
令和元年度補正・令和３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１０次締

切採択案件一覧　一般型　九州（220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

2367 R140100002 九州 福岡県 柴田デンタルサービス 歯科技工物生産工程における完全内製・デジタル化の実現と地域への波及 デジタル

2368 R140100003 九州 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282 個人力のネットワーク化で、技術を伝承し、加工精度を平準化 通常

2369 R140100006 九州 福岡県 下山工業 新設備導入による売上拡大と新市場参入への挑戦 通常

2370 R140100007 九州 福岡県 有限会社國重鉄工所 3290002045433 新ドライブベンダー導入による特装車部品の生産体制刷新計画 通常

2371 R140100009 九州 福岡県 株式会社博多製麺処 1290001077058 店舗の味を自宅でも味わえる高品質な非対面販売冷凍食品事業の実現 通常

2372 R140100010 九州 福岡県 株式会社庄分酢 9290001053654 「スリムな瓶」や「軽量ペットボトル」の食酢商品の開発 通常

2373 R140100012 九州 福岡県 しらゆりデンタルクリニック 先端歯科用設備導入による高難度マイクロエンド治療法の実践 デジタル

2374 R140100016 九州 福岡県 オングリット株式会社 3290801025379 無人航空機とＡＩ解析によるインフラ点検効率化サービス 通常

2375 R140100017 九州 福岡県 貝原バーナー製作所 ＣＮＣ精密自動旋盤導入による量産体制構築及び付加価値の向上 通常

2376 R140100018 九州 福岡県 株式会社福豊堂 4290001058906 豆菓子等の袋詰めの自動化による「安心・安全」な生産体制の構築 通常

2377 R140100020 九州 福岡県 オガワ設備工業株式会社 2290001045402 生産工程の効果的な集約強化により需要高まる配管の受注拡大 通常

2378 R140100022 九州 福岡県 はやし小児歯科医院 先端ＣＴ設備導入を通じた院内完結での小児歯科治療の提供拡大 デジタル

2379 R140100026 九州 福岡県 Ｒｅｓｐｅｃｔ　Ｓｕｒｖｅｙ
ドローンを活用した３次元測量の事業化による受注単価の増加及び新規取
引先の獲得

デジタル

2380 R140100027 九州 福岡県 芳野測量設計株式会社 2290001004267 ＤＸ化推進による生産性向上と公共事業入札対応強化・新規事業の具現化 デジタル

2381 R140100031 九州 福岡県 株式会社大石工業 6290801022514 自動配管切断機の導入によるプレハブ配管加工における生産性向上計画 通常

2382 R140100033 九州 福岡県 Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5290001070744 「ホテル清掃管理システム」開発による革新的な清掃サービス改善 デジタル

2383 R140100034 九州 福岡県 有限会社江島木工 3290002053048
新鋭ボーリングマシン導入による国産檜材子供用二段ベッドの生産力増

強
通常

2384 R140100035 九州 福岡県 ヒラタ、デンタル 湿式ミリングマシンと３Ｄプリンター活用によるチタン合金歯冠の製作 通常

2385 R140100039 九州 福岡県 有限会社菜食 9290002024976 製造工程の自動化と検査体制強化によるトレーサビリティシステム構築 デジタル

2386 R140100041 九州 福岡県 くすのき歯科医院 先進機器を用いた当院独自の治療法である舌コントロール療法向上 通常

2387 R140100042 九州 福岡県 有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 2290002038842 ＥＶの普及等による銅需要拡大に対応する銅リサイクル事業進出計画 通常

2388 R140100043 九州 福岡県 株式会社なぎのき製薬 2290001083674 製造工程の一部内製化による生産規模の拡大と利益率の向上の実現 通常

2389 R140100044 九州 福岡県 ＯＮＥ　ＮＡＴＩＯＮ株式会社 8290001080055
位置情報×観光スポットアプリ「Ｒｅｍｌｙ」における新しい広告・マネタイズ機
能開発事業

デジタル

2390 R140100049 九州 福岡県 北九食品株式会社 1290802017063 「業務フォローシステム」の開発・導入による業務プロセス改善 デジタル

2391 R140100053 九州 福岡県 加藤瓦工事店株式会社 4290001082476 新焼成窯の導入による生産性の向上とオートクチュール瓦の受注拡大 通常

2392 R140100057 九州 福岡県 オーディーエー 事業のデジタル化への転換と商品及び販売チャネルの多様化 通常

2393 R140100058 九州 福岡県 有限会社山下自動車 5290002051909 時代の変化に対応した先進整備事業への取り組み 通常

2394 R140100059 九州 福岡県 有限会社吉村組 8290802022684
３Ｄグレーダーマシンコントロールシステム導入による道路施工の効率化及
びＩＣＴ化

通常

2395 R140100063 九州 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498 羽口先端肉盛溶接工程自動化による販売競争力強化 デジタル

2396 R140100065 九州 福岡県 ジャステクト株式会社 6290001032090
業務市場拡大、品質強化と工程効率化を目的としたひび割れ計測システム・
３Ｄスキャナの導入

通常

2397 R140100067 九州 福岡県 株式会社山水製作所 3290001003160
新ＮＣ加工機及びスポット溶接機の活用による店舗用看板等の生産体制

刷新計画
通常

2398 R140100068 九州 福岡県 有限会社佐藤商店 7290002045504
縁なし薄畳の製造を高精度化！クロス工事と組み合わせた空間コーディ
ネートで新規顧客獲得

通常

2399 R140100069 九州 福岡県 トータルケア・システム株式会社 1290001024704 油圧脱水機への入れ替えによるＣＯ２削減と収益性の向上 グリーン

2400 R140100070 九州 福岡県 株式会社ＳＹＮＥＲＧＹ　ＷＯＲＫＳ 1290001047036 音声・映像オンライン配信を目的とするスタジオ設備の設置 通常

2401 R140100071 九州 福岡県 株式会社永末組 9290801016620 施工誘導システム搭載のミニショベル等の導入による生産性向上計画 通常

2402 R140100072 九州 福岡県 株式会社アルタス 9290001079773 アスベスト対策＆環境にやさしい「ポリウレア」で社会に貢献 回復型賃上げ・雇用拡大

2403 R140100073 九州 福岡県 株式会社大石茶園 3290001047133 粉砕機ビーズミル購入による国内、海外販路の拡大事業 通常

2404 R140100074 九州 福岡県 株式会社ＣＧＣ 8290801022719 鉄骨製作に自走式ケガキロボを導入した製作効率と精度向上化事業 通常

2405 R140100075 九州 福岡県 ひろえ歯科医院 歯科用ＣＴ、光学印象導入による患者負担軽減でサービス品質向上 デジタル

2406 R140100076 九州 福岡県 竹下防水工業
高機能サイディングに対応した出隅接着の高度化とリードタイム短縮による
差別化

通常

2407 R140100077 九州 福岡県 株式会社菜根譚るきあ 2290001020074 異物混入検知システムの導入 デジタル

2408 R140100078 九州 福岡県 小畠畳店
ＣＯ２削減とＣＮ促進のダブル効果「１級技能士が手掛ける高耐久性畳の生
産性向上」

通常

2409 R140100079 九州 福岡県 竹市株式会社 7290001047328 八女すだれの海外展開 通常

2410 R140100081 九州 福岡県 株式会社ウシジマ 9290001043969 部品内製化による水門工事の工期大幅短縮と新製品受注への取組 デジタル

2411 R140100084 九州 福岡県 株式会社折園 9290801009731 薪の製造工程確立による事業拡大計画 グリーン

2412 R140100085 九州 福岡県 株式会社伍代産業 5290001042594 高齢化等の社会変化に対応する独自の防草 通常

2413 R140100087 九州 福岡県 かねこ建材工業株式会社 1290001086959 需要が高まる「安全設計ドア枠」製作における自動化ラインの構築 通常

2414 R140100088 九州 福岡県 株式会社ラバーコーン 3290001080142 ＣＡＤ／ＣＡＭインレーへの対応及びインプラント需要への展開 デジタル

2415 R140100089 九州 福岡県 藤崎駅ビル歯科 手術用顕微鏡による根管治療、歯周病、インプラント治療の高度化 通常



2416 R140100091 九州 福岡県 株式会社ＦＯＲＷＡＲＤ 8290001083578
食品ロス削減に向けた添加物フリーなパンの開発による生産性向上と新市
場の開拓

通常

2417 R140100092 九州 福岡県 えいらく歯科クリニック
歯科へのＤＸ導入により院内完結型治療体制を確立し労働生産性の向上を
実現する

デジタル

2418 R140100094 九州 福岡県 株式会社ＪｉＨＡＮ 7290001065016 【おうちでシェフの味】を実現するスマートな無人販売店舗 デジタル

2419 R140100095 九州 福岡県 株式会社名島鉄工所 1290801022428 生産プロセスの改善　複数台持ちの実現による生産性向上の取組 通常

2420 R140100096 九州 福岡県 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 9290001097040 新規創業：鍵事業の強みを活かして取り組むドローン映像・点検事業 デジタル

2421 R140100097 九州 福岡県 株式会社グローバル・スコープ 5300001004147 ＩＴ分野に疎い業界でも活用頂ける、電子契約の締結サービス「オン・サイン」 デジタル

2422 R140100099 九州 福岡県 合名会社中村商店 7290803001614 ピストン充填機などの導入による作業効率の向上と多品種への対応 通常

2423 R140100100 九州 福岡県 Ｗｈｉｔｅ　Ｌａｐｉｎ株式会社 9011401022409 写真を商品に「刺繍」する、笑顔を贈るベビー用品サイトの構築 回復型賃上げ・雇用拡大

2424 R140100101 九州 福岡県 かわら工房春風 屋根工事専門という強みを活かしたドローンによる点検・清掃事業 通常

2425 R140100103 九州 福岡県 中村歯科くりにっく
デジタル技術を活用した気道中心の治療による睡眠時無呼吸症候群の治
療と予防

デジタル

2426 R140100104 九州 福岡県 藤田航
自家製クラフトビール醸造販売による売上拡大・生産性向上事業福岡発・自
家製クラフトビール醸造販売事業

通常

2427 R140100106 九州 福岡県 株式会社ライブリンクス 3290001069615 自社開発を更に加速させて教育業界の課題解決に貢献する事業 デジタル

2428 R140100107 九州 福岡県 有限会社泉屋 8290002014128 メンズブランド帽子クリーニングのネット展開によるＤＸ デジタル

2429 R140100108 九州 福岡県 ウチカワ工業株式会社 7290801019410 難加工材ＳＤ４９０鉄筋加工の内製化による高層マンション施工の強化 デジタル

2430 R140100109 九州 福岡県 株式会社ベストワーク 4290001021104 クラウド型運行管理システムの開発による運行管理事業の生産性向上 デジタル

2431 R140100110 九州 福岡県 テクレル株式会社 2290001085778 電気自動車 通常

2432 R140100111 九州 福岡県 株式会社タイキ 5290001019031 ファブデッキ設計プロセスのデジタル化への挑戦 デジタル

2433 R140100114 九州 福岡県 株式会社先崎測量 3290001079481 空陸調査技術を融合した次世代３次元デジタル測量の実現 通常

2434 R140100115 九州 福岡県 長門屋畳店 洋室にマッチする薄畳で伝統文化の継承と新規顧客獲得に挑戦 通常

2435 R140100117 九州 福岡県 株式会社コイシ 6320001001075 ３Ｄプリンターを活用した現場の見える化サービス事業 通常

2436 R140100118 九州 福岡県 株式会社ルークス 5290801021426 ～　九州初ＡＩ技術搭載型ＣＴ導入について　～ 通常

2437 R140100119 九州 福岡県 株式会社アドウェルズ 7290001042948 超音波接合強度向上とユーザー試験内製化により収益力を向上する計画 通常

2438 R140100120 九州 福岡県 株式会社ファーストコーポレーション 5290001079208 大型設備導入し、効率の良い積極的メンテナンスサービスの提供 通常

2439 R140100121 九州 福岡県 株式会社大光電機製作所 5290801002293 タップ工程の自動化による制御盤といった盤類の生産能力の向上 グリーン

2440 R140100123 九州 福岡県 広洋貿易株式会社 6290001076732 注文システム開発による生産性・ユーザビリティ・継続率の向上 デジタル

2441 R140100124 九州 福岡県 峰松工業株式会社 8290001063869 ファイバーレーザー切断機導入による防火ダクト製造への進出 デジタル

2442 R140100125 九州 福岡県 株式会社フリーダム 8290001076136 自動検品システムを活用した倉庫業における新たな出荷体制の確立 通常

2443 R140100126 九州 福岡県 株式会社ＴＣＫ 9330002020723 真空ポンプ製造プロセス改善のための真空排気計測装置の導入 通常

2444 R140100127 九州 福岡県 株式会社スーパーラップ 9290001070815 先端レーザー加工機導入による顧客ニーズ多様化への対応 通常

2445 R140100130 九州 福岡県 藤井精工株式会社 7290801014428 超精密金型一貫生産工程における生産力の向上 通常

2446 R140100132 九州 福岡県 株式会社ハナブサ 4290001009727 少し緩めのデジタル化でＳＤＧｓな時計店へ！ 通常

2447 R140100133 九州 福岡県 株式会社三笠 6290001041224 ＡＩ搭載 新型ＭＣ導入による生産性強化と新素材加工への挑戦 通常

2448 R140100134 九州 福岡県 株式会社リクリエ 4290001073038 中期宿泊ニーズ対応に向けたＡＩを活用した革新的集客基盤の構築 デジタル

2449 R140100138 九州 福岡県 株式会社鷹取製作所 1290001055170 中小型漁船向け操船支援システムの開発・事業化 デジタル

2450 R140100142 九州 福岡県 金之橋ヒューマンブリッヂ株式会社 6290001031183 サービス提供プロセスの改善を図り新サービスの実現を目指す。 回復型賃上げ・雇用拡大

2451 R140100143 九州 福岡県 株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 3290001034288 規格外農産物の特殊粉末食品製造・販売 通常

2452 R140100144 九州 福岡県 株式会社日研稲吉 3290801014935
電動車（ＥＶ・ＨＶ・ＰＨＶ）用モーターコア金型マシニング加工の大型化と高効
率化の取り組み

グリーン

2453 R140100145 九州 福岡県 株式会社ジュウロック 5290001008091 色・香り落ちのない八女玉露菓子開発と全国初の焼菓子連続生産 通常

2454 R140100146 九州 福岡県 サンパック株式会社 7290001004584 食品用特殊製袋の品質・生産性向上の取り組み グリーン

2455 R140100147 九州 福岡県 株式会社クイックス 4290001038222
トンネルフリーザー及びスライサー導入による加工食品の生産性向上、品質
向上の取り組み

グリーン

2456 R14010G001 九州 福岡県 株式会社ダイコウ 3290801002287 羽毛ふとんの小ロット（個対応）・短納期生産による新事業展開 グローバル

2457 R141100004 九州 佐賀県 有限会社貴輪ロードサービス 1300002005965
増加する事故や災害への対応力を強化するためのレッカーサービス体制刷
新計画

通常

2458 R141100006 九州 佐賀県 株式会社野中畳店 4300001012654 薄型畳の内製化によるフルラインでの「野中畳店品質」の提供 通常

2459 R141100007 九州 佐賀県 有限会社たなべ屋 2300002011236
中食の増加健康志向に対応すべく、燻製商品の生産量拡大に向けた新たな
生産体制の構築

通常

2460 R141100008 九州 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506 日本酒を使用した和リキュール充填ライン導入による生産性の向上 通常

2461 R141100009 九州 佐賀県 むら雲堂本舗 当店が独自に試作開発した新製品「冷やし生ようかん」の本格製造 通常

2462 R141100010 九州 佐賀県 株式会社西村商会 6300001009418 遠隔顧客対応システム導入による金属スクラップ買取業務のＤＸ計画 デジタル

2463 R141100011 九州 佐賀県 株式会社ミートフーズ華松 2300001009891 佐賀牛をＶＳＰ包装し賞味期限延伸とフードロス削減を実現する 通常

2464 R141100013 九州 佐賀県 有限会社馬場酒造場 6300002006851 瓶詰め工程の自動化により人を再配置し営業・研究開発活動を強化 通常

2465 R141100014 九州 佐賀県 株式会社塚本鐵筋 1300001009629
スポット溶接工法における鉄筋加工能力の拡大による大型案件の受注獲得
事業

通常

2466 R141100016 九州 佐賀県 有限会社定松ファーム 2300002007572 未利用資源の籾殻を燃料へ！ＳＤＧｓに向けた循環型農業の実現 通常

2467 R141100018 九州 佐賀県 株式会社原ノ町鉄工 8300001003253 対話式ＣＮＣフライス盤導入による加工精度向上と生産性向上 デジタル



2468 R141100019 九州 佐賀県 熊手蜂蜜株式会社 2290001048669 高い生産性を確保した高鮮度、適量新商品の試作開発 通常

2469 R141100020 九州 佐賀県 株式会社みろくや秀麺工房 6300001006687 自動包装機導入による生産性向上・製品付加価値ＵＰによる販路拡大 通常

2470 R141100023 九州 佐賀県 株式会社鶴松造園建設 1300001007252
木チップに付加価値を付け販売、温室効果ガスの削減を行い、持続的な事
業へ

グリーン

2471 R141100025 九州 佐賀県 株式会社クルール・ド・銀月 6300001006761 パティシエ手仕込みによる自動販売機向け冷凍ケーキの開発 通常

2472 R141100028 九州 佐賀県 株式会社メリーランド 4300002006003 入退場管理システムを導入した屋内型キッズ空間の創出 回復型賃上げ・雇用拡大

2473 R141100030 九州 佐賀県 株式会社まるきん 3300001005642 高精度加工、製品開発高効率化のためのマシニングセンタ導入計画 通常

2474 R141100031 九州 佐賀県 有限会社松浦漬本舗 3300002011086 深絞り包装機導入による包装の機械化により、品質の向上を図る。 通常

2475 R142100001 九州 長崎県 エヌイーエススタジオ 新プリンター導入でプリント技術強化によるオーダーグッズ即納 通常

2476 R142100002 九州 長崎県 米倉製材所 ハーベスタ搭載油圧ショベル導入による、原木伐採プロセスの大幅効率化 グリーン

2477 R142100003 九州 長崎県 株式会社グリーンテック九州 5310002017460 産業廃棄物処理量の拡大による県央地区の循環型社会強化計画 通常

2478 R142100005 九州 長崎県 かわはら歯科 デジタル技術による歯の喪失の回避、口腔外科手術の安全性の向上 通常

2479 R142100006 九州 長崎県 総合インテリア寿屋 ウイズコロナに向けた一貫生産体制構築による経営基盤強化事業 通常

2480 R142100008 九州 長崎県 冨士樹脂株式会社 4180001024225 高性能ＮＣルーター導入による次世代半導体等製造装置製作取組 通常

2481 R142100009 九州 長崎県 株式会社ライムイシモト 6310001008212 一体的な金属加工による生産プロセス改善策と働き方改革 通常

2482 R142100011 九州 長崎県 有限会社ヒロシ畳店 6310002004607 先端技術導入で薄畳の量産体制確立と品質向上による販路拡大戦略 通常

2483 R142100016 九州 長崎県 有限会社小関 2310002018379 実娘夫婦の経営参画に基づく内部スタッフ育成型経営基盤強化事業 通常

2484 R142100018 九州 長崎県 雲仙栗原ねぎ
九州初！白ネギフィルム包装機の導入による生産性向上とブランド拡大事
業

通常

2485 R142100019 九州 長崎県 株式会社イシマル 9310001000141
自社で取り組むＤＸ・働き方改革の実例をノウハウとし、顧客企業へ価値提
供を行う

デジタル

2486 R142100021 九州 長崎県 藤井歯科医院新戸町診療所 「歯周病総合メディカルケア」の開発 通常

2487 R142100023 九州 長崎県 有限会社杉谷本舗 1310002015245 カステラ職人が作るどら焼で観光市場から自家消費市場へ転換計画 通常

2488 R142100024 九州 長崎県 有限会社きのこ屋 6310002019605 菌床製造ラインの生産性向上と商品差別化・販路拡大計画 通常

2489 R142100025 九州 長崎県 株式会社サンミシェル 7310001004680 クッキー（焼菓子）の、地域に無い新たな販売スタイルで売上拡大を図る。 回復型賃上げ・雇用拡大

2490 R142100030 九州 長崎県 アカウントリンクス株式会社 2310001015212
会計ソフト連動型の予実管理ＳａａＳソフト開発〜中小企業の予算作成、経営
分析業務の効率化と資金繰り支援〜

デジタル

2491 R142100031 九州 長崎県 株式会社フォーオールプロダクト 7290001055561 企業の廃材活用と福祉のものづくりをデザインするプロジェクト デジタル

2492 R142100032 九州 長崎県 テクノオガワ株式会社 3310001004148 除菌効果の高い保育施設向け小型除菌ボックスの開発 回復型賃上げ・雇用拡大

2493 R142100037 九州 長崎県 立山建設株式会社 6310001010201 後付けＭＣ・ＭＧ機器活用による島内土木施工ＩＣＴ化のリード 通常

2494 R142100038 九州 長崎県 株式会社細川建設 6310001006752 五島列島 北端の離島ビジネスを繋ぐ小型運搬船の付加価値拡大 通常

2495 R142100040 九州 長崎県 株式会社丸昇水産 7310001017088 生産性向上・商品価値向上及び販路拡大に伴う真空包装機の導入 通常

2496 R142100042 九州 長崎県 株式会社慶和 6290001024567 非接触型システムによるウィズコロナ型アミューズメントの実現 通常

2497 R142100043 九州 長崎県 一ノ瀬自動車商会 ネットワーク連携対応検査ライン導入による革新的車検センター事業 通常

2498 R143100003 九州 熊本県 株式会社川北製作所 4330002018417
半導体チップ用トレイ等の製造における生産性向上による多品種小ロット対
応計画

通常

2499 R143100004 九州 熊本県 有限会社山本建設工業 3330002029258 ＩＣＴ施工による浚渫工事の生産性向上と新規受注拡大 デジタル

2500 R143100005 九州 熊本県 株式会社千原組 5330001015240 ＩＣＴ施工対応による生産性向上と防災減災対応による地域貢献 通常

2501 R143100007 九州 熊本県 有限会社トヨテック 8330002007390 難加工である薄板面への刻印工程の生産効率向上と不良率低減計画 通常

2502 R143100008 九州 熊本県 天翔物産株式会社 2330001006787 中食市場の拡大に資する中華まんの生産拡大並びに新商品開発計画 通常

2503 R143100010 九州 熊本県 株式会社稲永工業 6330001025395 防災・減災需要高まる中でＩＣＴ活用による砂防工事対策の強化 通常

2504 R143100012 九州 熊本県 株式会社斉藤商店 1240001030657 合成樹脂原料の押出成形によるＰＰ畳表の製造販売 通常

2505 R143100013 九州 熊本県 南九州コンクリート株式会社 9330001014098 プレキャストコンクリート製造における蒸気養生工程の効率化 グリーン

2506 R143100015 九州 熊本県 有限会社本田興業 6330002020313 ＩＣＴ施工による生産性向上と中山間地域の農業基盤整備への対応 通常

2507 R143100016 九州 熊本県 荒木建装株式会社 8290001054645 ３Ｄデータ連携によるオーダーメイド型ゴルフクラブ製造の自動化 通常

2508 R143100018 九州 熊本県 吉本水産 新の急速冷凍技術で、戸馳産車海老の高品質凍結を実現し販路を拡大 通常

2509 R143100019 九州 熊本県 株式会社メイソウ 9330001010361 複雑形状のプレス金型に対する形状および寸法計測技術の高度化 通常

2510 R143100021 九州 熊本県 株式会社地盤研究所 9330001014536 ３Ｄ測量機及びソフト導入による測量業務のデジタル化と生産性向上 通常

2511 R143100025 九州 熊本県 株式会社九州クラフト工業 5330001008376 自動画像検査機の導入による品質と生産性の向上 回復型賃上げ・雇用拡大

2512 R143100027 九州 熊本県 株式会社ＫＤＳ熊本ドライビングスクール 5330001001471 ＡＩ・自動運転技術及び無線技術による生産性・付加価値の向上 通常

2513 R143100029 九州 熊本県 九州条鋼加工株式会社 1290801010944 複合機の導入による、大規模物流倉庫向け胴縁の製造・販売事業 通常

2514 R143100031 九州 熊本県 株式会社エー・エム・エル農業経営研究所 5330001009358 自動充填機導入による生産性向上と製品品質の安定化 通常

2515 R143100033 九州 熊本県 株式会社黒田建設工業 5330001014928 柱大組立溶接ロボットの導入による鉄骨製作の高品質化・工期短縮 通常

2516 R143100034 九州 熊本県 株式会社森商 2330001019079
ＩＣＴ施工能力獲得による技術的優位性強化と各種新規プロジェクト参入推
進計画

デジタル

2517 R143100035 九州 熊本県 有限会社ヨミヤクリーニング 6330002029858 非接触型サービスの充実による利用者の利便性向上の取組 通常

2518 R143100037 九州 熊本県 乳菓子屋株式会社 3330001024516 ネット販売及びＢｔｏＢ向け流通販売に伴う生産プロセスの改善 通常

2519 R143100040 九州 熊本県 株式会社東亜建設コンサルタント 7330001003136 防災計画支援の為の３Ｄ簡易シミュレーション事業の発足 通常



2520 R143100042 九州 熊本県 株式会社森本建設 6330002023547 新ＩＣＴ建設機器導入による労働環境の改善及び生産性向上の実現 通常

2521 R143100043 九州 熊本県 株式会社旭製作所 1330001018362 先端の溝切加工機導入によるウエハー洗浄工程の生産性向上事業 通常

2522 R143100045 九州 熊本県 アーク・リソース株式会社 1330001000361 食物アレルゲン検出用定量型イムノクロマト試薬の試作品開発 通常

2523 R143100046 九州 熊本県 株式会社熊防メタル 8330001005528 生産における全体 適化 通常

2524 R143100047 九州 熊本県 株式会社マル亀工業 2330001012744 穴あけ＆切断複合機導入によるプラント製品製造の生産効率向上 デジタル

2525 R143100048 九州 熊本県 株式会社三計テクノス 3330001001960 統合型業務支援システムによる検査業務及び社内業務工程の一元管理化 デジタル

2526 R143100049 九州 熊本県 まよみ堂 生産性向上で、時代のニーズを捉えた健康志向菓子等の開発 通常

2527 R143100052 九州 熊本県 株式会社ＣＥＮＯ 7330001023431 代理店と連携した外構エクステリア業務の施工管理システムの開発 通常

2528 R144100002 九州 大分県 有限会社伊藤食品 5320002018706 業務用漬物製造会社による個人消費マーケットでの収益基盤づくり 通常

2529 R144100004 九州 大分県 有限会社岩崎精機 6320002001058
生産ラインのＩｏＴの活用によるデジタル化の制度と量産を改善し販路拡大を
目指す

通常

2530 R144100008 九州 大分県 吉田歯科医院 歯科用ＣＴの導入と工程の改善によるインプラント治療の質的向上 グリーン

2531 R144100010 九州 大分県 株式会社イーアール 2320001007588 循環型社会実現に向けた、処理能力の強化と地域貢献への取組み 通常

2532 R144100011 九州 大分県 株式会社田嶋製作所 5320001010060 ショットブラストによる塗装下準備工程での金属剥離作業の自動化 通常

2533 R144100014 九州 大分県 株式会社石田製材所 2320001010617 国産材（桧）建築資材の小割材生産能力向上に向けた設備導入 通常

2534 R144100017 九州 大分県 精巧エンジニアリング株式会社 7320001004077
ドローンレーザー測量システムおよびドローンカメラの導入による競争力の
強化

デジタル

2535 R144100018 九州 大分県 羽田歯科医院 精度向上と非接触歯型取りで高齢患者様に高満足度の治療を提供 デジタル

2536 R144100019 九州 大分県 玖珠液化ガス協業組合 4320005007384 地域のプロパンガス配送システムの構築 通常

2537 R144100020 九州 大分県 別府速見自動車整備協業組合 1320005004459 県内屈指の先進的自動車整備工場になり新たな雇用を創出する為に 通常

2538 R144100021 九州 大分県 株式会社藤建興業 2320001013842
大分県中央山間部の過疎少子化地域での建設会社の若手雇用とＩＣＴの取
組

グリーン

2539 R144100022 九州 大分県 有限会社イチマルカンツー工業 6320002000984 新設備導入により解体工事を一括受注できる体制構築及び生産性向上 通常

2540 R144100025 九州 大分県 株式会社九州セミコンダクターＫＡＷ 6290801016177 ウェハ加工における製造環境の改善により顧客要求品質の見える化 通常

2541 R144100027 九州 大分県 有限会社木村石油店 4320002015167 鈑金塗装工程の生産性向上及び塗装の多様化への対応事業 通常

2542 R144100028 九州 大分県 三隈工業株式会社 1320001010139 先端設備導入及び「包装設計室」の設置による競争力強化に向けた取組み 通常

2543 R144100030 九州 大分県 株式会社デンケン 6320001001843 熱磁気による有機物分解炉の開発 グリーン

2544 R144100034 九州 大分県 愛宕自動車工業株式会社 6320001010679
エコロジーボックス及びリニボ製造部品の対応力強化による効率化と生産性
向上

通常

2545 R144100035 九州 大分県 株式会社カスガ水産 9320201000196 生産性向上のための、ブリ内臓部門除却の機械化 通常

2546 R144100036 九州 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065 高性能設備導入による生産性向上と高付加価値なものづくりの実現 回復型賃上げ・雇用拡大

2547 R144100037 九州 大分県 日田石油販売株式会社 4320001010169 地域の特性に配慮した新規サービスの展開による新規顧客開拓 通常

2548 R144100038 九州 大分県 株式会社アーテック 4320001009946 コンクリート試験事業における生産性向上と新規試験の展開 通常

2549 R144100041 九州 大分県 有限会社サンエイデンタル 4320002021454
デジタル技工設備拡充による生産性向上および高付加価値製品ニーズへ
の対応

通常

2550 R144100042 九州 大分県 有限会社重冨食品 5320002018854 もやし根切機導入で、 終顧客対応とＳＤＧｓへの取り組み 通常

2551 R144100043 九州 大分県 有限会社エム・オー・イー 8320002016178
新たな市場展開へ向けた、先端設備導入による労働環境（雇用条件・安全
性・クリーン化）の整備・向上

通常

2552 R144100046 九州 大分県 株式会社三共テック 4320001008634 立形マシニングセンタの増設に伴う収益力の強化 通常

2553 R144100047 九州 大分県 有限会社高畠装業 1320002016928 木製加工技術を生かした贈答用・独自製品の開発と生産性向上 通常

2554 R144100048 九州 大分県 有限会社グリーンファーム久住 1320002017868 鶏卵の加工場および直売所の開所事業 通常

2555 R144100051 九州 大分県 株式会社ヨシダ 4320001009161 新機器導入による自動化へ、生産性向上と作業環境の改善を図る 通常

2556 R144100054 九州 大分県 日本連合警備株式会社 4320001002174 個人資産保管市場と次世代警備への参入へのシステム開発 通常

2557 R145100002 九州 宮崎県 株式会社もろつか中村林業 2350001016859 新型設備導入による生産性向上と若手・女性社員の作業環境整備 通常

2558 R145100003 九州 宮崎県 大村板金工業株式会社 6350001015799 資材高騰による事業変化に対応するための板金加工工程効率化 通常

2559 R145100005 九州 宮崎県 株式会社ｗｏｏｄ’ｓ 3350001017451 測定機器保管用木箱の工程合理化による生産プロセスの改善 通常

2560 R145100006 九州 宮崎県 株式会社カジサ工業 2350001017452 ＩＴ活用のフルオート折曲機の導入による生産性向上と販路拡大 通常

2561 R145100007 九州 宮崎県 有限会社ライト調査設計 2350002011297 森林地帯でも対応できる新たな航空写真測量技法の導入事業 デジタル

2562 R145100009 九州 宮崎県 株式会社創建 8350001006020
ＵＡＶ搭載型三次元レーザースキャナー調査測量システムの導入による競
争力の強化

デジタル

2563 R145100011 九州 宮崎県 株式会社サンロード出荷組合 4350001010752 農業デジタル技術を活用した「にら」の品質と生産性向上計画 デジタル

2564 R145100012 九州 宮崎県 株式会社エス・サンク 4350001017319 新鮮なフルーツを使ったオリジナルジェラートケーキの開発と販売 通常

2565 R145100014 九州 宮崎県 株式会社Ｐｏｗｅｒ　Ｗｏｍａｎ 8350001016498 個人〜小規模事業者向け商品開発プラットフォームの構築 通常

2566 R145100015 九州 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 アーク溶射加工事業拡大による対応力強化と新規顧客開拓 通常

2567 R145100016 九州 宮崎県 株式会社金本組 3350001000358 レーザースキャナ等の導入による測量業務の生産性・品質向上 通常

2568 R145100021 九州 宮崎県 ビーフォレスト レーザードローン３Ｄ撮影による林業のＤＸ化 通常

2569 R145100024 九州 宮崎県 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙｓｈｉｐ 6350001016070
温浴施設のＤＸ化を実現。ＩｏＴ技術を活用した、ＳａａＳ型サウナＩｏＴシステ
ム。

回復型賃上げ・雇用拡大

2570 R145100026 九州 宮崎県 株式会社黒木鉄工所 9350001014773 医療用素材製造装置部品加工の品質・生産性向上の取り組み グリーン

2571 R146100001 九州 鹿児島県 株式会社大迫精機 7340001008167
高精度三次元測定機導入による幾何公差測定の自動化による高精度製品
受注拡大

通常



2572 R146100005 九州 鹿児島県 株式会社尾辻建設 4340001009432 地域材木を活用した外壁用浮造り杉板板の製造販売 通常

2573 R146100006 九州 鹿児島県 株式会社サンライズ精工 9340001008371 半導体製造装置向け精密部品生産拡大事業 通常

2574 R146100009 九州 鹿児島県 ジェイエイト デイタイムのスイーツ＆カフェ需要を獲得し昼・夜二毛作ビジネスへ　！ 通常

2575 R146100010 九州 鹿児島県 株式会社有村鉄筋工業 8340001020022 鉄筋自動曲装置導入により「一貫工事体制」を構築する計画 通常

2576 R146100011 九州 鹿児島県 エバーブルー屋久島 ナイトロックス導入による事業基盤強化と地域貢献事業 通常

2577 R146100013 九州 鹿児島県 有限会社マツダ測量 7340002021318 奄美大島初レーザードローンによる３Ｄ測量ＤＸ生産プロセス改善 デジタル

2578 R146100015 九州 鹿児島県 有限会社中村酒造場 5340002013952 海外向け商品の量産化に向けた充填機等設備導入による生産性向上 通常

2579 R146100016 九州 鹿児島県 株式会社オリッジ 7340001012482 攪拌機及び粉末定量充填機によるパンケーキミックスの生産力向上 通常

2580 R146100017 九州 鹿児島県 有限会社宮原園 1340002024400 濃い茶を製造する三角ティーバッグ包装機の導入 通常

2581 R146100018 九州 鹿児島県 南商事株式会社 8340001011847 ＩＴ化と自社の強みを生かした製造業への参入で売上拡大 通常

2582 R146100019 九州 鹿児島県 キンコー醬油株式会社 9340001001269 新型充填機導入による醤油等の生産性・品質向上と販路拡大 通常

2583 R146100021 九州 鹿児島県 株式会社タバタ 6340001016971 ＣＮＣ形鋼切断用バンドソー導入で畜産資材の品質向上と量産体制構築 通常

2584 R146100027 九州 鹿児島県 株式会社西村浅盛商店 5340001012617 鰹節製造における生産力向上・競争力強化のための機械導入 通常

2585 R146100028 九州 鹿児島県 中村歯科補綴研究室
新ＣＡＤ／ＣＡＭ機器と匠の技で、地域歯科医療へ貢献するデジタル対応

歯科技工所の誕生
通常

2586 R146100030 九州 鹿児島県 土地家屋調査士法人和田事務所 7340005009203 レーザースキャナーを利用した革新的な測量プロセスの導入 デジタル

2587 R146100031 九州 鹿児島県 株式会社萬來 5340001015058 志布志が誇る「鹿児島豚角煮まんじゅう」生産拡大事業 回復型賃上げ・雇用拡大




