
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 御菓子處双葉屋
老舗和菓子屋伝統の逸品を全国へ、生産性向上で
商圏拡大を図る

1,989,333 平成29年4月6日

2 株式会社勝手
生産性向上に加え「ヘリ無し畳、防炎畳の新規販路
拡大」の実現

4,945,332 平成29年4月7日

3 カコイ食品株式会社
食の安全性確保とコストの削減で大都市圏へ販路を
拡大

1,590,000 平成29年4月12日

4 ボディーショップ浜村
新鋭塗装ブース導入による生産性向上及び新規顧
客獲得

4,933,333 平成29年4月19日

5 有限会社心誠
高鮮度食材の保存システム導入で廃棄ロス削減と競
争力を強化する

2,692,000 平成29年4月19日

6
土地家屋調査士初瀬一
夫事務所

国土交通省が推進する「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」での３次
元測量・設計

5,000,000 平成29年4月19日

7 株式会社エムピーフーズ
愛野赤土馬鈴薯を自社販売し、規格外品を一次加工
する新規事業

19,712,000 平成29年4月19日

8 株式会社プロテック 水中構造物解体設備導入（ワイヤーソーマシン） 5,000,000 平成29年4月19日

9 旭栄産業株式会社
先進的、地盤改良機を導入し品質を上げ市場拡大す
る

30,000,000 平成29年4月19日

10 大成工業株式会社
ベンディングロール導入による大型曲げ加工品の自
社一貫製造計画

20,000,000 平成29年4月19日

11 株式会社ききつ青果
青果物の品質向上及び安定供給により自社ブランド
を強化し、売上拡大を図る

1,686,666 平成29年4月19日

12 大阪シンコー株式会社
裁断工程の革新による国内最高級シャツ並びに特殊
仕様制服等への展開

10,000,000 平成29年4月20日

13 なりすえ歯科医院
競争力強化に向けて新規診療を開始するための設
備導入

5,000,000 平成29年4月20日

14 長田食品
全国初、真鯛の未利用資源を原料とした「真鯛だし
パック」の商品化

5,000,000 平成29年4月20日

15 岩吉産機工業株式会社
ＡＩ機能付機械導入での精度向上及びＩｏＴによる原価
把握での受注拡大

30,000,000 平成29年4月26日

16
株式会社シンプロジェク
ト

大型特殊車両の誘導車専用の誘導・管理システム
の開発

6,595,666 平成29年4月26日

17 森永材木店
レーザー加工機導入による全工程内製化でイチョウ
木製品新事業展開

4,008,642 平成29年4月26日

18 株式会社平和鐵工所
鉄骨専用３次元ＣＡＤの導入により生産性向上と納
期短縮で競争力を強化

4,833,333 平成29年4月26日

19 西善製菓舗
最新設備導入で生産効率化を図り、増産及び売上拡
大を達成する

1,308,000 平成29年4月26日
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20 深堀米穀店
県産玄米を使った食味が良く保存期間が長い新商品
開発のための設備導入計画

2,766,600 平成29年4月26日

21 有限会社立山印刷
顧客が求める価値に応える多様化したパッケージの
デザイン並びに制作業務

5,000,000 平成29年4月26日

22 本田商會株式会社
ＩｏＴとパワードスーツを用いて安全かつ生産性を向上
し競争力を強化する

25,333,333 平成29年4月26日

23 中山工業
最新型シャーリングの導入により、納期短縮化と生
産性を向上し競争力を強化する

5,000,000 平成29年4月26日

24 白山陶器株式会社
陶磁器用生地の効率的な生産システム構築による
売上・利益拡大

10,000,000 平成29年4月26日

25
株式会社ナカムラ消防化
学

ホース多積載型消防ポンプ車の開発と消防車の塗
装工程の改善による他社との差別化

8,162,000 平成29年4月27日

26
有限会社法本胡麻豆腐
店

胡麻豆腐の製造工程効率化と海外販路拡大 30,000,000 平成29年4月27日

27 出口工業株式会社
新世代設備導入による段取り時間の縮減と無人化で
大幅な生産性の向上を図る

10,000,000 平成29年4月27日

28 株式会社本田海産
養殖ワカメ水揚げ後、短時間で冷凍処理を行い、品
質の保全と生産性の向上を行う

9,916,666 平成29年4月27日

29 志げる製菓舗
生産力増強のための設備導入策と地域資源を活か
した新商品開発

4,800,000 平成29年4月27日

30 有限会社小林総合物産
精米作業の効率化と「平戸産棚田米」の量産・ブラン
ド化計画

5,420,400 平成29年5月1日

31 株式会社岩佐鉄工
溶接ロボット導入による生産性向上・納期短縮体制
の確立

10,000,000 平成29年5月2日

32 滲透工業株式会社
次世代自動車向け過給機部品の高耐熱化実現によ
る生産拡大計画

9,126,200 平成29年5月2日

33 合資会社吉田屋
女性向けフルーティな香りの「花酵母」の生産能力を
向上し競争力を強化する

5,000,000 平成29年5月2日

34 有限会社尾崎輸送部
二層式荷台の導入で生産性を向上し競争力を強化
する

6,989,333 平成29年5月2日

35 キタ忍歯科医院
車椅子の患者・障がい者が介護サポートなしに受診
できるバリアフリー高度歯科治療の実現

10,000,000 平成29年5月2日

36 平野青果株式会社
ニーズを捉えた人参の品質向上を図り商圏の拡大を
目指す取組み

18,806,666 平成29年5月2日

37 株式会社エムケーシー
超高精度・微細加工技術獲得による価値源泉の確
立

10,000,000 平成29年5月2日

38 丸髙商事株式会社
レジ改善と会員データ活用による、お客様／社員双
方の満足度向上の実現

10,000,000 平成29年5月2日

39 澤本歯科医院
マイクロスコープと画像管理システムを用いた革新的
歯科治療（安心と見える化の提供）

6,759,366 平成29年5月2日

40 中野鉄構株式会社 ＩｏＴ・ロボット活用による２４時間生産システムの構築 30,000,000 平成29年5月2日
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41 飯田青果有限会社
農作業請け負いサービスと品質向上に寄与する移動
式野菜乾燥室の導入

3,761,333 平成29年5月2日

42 とら屋クリーニング店
外交サービスにタブレットを活用、生産性の高い新
サービスの確立

3,152,466 平成29年5月2日

43
有限会社原田パイプ工
作所

３Ｄ計測機の導入により配管製作への付加価値を提
供し同業他社との差別化を図る

4,733,330 平成29年5月2日

44 有限会社奥田工業所
高精度曲げ加工技術獲得による新たな中核事業の
確立

20,000,000 平成29年5月2日

45
株式会社アーカイブワー
クス

３Ｄ形状測定機の導入によるタービン形状検査工程
のＱＣＤ向上

5,392,600 平成29年5月2日

46
佐世保コーヒーステー
ション牛島有限会社

新焙煎機による顧客の細やかな焙煎ニーズへの対
応強化

10,000,000 平成29年5月2日

47 川添酢造有限会社
甘酒製造の生産性向上と開封後の保存性改善及び
新甘酒製品の開発

3,813,333 平成29年5月2日

48 九州電通株式会社
ＩｏＴデバイスの高速通信に対応する高周波高精度小
型水晶発振器の開発

5,000,000 平成29年5月9日

49 株式会社日本ベネックス
密閉式塗装ブースの導入による品質向上及び生産
性向上の実現

10,000,000 平成29年5月9日

50 株式会社渡辺造船所
船舶設計内製化用設計ソフト及び他金属接合用溶
接機・切断機の導入

7,133,333 平成29年5月9日

51 重家酒造株式会社
新型で大型の蒸留機導入による作業時間の短縮と
焼酎資質の向上計画

10,000,000 平成29年5月9日

52 株式会社マルナン
レタスの鮮度維持を可能にする真空冷却装置の導入
で販路拡大を狙う

20,000,000 平成29年5月9日

53 田中工機株式会社
全自動ブレーキプレス機導入による小規模農家向け
少量収穫機の実現

30,000,000 平成29年5月9日

54 株式会社亀山電機
ビッグデータ・ＡＩの活用によって事業売上を３倍まで
向上させる設計プロセスの革新的改善

2,353,529 平成29年5月9日

55 株式会社やがため
最新設備（ＲＯ膜、遠心分離機）導入による製塩事業
の生産性向上と売上拡大

4,106,000 平成29年5月9日

56 株式会社ヤマコウ
急速冷凍機及び真空レトルト釜導入による温泉蒸し
料理の商品化と販路拡大事業

9,332,092 平成29年5月9日

57
株式会社エミネントスラッ
クス

管理システムの導入で情報の視える化と社内共有を
図り競争力を強化する

9,668,666 平成29年5月9日

58 梅ヶ枝酒造株式会社
甘酒の「量・質・生産性」を向上させる設備導入で事
業拡大と競争力を強化する

10,000,000 平成29年5月9日

59 久保工業株式会社
強みの強化とＩｏＴ／ＡＩ活用による持続的競争優位の
獲得

30,000,000 平成29年5月9日

60
有限会社スポーツタチカ
ワ

自社オリジナルマーキングの活用による短納期の実
現と売上高向上

1,848,666 平成29年5月10日

61 株式会社ウラノ
航空機部品の検査にロボットを導入し自動化する事
で競争力を強化する

30,000,000 平成29年5月10日
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62
株式会社ａｒａｎビュー
ティー

他社との差別化のための自社仕様最新式業務用脱
毛機の導入

2,333,333 平成29年5月10日

63 カネイヨシウラ株式会社
新乾燥システムの導入による煮干イリコの品質及び
生産性の向上

19,273,270 平成29年5月10日

64 壱岐牧場 壱岐牛加工所の増改築による機械整備 5,000,000 平成29年5月10日

65 三益製薬株式会社
究極の生薬「サフラン」の力をフルに引き出す健康増
進商品開発事業

1,780,000 平成29年5月10日

66
株式会社千鶏カステラ本
舗

カステラの３Ｄ急速冷凍機の導入による新たな消費
地の開拓

6,506,666 平成29年5月10日

67
株式会社中野エンジニア
リング

船舶用大口径プレハブ配管加工への特化・効率化に
よる売上増

10,000,000 平成29年5月10日

68 株式会社西日本工業
最新円筒曲げ機（高精度ベンディングロール）の導入
による新分野進出

10,000,000 平成29年5月10日

69 イサハヤ電子株式会社
高周波・高圧絶縁対応電源による新規パワーデバイ
ス市場参入

8,484,586 平成29年5月10日

70 木田看板塗装店
デザイン力を活かし未開市場を開拓するため地域初
の「レーザー加工機」を導入

1,583,999 平成29年5月10日

71 壱岐の蔵酒造株式会社
桜チップで燻蒸したスモーキーフレーバーの新焼酎
の商品開発

7,236,855 平成29年5月10日

72
株式会社ユニバーサル
ワーカーズ

日本初ＭＲグラスを活用した疑似体験コンテンツによ
る売上拡大

12,205,000 平成29年5月10日

73 株式会社松永鋳造所
トータル鋳造条件制御により他社を凌駕する軸受製
品の開発で売上拡大

9,999,700 平成29年5月10日

74 有限会社タテイシ
椿オイル生産効率化によるＯＥＭ受注体制の確立と
競争力強化

2,918,000 平成29年5月10日

75 株式会社ケンコーホーム
業務統合システムとＶＲ体感システムを活用した施工
能力向上と新規顧客拡大

9,139,058 平成29年5月10日
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