
（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 3042110001 長崎県 有限会社東亜工作所 7310002007781 航空機ジェットエンジン部品市場の受注シェア拡大 長崎三菱信用組合

2 3042110005 長崎県 カジワラ自動車
車輌軸重無制限検査体制確立による新規顧客獲得、顧客
満足度向上

長崎県商工会連合会

3 3042110009 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708
大型製缶分野の一貫生産体制確立によるグローバル競争
への対応

長崎三菱信用組合

4 3042110011 長崎県 内田蒲鉾店
現代消費者ニーズ適合型「ヘルシー蒲鉾コロッケ」市場展開
販売事業

長崎県商工会連合会

5 3042110013 長崎県 大平食品株式会社 2310001009750
最新異物検査・滅菌装置の導入による業務用「長崎産辛子
高菜」の開発・販路拡大

長崎県商工会連合会

6 3042110014 長崎県 土地家屋調査士横田耕詞事務所
最新型ドローンを活用した測量業務効率化による生産性向
上と業務拡大

長崎県商工会連合会

7 3042110002 長崎県 太洋食品株式会社 3310001009667
長崎初、県産天然ブリを利用した缶詰保存食、常温流通食
品の開発事業計画

小林紀

8 3042110003 長崎県 高橋友商製麺 後継者のＩＴ知識活用による経営近代化推進事業 長崎県商工会連合会

9 3042110004 長崎県 有明まんじゅう
後継者の焼菓子技術活用による世界遺産関連新商品開発
事業

長崎県商工会連合会

10 3042110006 長崎県 株式会社有馬 1310001009792
ＩＣＴ技術搭載３ｔブルドーザ導入による圃場整備事業の生産
性向上

長崎県商工会連合会

11 3042110007 長崎県 島原手延素麺協同組合 4310005005273
蕎麦アレルギー対策完備施設による蕎麦加工内製化、収益
拡大事業

長崎県商工会連合会

12 3042110010 長崎県 株式会社みなみしまばら 8310001015347
塩蔵ワカメ生産体制強化による販売機会創出・収益改善事
業

長崎県商工会連合会

13 3042110016 長崎県 株式会社峯陽 4310001008148
舶用部品の商圏拡大に向けた切断ロボット導入による生産
性向上

手塚智三郎

14 3042120017 長崎県 関戸麹屋 商品多用性向上による販路開拓 税理士法人ウィズラン

15 3042120018 長崎県 株式会社嶋田技建 3310001014031 測量技術を３次元化し、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進を図る 税理士法人ウィズラン

16 3042120022 長崎県 平野青果株式会社 7310001013293
出荷人参の保湿効果と情報の見える化を同時達成する仕
組の構築

本田剛士

17 3042120024 長崎県 有限会社吉田米穀 6310002013260 生産工程の改善による長崎県産タケノコ水煮の製品化 株式会社商工組合中央金庫

18 3042120025 長崎県 有限会社川浪自動車 4310002009616 最先端整備機器の導入による新型車両への対応力強化 税理士法人ウィズラン

19 3042120026 長崎県 有限会社ふくみ屋 2310002008297
最新設備の機械化による冷凍惣菜製品を高品質化、生産
能力向上の実現

長崎県商工会連合会

20 3042120027 長崎県 有限会社海産物のわたなべ 2310002019641
検査工程の自動化による生産性向上と品質向上による競争
力強化

長崎県商工会連合会

21 3042120028 長崎県 協和機電工業株式会社 7310001000473
電動機試運転電源用大型発電機導入による大型電動機整
備の受注拡大

長崎県商工会連合会

22 3042120029 長崎県 三興特機株式会社 5310001014772
狭所での切断工事における新規工法の取得を目指す設備
投資

西海みずき信用組合

23 3042120030 長崎県 有限会社ナカタ 3310002006548
製造ラインの構築による県産魚を使用したワンフローズン商
品の３００％の生産性向上

長崎県商工会連合会

24 3042120034 長崎県 株式会社喜代屋 9310001011320
味噌醤油工場の設備近代化による労働環境改善と新分野
進出

長崎県商工会連合会

25 3042120035 長崎県 小麦工房ブール
フレンチシェフの高度な専門性活用型『高級食パン』市場展
開事業

長崎県商工会連合会

26 3042120036 長崎県 株式会社大東エンジニアリング 4310001003330
航空機用冷暖房装置の定温湿度条件を確保する性能試験
品質の向上

長崎県商工会連合会

27 3042120040 長崎県 聖栄陶器有限会社 2310002012225
多孔質セラミックス素材の生産性向上による半導体・液晶製
造装置事業への参入

長崎県商工会連合会

28 3042120041 長崎県 合名会社才津印刷所 2310003002340
最新ＣＴＰシステム導入による五島列島印刷物の内製化推
進事業

徳山幸正

29 3042120042 長崎県 株式会社清水雲仙 2310001010320
全国区へと成長した自社ブランド商品量産化と新商品開発
体制の構築

税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

30 3042120043 長崎県 株式会社シーガルイン 9310002018843
駆除対象の未利用資源を活用した画期的な製品の地域外
販売拡大に向けた取り組み

長崎県商工会連合会

31 3042120045 長崎県 森製麺所
手延素麺製造「板切工程」機械化による早朝作業者の労働
環境改善事業

長崎県商工会連合会

32 3042120046 長崎県 株式会社鶏の白石 9310001010000
島原名物「白石の唐揚げ」をご家庭にお届けする宅配事業
の新展開

長崎県商工会連合会

33 3042120048 長崎県 草野歯科医院
訪問診療を中心とした高齢者のお口の中のケアをより確実
なものにする為の取組

長崎県商工会連合会

34 3042120050 長崎県 第一商事株式会社 2310001009767
手延素麺製造の乾燥工程への除湿機導入による生産性向
上

長崎県商工会連合会

35 3042120055 長崎県 はやした歯科医院 マイクロスコープ導入による精密で繊細な治療精度の向上 諫早商工会議所

36 3042120056 長崎県 有限会社シロタニ木工 9310002016558
デジタル自動カンナ機の導入による生産性アップ＆魅力アッ
プ＆売上アップ

長崎県商工会連合会

37 3042120057 長崎県 合資会社山中商店 8310003001717
長崎県産材料を用いた醤油製造の為のＦＲＰ製・半地下発
酵槽設置

長崎県商工会連合会

38 3042120059 長崎県 株式会社シロタニ 5310001015432
くり抜き工程へのＮＣルーター導入によるオーダー家具市場
開拓事業

長崎県商工会連合会

39 3042120063 長崎県 有限会社法本胡麻豆腐店 5310002011521 製造作業の標準化と出荷・検品作業のＩＴ化 税理士法人ウィズラン

40 3042120065 長崎県 株式会社南原 5310001008997
九州一早い道路工事環境を劇的に向上する粉塵対策の為
の設備投資

株式会社十八銀行

41 3042120067 長崎県 みぞぐち畳インテリア
畳製造自動化によるＩＴ製作工場稼働で人材不足対策事業
計画

株式会社十八銀行

42 3042120068 長崎県 合同会社ＩＳＯ飛鳥 3310003000467 ＩＳＯ認証管理業務のデータベース化による労働生産性向上 長崎商工会議所

43 3042120070 長崎県 株式会社小山商店 9310001000612
高性能精米機・研米機導入による精米精度の向上及び高品
質化と生産性向上

株式会社栗林経営

44 3042120071 長崎県 有限会社プラス銘板工業 1310002004883
最新ＵＶプリンター導入による多品種少量生産体制の構築
及び競争優位性の確立

長崎商工会議所

45 3042120072 長崎県 株式会社シンコー 4310001006770
艦船メンテナンス工事に特化、塗装と溶接を一貫して行い品
質と生産性を向上

税理士法人ウィズラン

46 3042120075 長崎県 有限会社県央リサイクル開発 9310002017192
焼却灰等の資源としてのリサイクル促進と道路路盤材として
の活用

西岡隆

47 3042120078 長崎県 有限会社土井牧場ハム製造所 8310002017425 手作り農商工連携商品の生産効率化と付加価値向上事業 株式会社親和銀行

48 3042120080 長崎県 株式会社ナカムラ消防化学 6310001008856 高重心消防ポンプ自動車の製造 園田辰義

49 3042120083 長崎県 株式会社康真堂印刷 1310002017209
プロ向け市場を切り開く！高精細ＣＴＰを活用した高品質印
刷の商圏拡大事業

北野孝志

平成３０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　１次公募

長崎県採択案件一覧（89者）



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

50 3042120084 長崎県 株式会社ハスポ 6310001007387
オンデマンドマーキングシステムによる店舗での即日マーク
加工サービスの提供

株式会社商工組合中央金庫

51 3042120085 長崎県 有限会社藤井からすみ店 9310002004752
秘伝製法からすみの製造工程改善で商品不足解消・開発体
制の構築

長崎商工会議所

52 3042120086 長崎県 長田食品 長崎県産『鯛の鱗』を活用した高付加価値商品の試作開発 吉永正範

53 3042120087 長崎県 バイオファーム株式会社 9310001007797 冷凍いちごや加工品の新商品化による売上拡大 長崎県商工会連合会

54 3042120092 長崎県 有限会社島原創互物産 3310002018262
消費者の健康志向を捉えたそうめん等の製造における安全
性・生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

55 3042120098 長崎県 株式会社ＰＡＬ構造 1310001001790
構造物の設計、点検、補強に係る一貫サービスの提供によ
る業務拡大

公益財団法人長崎県産業振興財団

56 3042120100 長崎県 平戸瀬戸市場協同組合 5310005007558 超低温凍結庫導入による平戸産魚の販路拡大 長崎県商工会連合会

57 3042120101 長崎県 ベッカライメリメロ 地元素材の特性を引き出す独自製法による新商品の開発 長崎県商工会連合会

58 3042120102 長崎県 有限会社青田鉄工所 5310002014846
完全オーダーメイド受注の食品用ロボットアームの開発、製
造工程の生産性向上

税理士法人中央総合会計事務所

59 3042120103 長崎県 有限会社吉川食品 6310002007997 国産大豆１００％の高濃度新製品とうふ製造の生産性向上 税理士法人中央総合会計事務所

60 3042120104 長崎県 平木工業株式会社 5310001001829 表面処理工程の刷新による生産性向上と販路拡大 大串智之

61 3042120105 長崎県 株式会社愛鶏園 9310001010074
長崎県内唯一のシュリンクパック鶏卵業者としての機能強化
事業

長崎県商工会連合会

62 3042120106 長崎県 有限会社梅寿軒 8310002004299
カステラを利用した新商品開発と生産力増強による全国展
開

三谷利博

63 3042120109 長崎県 お菓子のいわした
生菓子の販売力強化とロス率の削減による付加価値向上
事業

長崎県商工会連合会

64 3042120113 長崎県 株式会社長崎測量設計 1310001001361
設備導入で生産性向上、コスト削減、事故の防止を図る事
業

たちばな信用金庫

65 3042120119 長崎県 有限会社井上ドライクリーニング工場 8310002000496
「洗濯のプロ」としてリネンサプライ業と連携し新規顧客拡大
を図る

長崎県商工会連合会

66 3042120124 長崎県 オオシマ農産株式会社 9310001007129
冷凍野菜の「カット～個包装」迄、一貫機械化を行ない収益
拡大を図る

長崎県商工会連合会

67 3042120125 長崎県 有限会社デンタルワークスシステム・Ｕ 9310002008869
次世代歯科技工受注・生産体制整備でデジタル印象対応
サービス開発

永田吉朗

68 3042120134 長崎県 有限会社塚ちゃん雲仙たまご村 3310002018015
業務用冷蔵、冷凍設備を導入し廃鶏肉の加工及び販売の
拡大と収益性の向上

敷島公章

69 3042120138 長崎県 株式会社メディプラス 9290001074931
調剤薬局における対物業務の機械化と対人業務サービス
の充実

長崎県商工会連合会

70 3042120139 長崎県 有限会社長崎井上 9310002008191
電気フライヤー導入による「フリーフロム食品」の量産化と新
規市場への進出。

株式会社十八銀行

71 3042120140 長崎県 佐世保通運株式会社 2310001005411 新型インタンク導入による輸送コストの削減 税理士法人ウィズラン

72 3042120142 長崎県 有限会社タイヤショップヒデ 7310002014027 出張タイヤ交換サービスの強化による生産性向上事業 長崎県商工会連合会

73 3042120144 長崎県 有限会社萬順製菓 9310002005131 革新的な「月餅」の生産性向上と販路拡大の為の設備投資 長崎商工会議所

74 3042120146 長崎県 有限会社康創窯 7310002012377
海外展開に向けた高精度な磁器ワイングラスの安定生産技
術の確立事業

長崎県商工会連合会

75 3042120150 長崎県 有限会社松尾溶断所 5310002005168
ファイバーレーザー切断機導入による金属切板加工の受注
拡大と生産性向上

株式会社親和銀行

76 3042120151 長崎県 株式会社白雪食品 2310001000874
新型フライヤー機導入による高品質製造ライン確保と生産
性の向上

諫早商工会議所

77 3042120155 長崎県 坂本工業株式会社 9310001000653
レーザースキャナーを用いた設計システムの構築による生
産性の向上

西田努

78 3042120156 長崎県 株式会社カイテック 8310001004820
船舶用・省力油圧ウインチの一貫生産体制確立による市場
拡大

長崎三菱信用組合

79 3042120159 長崎県 株式会社インテックス 2310001000156
ＭＩＣＥに特化した通販サイトと品質向上で新規顧客獲得と
商圏拡大

株式会社十八銀行

80 3042120161 長崎県 合資会社長崎開発 1310003001707 新サービスの実施及び温泉熱を活用した業務効率化 長崎県商工会連合会

81 3042120165 長崎県 有限会社関西工業所 2310002001129
ものづくりの研究・開発に対し、高水準で安定した製品の供
給を行う。

公益財団法人長崎県産業振興財団

82 3042120166 長崎県 株式会社ＯＬＩＶＥ 5310001014310 花束加工作業の機械化による生産性向上の取り組み 長崎県商工会連合会

83 3042120171 長崎県 株式会社富建 5310001008964
全国初の住宅建築効率化のクラウドネットワークシステム事
業

株式会社商工組合中央金庫

84 3042120174 長崎県 株式会社大地のいのち 4310001007158
２次加工食品メーカーに向けた野菜ペースト１次加工品の量
産

長崎県商工会連合会

85 3042120175 長崎県 佐藤物産
“ここにしかない”地域の食材を粉末加工　一貫製造する生
産体制構築

伊万里信用金庫

86 3042120176 長崎県 結デザイン有限会社 2290002031194
地方とふるさと納税寄附者を繋ぐサービス提供への挑戦
－世界最速封入封かん機の導入－

株式会社十八銀行

87 3042120179 長崎県 有限会社木村蒲鉾 4310002001424
地元素材を使用した新長崎名物の生産体制確立および労
働生産性の向上

長崎商工会議所

88 3042120180 長崎県 株式会社藤沢精工 8310001007113
量産化に向けた最新型設備を導入し無人運転対応を可能と
する

公益財団法人長崎県産業振興財団

89 3042120181 長崎県 株式会社まえだ 9310001008903
和菓子に対するお客様ニーズの高度化に対応するために三
重包あん付属設備の導入

アイジータックス税理士法人


