
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 ともえ精工株式会社
次世代大型旋盤機導入と当社独自の技術の融合に
よる生産性向上

30,000,000 平成28年6月15日

2 崎永海運株式会社
高糖度トマトの収量増を目的とする新しい生産プロセ
スの導入による売上拡大

10,000,000 平成28年6月20日

3 島原せんべい本舗
新型煎餅焼成機導入で生産量拡大、商品不足解
消、売上拡大を目指す。

4,733,333 平成28年6月20日

4 新電業株式会社
『陸用プラント大型製品』の製作プロセス強化による
市場拡大

18,866,000 平成28年6月20日

5 有限会社福冨管工
空調設備配管へのフレア継手工法導入による売上
拡大と競争力強化

10,000,000 平成28年6月20日

6 株式会社永泉
最新小型ベーパーライザー及び配管の導入により経
費削減と歩留まり向上

1,666,666 平成28年6月23日

7 株式会社タカギ建設鋼業
パイプ構造物の材料加工の高効率化を図り競争力
強化と地域発展に貢献する。

27,933,333 平成28年6月23日

8 株式会社こじま
設備導入でつなぎ不使用の高付加価値「１００％米
粉麺」を製造

6,992,000 平成28年6月23日

9 株式会社町田工業
新型鉄筋自動曲装置導入による建築用鉄筋加工の
高度化及び生産性向上

8,043,000 平成28年6月23日

10 服部産業株式会社
「レーザー・パンチ複合加工機」導入による技術革新
と受注拡大

30,000,000 平成28年6月23日

11 有限会社小林製茶
全自動包装機器導入を通じた生産性向上と高品質
商品の安定提供の確立

4,400,000 平成28年6月23日

12 有限会社長田商店
「壱岐産海産物」旬の味をそのままに通年販売。商
品不足解消で収益拡大。

2,819,458 平成28年6月23日

13 株式会社時津鉄工所
曲げ加工技術の進化と大型構造物製作プロセス強
化による新たな価値の提供

19,940,000 平成28年6月23日

14 有限会社協立鉄工所
高効率陸用プラント用タービン各種大型部品の複合
加工プロセスの高度化による受注拡大

30,000,000 平成28年6月23日

15 株式会社玄海モータース
お客様の休車率を低減させるために２柱式リフト導入
で短納期を実現

6,166,666 平成28年6月23日

16
八重島窯業原料株式会
社

蛍光Ｘ線分析装置の導入による生産の効率化及び
硝子向け原材料としての新規参入

9,200,000 平成28年6月23日

17 有限会社東亜工作所
ＩＯＴ活用自動無人加工システム構築のため最新式
立型旋盤の導入

30,000,000 平成28年6月23日

18 協和特殊株式会社
契約農家が作った作物をロスを出さずに１００％商品
化するための事業

2,059,090 平成28年6月24日

19 聖栄陶器有限会社
新規成形機導入による高精度かつ肉薄陶磁器生地
の低コスト量産で売上の拡大

7,870,666 平成28年6月24日
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20 株式会社清和
生鮮スーパーによる独居老人向け高付加価値宅配
サービスの展開

4,011,999 平成28年6月24日

21 カワサキ製作所
ＮＣフライス盤導入による加工工程改善と新たな市場
開拓

10,000,000 平成28年6月27日

22 村上矯正歯科
歯科用３Ｄスキャナー導入によるマウスピース矯正治
療サービスの向上

3,533,333 平成28年6月27日

23 緒方機工
高精度ＣＮＣ旋盤の導入による技術高度化・短納期
化・量産体制確立

8,866,666 平成28年6月27日

24 司製作所
海外タイヤ工場向け装置部品製造の生産性向上に
よる世代交代計画

10,000,000 平成28年6月27日

25 三興建設株式会社
狭幅道路における迅速な管路維持管理サービス提
供の開発

5,000,000 平成28年6月27日

26 有限会社泉川総業
ＮＣ工作機械導入による作業効率の向上と顧客満足
度の向上

8,166,600 平成28年6月27日

27 有限会社アクティヴ
産業廃棄物の再資源化事業でＣＯ２削減に寄与し競
争力を強化する

16,666,000 平成28年6月27日

28 有限会社野瀬建設
五島椿油の生産力強化による島内産業の 活性化事
業

5,000,000 平成28年6月27日

29
有限会社観光ビルはた
なか

自動包餡機の導入による生産性の向上と、品質の安
定を図り、競争力を強化する

3,533,000 平成28年6月27日

30 総和工業株式会社
当社特許技術を用いた小型農業生産器具を量産化
する為の最新鋭ロボットアーム付きベンダー機の導
入

30,000,000 平成28年6月28日

31 株式会社平和鐵工所
Ｈ形鋼の一次加工内製化による精度向上と納期短
縮

6,533,333 平成28年6月28日

32 有限会社五輪工業所
最新型シャーリングマシーン導入により品質の向上と
生産性を上げる事業

5,000,000 平成28年6月28日

33 ミナミ化工産業株式会社
大型チタン合金製品に鏡面性を付与する化学研磨手
法の開発

18,160,000 平成28年6月28日

34 信和技研株式会社
ワイヤー放電加工機による生産プロセスの改善と装
置の開発

10,000,000 平成28年6月28日

35 株式会社亀山電機
図面の３次元可視化と３次元造形モデルを活用した
設計／製造プロセスの改革

8,343,833 平成28年6月28日

36 中野鉄構株式会社
高精度精密機械加工技術の獲得による一貫生産体
制の構築

30,000,000 平成28年6月28日

37 有限会社武田鉄骨
柱製作工程の自動化で生産工数削減・短納期を実
現し、競争力を強化する

27,500,000 平成28年6月28日

38 大阪シンコー株式会社
高付加価値ドレスシャツ増産による売上増の為の製
造工程改革事業

8,678,666 平成28年6月28日

39 青心工測株式会社
建設現場のニーズに応えた３Ｄ測量設計モデルの開
発事業

10,000,000 平成28年6月29日

40 有限会社吉原工業所
三次元測定機による測定データのデジタル化 とＣＡ
Ｄ，ＣＡＭ連動のものづくり構築

9,900,000 平成28年6月29日
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41 藤田克弥製麺
除湿及び空調設備の導入による品質の向上と均一
化を図り売上拡大を目指す。

1,293,300 平成28年6月29日

42 有限会社三恵工業
タンカー新造船ラッシュに向けた最新式形鋼穴あけ
切断機による生産力向上事業

10,000,000 平成28年6月29日

43 株式会社大東製作所
小型管製品や製缶品のための量産プロセスの改善
による生産性の向上

30,000,000 平成28年6月29日

44 粋工舎 新築住宅販売プロセスの一元化による競争力強化 3,884,000 平成28年6月29日

45 有限会社池田鉄工所
「超小型‐高精度‐量産品」の生産プロセス合理化に
よる市場拡大

5,000,000 平成28年6月29日

46 有限会社フェミニン
高級婦人服の短納期、高品質、高効率生産技術を
確立する事業

3,040,000 平成28年6月29日

47 花工房るふらん
業務用装飾花の鮮度保持と生産性向上による売上
拡大事業

4,011,358 平成28年6月29日

48 近江鍛工株式会社
ロボット導入により、製造ラインの省力化を図り世界
企業との国際競争力を獲得する。

10,000,000 平成28年6月29日

49 上翔建設有限会社
島内初！最新設備の導入で施設内の衛生管理を強
力に支援する事業

10,000,000 平成28年6月29日

50
有限会社プラスファン
デーション

精密縫製技術を活用し最高級車向け内装製品への
取り組みで売上拡大

2,600,000 平成28年7月4日

51 溝田精肉店
南島原の精肉店が全国市場向け「ひと手間」新商品
開発で売上拡大

7,851,520 平成28年7月4日

52 湯川王冠株式会社
３次元レーザ加工機に依る半導体製造装置向け部
品の開発

30,000,000 平成28年7月4日

53 有限会社手のべ陣川
冷風除湿乾燥機の導入による、生産性向上と売上拡
大

4,929,906 平成28年7月4日

54 須崎屋
五三焼カステラの品質の安定化と生産性の向上によ
る生産量の拡大

5,000,000 平成28年7月4日

55 株式会社新田鉄工所
最新鋭設備の導入により加工精度・生産能率を高
め、高度精密加工分野の受注拡大を図る。

30,000,000 平成28年7月4日

56 有限会社吉本食品
漬物製造「調味料液充填」工程の機械化によ る商品
の安全衛生水準と生産性の向上

1,652,980 平成28年7月4日

57 九州毛織株式会社
多機能自動ワインダー導入による品質向上と多種原
糸使用時の高効率化

30,000,000 平成28年7月4日

58 有限会社ＳＳＣ
海外販売を目指す新しい化粧品の開発と商圏拡大
の為のＷＥＢ構築

5,000,000 平成28年7月4日

59 有限会社奥田工業所
最新鋭レーザー切断機導入による船舶関連製品の
品質及び生産性向上

30,000,000 平成28年7月4日

60
株式会社カイタックファミ
リー

長崎ブランド「高機能新素材の快眠パジャマ」を開発
し売上拡大

8,441,333 平成28年7月4日

61 株式会社坂元木工工藝
ルーター軸付高速ボーリングマシンとＣＡＭソフトの
連動による自動化生産体制構築による製品の高品
質かつ短納期化事業

8,466,666 平成28年7月4日
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62 株式会社桑宮製作所
高効率且つ高精度な少量生産技術の獲得による「新
たな生産プロセスの構築」

6,786,000 平成28年7月4日

63 山翔
下降線をたどる島原手延べ製麺業界で、生き残るた
めの新しい麺開発

4,592,000 平成28年7月4日

64
株式会社大東エンジニア
リング

航空機用移動式冷暖房装置の冷暖房性能の計測技
術と信頼性の向上

4,262,769 平成28年7月4日

65
株式会社白十字パー
ラー

ロス削減に寄与する新機種の導入による新商品開
発・販売力強化・利益率向上と市場拡大

7,673,000 平成28年7月4日

66 株式会社マツモト
惣菜等の仕入・加工の効率化とレジでの提案システ
ムの構築事業

10,000,000 平成28年7月4日

67 株式会社九大印刷 ＵＶ印刷機導入による特殊印刷分野の強化 5,000,000 平成28年7月4日

68 梅ヶ枝酒造株式会社
リキュール専用の四季製造設備の完備による酒質の
向上と、多様化する受注に応じる環境整備

5,000,000 平成28年7月4日

69 くるりのパン
新鋭オーブン導入による、いつも“焼きたてパン”の
香りがする店舗への変革

1,856,000 平成28年7月4日

70 株式会社加藤総建
３Ｄ計測機器を活用した高効率な法面掘削管理によ
る生産性の向上、及び販路拡大

3,300,000 平成28年7月4日

71 株式会社公精プラント
ＩｏＴ対応の工作機械導入により生産性向上と新分野
進出を図る事業

26,266,600 平成28年7月4日

72 有限会社向江建工
鉄骨の生産力の強化と品質向上のための最新型ブ
ラスト機の導入

10,000,000 平成28年7月4日

73
株式会社パップ．ジャパ
ン

個人に応じた栄養価データを積算し自己管理できる
アプリの開発

4,985,678 平成28年7月4日

74 株式会社ウラノ
ＩｏＴ活用でデータに基づく加工技術と生産性向上によ
る競争力の強化

30,000,000 平成28年7月4日

75
株式会社アグリファーム
壱岐

未利用資源により、新商品を開発し、経営の多角化
及び雇用の安定化を図る。

2,977,189 平成28年7月4日

76 鷹島物産株式会社
元寇の島「鷹島」における地域水産資源のブランド化
のための鮮度を重視した食材提供事業

3,437,000 平成28年7月4日

77 有限会社松永水産
日本初低コスト流水かけ流し保温型の陸上養鰻シス
テム開発事業

10,000,000 平成28年7月5日

78 田中工機株式会社
大規模農家向け中型乗用自走式農業機械の製造と
販売

30,000,000 平成28年7月5日

79
株式会社二枚貝養殖研
究所

希少価値が高いアワビ・ブリスター真珠の陸上養殖
システムの開発で売上拡大

9,386,000 平成28年7月5日

80 長田食品
地域資源を活用した世界的にも珍しい「魚で造る味
噌」の製造販売

4,993,333 平成28年7月5日

81
株式会社長崎オフィスセ
ンター

離島地域などにおけるオンラインカウンセリングシス
テムの構築により過疎化の緩和及び地域の活性化

1,875,000 平成28年7月5日

82 有限会社宇宙模型
ＮＣ工作機械への同時５軸制御可能なＣＡＭ導入に
よる複雑形状樹脂型の試作開発

6,237,666 平成28年7月5日

4／5



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

83 三藤産業株式会社
「煮干しいりこ」の微粉末化シリーズ製品開発による
新市場の創出と販路開拓

1,100,600 平成28年7月5日

84
株式会社テイストサプラ
イ社

特殊真空パックと瞬間冷凍技術を活用した電子レン
ジの料理提供事業

2,940,000 平成28年7月11日

85 株式会社猿川伊豆酒造
多様化した顧客ニーズを実現する長崎壱岐焼酎の
生産性向上による競争力の強化

8,631,093 平成28年7月14日
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