◎

平成２９年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」二次公募の採択結果等について

本事業については、平成３０年８月３日（金）から平成３０年９月１８日（火）（北海道厚真町、安平町、むかわ町は、１０月１日（月）まで延長）の期間
において公募を行いましたところ、全国で６，３５５者の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、長崎県地域事務局では以下のとおり４３者を採択することといたしました。

平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
長崎県採択案件一覧（43 者）

２次公募

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2942210217 長崎県

金子真珠養殖株式会社

8310001004507

レントゲン装置を使った真珠貝検査の自動化による生
産性向上

株式会社親和銀行

2 2942210218 長崎県

あつみ産業株式会社

5310001009590

当社の人気商品『天熟食パン』の増産体制整備と売上
拡大

平島学

3 2942210219 長崎県

有限会社一誠陶器

8310002012335

高精度な陶磁器生地製造部門新設による陶磁器製品の
多角化推進

長崎県商工会連合会

4 2942210220 長崎県

かわさき歯科医院

長崎市内初バリアフリートイレ配備の健常者・要介護
者・障害者受け入れ事業計画

株式会社十八銀行

5 2942210222 長崎県

福田酒造株式会社

6310001010449

洗米・製麹工程における酒質向上により、競争力強化
と拡大する海外市場の開拓

株式会社十八銀行

6 2942210223 長崎県

有限会社梅寿軒

8310002004299

カステラ製造に係る伝統技術の数値化と生産性向上に
よる商品不足解消

三谷利博

7 2942210225 長崎県

株式会社中嶋屋本店

4310001000336

更に美味しく身体にやさしい「ダシ」文化を提供し競
争力を強化する

有田俊郎

8 2942210227 長崎県

株式会社ウラノ

7030001060471

航空機エンジン部品加工の全工程をロボット化し、生
産拡大を図る

株式会社親和銀行

9 2942210229 長崎県

有限会社天神ボデー

1310002010790

最先端塗装ブース導入による生産性向上計画

税理士法人ウィズラン

10 2942210230 長崎県

長星開発株式会社

6310001001126

最新油圧ショベル・圧砕機導入による作業効率・生産
性向上

長崎商工会議所

11 2942210231 長崎県

月香園製茶株式会社

6310001003287

日本一の長崎県産そのぎ茶の贈答品増産に向けた生産
性向上事業

長崎商工会議所

12 2942210237 長崎県

カコイ食品株式会社

4310001000344

地元素材を活用した超プレミアム商品を旗艦展開し、
新規顧客開拓を行う

長崎県商工会連合会

13 2942210240 長崎県

有限会社天洋水産

3310002016621

最新魚体処理機導入による生産性向上と売上の拡大

長崎県商工会連合会

14 2942210244 長崎県

株式会社トーセン溶建

8310001013400

生産性向上を目指す専門性の高い自社工場の整備

松尾友平

15 2942210246 長崎県

株式会社藤田チェリー豆総本店

3310001009700

チェリー豆シリーズの国内・海外販路拡大のための生
産体制の充実

株式会社エイチ・エーエル

16 2942210247 長崎県

プレテック島原協同組合

5310005005264

サイディング加工機導入による工期の大幅短縮と販売
拡大

株式会社十八銀行

17 2942210248 長崎県

有限会社いくた

4310002009104

和菓子部門の生産体制強化と「いくたブランド」構築
による売上拡大

佐世保商工会議所

18 2942210249 長崎県

株式会社スマートデザイン

3310001012761

高精度３Ｄレーザースキャナー購入、利用による生産
性向上と新ビジネスの実現

佐世保商工会議所

19 2942210251 長崎県

梅ヶ枝酒造株式会社

9310001005165

新規スピリッツ免許取得に伴う新商品「ジン」の製造
設備導入で事業拡大と競争力を強化

株式会社商工組合中央金庫

20 2942210254 長崎県

合同会社ＩＳＯ飛鳥

3310003000467

国内外向け、ＩＳＯマネジメントシステムＷｅｂ運用
サービスの提供

長崎商工会議所

21 2942210256 長崎県

サンモーターサービス株式会社

1310001014958

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による市場リーチ
力の強化

長崎三菱信用組合

22 2942210257 長崎県

やまぐち歯科クリニック

設備投資による診療体制全体の精度向上と新サービス
の開始

株式会社十八銀行

23 2942210259 長崎県

有限会社新西海自動車学校

5310002014004

高機能ドライブシミュレータと指定外講習による生産
性向上計画

長崎県商工会連合会

24 2942210261 長崎県

玄海測量設計株式会社

9310001010850

測量作業における３Ｄスキャナ付トータルステーショ
ンの導入による測量精度と生産性の向上

米倉博彦

25 2942210262 長崎県

有限会社協立鉄工所

6310002001496

最先端設計環境構築による大型精密工作機械の機能レ
ベルアップ

長崎三菱信用組合

26 2942210264 長崎県

有限会社辻川水産

2310002019617

サーモン養殖の生産性向上及びブランドサーモンの加
工品製造による販路拡大

株式会社親和銀行

27 2942210265 長崎県

オオシマ農産株式会社

9310001007129

甘藷加工で最新の乾式自動皮むき機等を導入し、生産
性向上と売上拡大を図る。

長崎県商工会連合会

28 2942210266 長崎県

株式会社ビューホテル壱岐

1310001010148

インバウンド対応による新たなサービスの提供で集客
強化を図る

長崎県商工会連合会

29 2942210273 長崎県

株式会社マシナリーテック

6310002007469

量産品専用の生産ライン完結による物流関連機器メー
カーへの挑戦

長崎三菱信用組合

30 2942210275 長崎県

株式会社むらべ

5310001011662

伊万里信用金庫

31 2942210276 長崎県

有限会社ナカタ

3310002006548

宝の海の恵みを世界へ離島の水産資源と人のチカラを
つなぐ体制構築
県産魚の高付加価値商品の販路拡大に係る生産性の向
上

32 2942210278 長崎県

株式会社虎屋

4310001014823

乾麺用自動計量機等導入により生産性を向上させて売
上高増を実現

長崎県商工会連合会

33 2942210282 長崎県

株式会社平成機工

8310001003376

製造環境の高度化による新事業分野の拡大と成長

長崎三菱信用組合

34 2942210284 長崎県

有限会社吉本食品

1310002006021

経営歴６２年間の漬物製造技術活用型「甘酒」製造・
市場展開事業

徳山幸正

35 2942210285 長崎県

島原せんべい本舗

島原手焼煎餅の商圏拡大に伴う、製造プロセス改善及
び更なる生産性向上

長崎県商工会連合会

36 2942210287 長崎県

有限会社土井牧場ハム製造所

8310002017425

生肉の臭いを抑え賞味期限延長となる無添加ハムの開
発事業

株式会社親和銀行

37 2942210289 長崎県

株式会社サンフリード

6310001000697

最新の色・光選別機導入による、精米加工の高品質化
及び生産性向上

佐世保商工会議所

38 2942210295 長崎県

有限会社吉川土木コンサルタント

8310002005990

ＩＣＴの可視化解析技術導入による技術力向上及び品
質改善を目指す事業

株式会社長崎銀行

39 2942210296 長崎県

高橋歯科医院

地域の高齢者や障害者への高度な歯科診療の提供に向
けた歯科用ＣＴの導入

株式会社十八銀行

長崎県商工会連合会

40 2942210297 長崎県

流体テクノ株式会社

6310002012683

最適化手法を用いた船型開発の実現による設計生産性
の向上

税理士法人ウィズラン

41 2942210298 長崎県

株式会社ささや

6310001000672

先端機器導入による、生産能力向上、顧客ニーズ対応
及び市場開拓

株式会社十八銀行

42 2942210305 長崎県

洗濯工房

クリーニング業のＩＴ化、付加価値提案による顧客満
足度向上事業

長崎県商工会連合会

43 2942210307 長崎県

有限会社木村蒲鉾

深絞り真空機導入による生産力の大幅な向上と個食化
への対応

長崎商工会議所

4310002001424

【全国事務局】
全国中小企業団体中央会 事業推進本部 ものづくり補助金事業部
【長崎県地域事務局】
長崎県中小企業団体中央会

工業振興課

