮崎県 西日本アルミ建材株式会社 5350001001271 長尺アルミ加工機導入による生産性・品質向上及び利益率改善 通常

2176 R145090028 宮崎県 ユウデザイン合同会社 8350003002736
男性用全身脱毛役務を実施可能な脱毛機器導入による生産性向上
計画

通常

2177 R145090029 宮崎県 株式会社田中たたみ屋 4350001008103
「車いす対応介護用畳」の開発、工務店への営業による新規顧客層
への展開

通常

2178 R145090030 宮崎県 植田水産株式会社 2350001007115
新型自動生積の導入による処理能力向上及び省人化によるコロナ感
染リスク抑制

新特別

2179 R145090031 宮崎県 インド料理　サジョワン
高温高圧調理機の導入によるレトルトカレー製造販売事業への事業
展開

通常

2180 R145090032 宮崎県 株式会社吉田林産 5350001015305
グラップル付３軸式木材トレーラーの購入による生産プロセス改善・商
圏拡大

新特別

2181 R145090033 宮崎県 若宮水産株式会社 8350001007126 自動生積機導入による選別から梱包までの一貫ラインの構築 新特別

2182 R145090034 宮崎県 株式会社シゲル工業 6350001016657
新型小旋回ミニショベルの複合処理力による生産力向上とコロナ対策
工事の実現

新特別

2183 R145090035 宮崎県 小林養鶏株式会社 2350001009838
持続可能な商品づくりで密着真空導入、商品内製化で収益体制アッ
プ

通常

2184 R145090038 宮崎県 株式会社測進開発 5350002017127 ３Ｄレーザースキャナー付ドローン導入よる測量業務の生産性改革 新特別

2185 R145090040 宮崎県 有限会社ＭＳＧ 4350002008911 新サービスの展開を目的とした設備投入計画 通常

2186 R146090003 鹿児島県 有限会社堀苑自動車整備工場 1340002028005 国際バルク戦略港湾エリア内外の輸送力向上に貢献する事業 通常

2187 R146090004 鹿児島県 ＳＨＯデンタルラボ 非平行性に対応し支台歯を守るジルコニアブリッジの開発事業 新特別

2188 R146090005 鹿児島県 農進ベジタブル株式会社 3340001021173 九州産さつま芋を使った加工品の品質及び生産性向上と地域活性 通常

2189 R146090008 鹿児島県 株式会社あすなろ印刷 9340001006697
持続的社会実現のための環境配慮型製品作り、及び高効率な生産プ
ロセス両立の実現

通常

2190 R146090009 鹿児島県 カゴシマロック株式会社 1340001001086
生産性を改善しバイオマスエネルギー発電所で発生する不要物を再
生利用するゼロ・エミッションの取組

通常

2191 R146090010 鹿児島県 有限会社優桜薬品 9340002011011 事業効率化によるかかりつけ薬局機能と在宅医療業務への取り組み 通常

2192 R146090011 鹿児島県 株式会社グリーンネットワークとどろき 3340001016545
設備導入による鹿児島県産伊佐米の加工品の生産性向上と販路開
拓

通常

2193 R146090012 鹿児島県 有限会社三州キユー・エル 4340002004564 無添加液体出汁の製造許可を取り、製造販売を実施する事業 通常

2194 R146090013 鹿児島県 パブリックワークス
災害時の感染対策とアウトドアの２つの需要に対応したトレーラーの
新規開発

新特別

2195 R146090014 鹿児島県 プライム動物病院
最先端の検査法を兼ね備えた整形外科領域において県内トップレベ
ルの動物病院へ

通常

2196 R146090016 鹿児島県 中村産業有限会社 8340002014717 設備導入による冷凍商品の開発と新しい販売方法の構築 通常

2197 R146090019 鹿児島県 池田機工株式会社 9340001011689 「人から鶏へ」新たな市場等へ展開を行なうため板金加工工程の導入 通常

2198 R146090021 鹿児島県 有限会社旭商事 2340002015290
南九州食鳥業界初導入のポリエチレン袋Ｖシール加工商品で他社差
別化を行い競争力の強化を図る

通常

2199 R146090022 鹿児島県 よしい動物病院
鹿屋市トップの技術力を活かしたコロナ禍の鹿屋市を救う高度獣医療
の提供

通常

2200 R146090024 鹿児島県 保池建設株式会社 8340001010774 測定計測技術の基盤技術高度化に取組み快適な住環境提供事業 通常
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2201 R146090025 鹿児島県 コーヒーソルジャー株式会社 1340001019590
世界各国の希少珈琲豆のスペシャルティコーヒー焙煎による販路開
拓のための生産能力向上

通常

2202 R146090027 鹿児島県 株式会社小田畳商会 4340001000754 高低差対応高耐久性全天候畳活用したリフォーム市場開拓 通常

2203 R146090028 鹿児島県 株式会社ソレイユスマイル 7340001012441 無農薬亜熱帯果樹の生産性向上とヤギチーズデザートの試作開発 新特別

2204 R146090029 鹿児島県 有限会社山下造園設計 1340002009946 業務内製化と業務効率化を目的にした設備導入計画 通常

2205 R146090030 鹿児島県 丸尾印刷有限会社 7340002022860 デジタル印刷機導入によるＱＣＤ向上と競争力強化 通常
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