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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 3042210001 長崎県 長工醤油味噌協同組合 4310005000167
１人前小袋の包装工程の機械化による時間短縮と人員不足
解消

税理士法人波多野アンドパー
トナーズ会計事務所

2 3042210003 長崎県 万月堂
オリジナル「桃カステラ」の増産体制の構築による商品不足
解消

岡田　英明

3 3042210005 長崎県 九一庵食品協業組合 3310005004978
長崎の甘いごま豆腐（スイーツ豆腐）等の自動包装機導入
による生産性向上と売上拡大

株式会社肥後銀行

4 3042210007 長崎県 株式会社ヤマサキ 9310001002253
高品質、高付加価値オーダースラックスの量産体制確立に
よる競争力強化と売上拡大

長崎県商工会連合会

5 3042210008 長崎県 やまさき自動車
大型車対応の新たな鈑金塗装ラインの構築による顧客価値
向上

長崎県商工会連合会

6 3042210009 長崎県 有限会社宇宙模型 6310002007642
新生産方式の導入による軽量化・強度化・短納期の実現と
受注獲得

長崎県商工会連合会

7 3042210012 長崎県 有限会社池田海陸物産 7310002018507
製造環境の改善による高品質「冷凍野菜」開発および販路
開拓事業

株式会社親和銀行

8 3042210013 長崎県 有限会社口之津モータース 5310002018335
先進安全自動車整備可能な南島原市初エーミングセンター
開設時業

長崎県商工会連合会

9 3042210014 長崎県 株式会社九州メタルテックス 1310002015674 先端加工機の導入による生産性と付加価値の向上 諫早商工会議所

10 3042210020 長崎県 株式会社実光測量設計 2310001006426
３Ｄレーザースキャナー導入による、現場作業の効率化及び
受注枠の拡大

税理士法人　ウィズラン

11 3042210021 長崎県 有限会社光春窯 9310002012375
石膏型切削加工システムの導入による波佐見焼の耐熱食
器の商品化

長崎県商工会連合会

12 3042210022 長崎県 藤田克弥製麺
手延素麺製造工程の機械化推進による生産性・付加価値
向上事業

長崎県商工会連合会

13 3042210028 長崎県 株式会社小林甚製麺 6310001009813
手延素麺製造技術活用による「手延生麺類」の新商品開発
事業

長崎県商工会連合会

14 3042210030 長崎県 株式会社にくせん 9310001008622 ウインナー包装をオートメーション化による生産性向上 長崎県商工会連合会

15 3042210033 長崎県 島原食糧販売株式会社 4310001009641
精麦工程選別３重化による高精度精麦で製造コスト減原料
供給事業

株式会社十八銀行

16 3042210036 長崎県 日誠コンクリート株式会社 5310001001663
水密性・圧縮強度を高める設備の導入で生産性と省力化を
図る。

株式会社十八銀行

17 3042210037 長崎県 株式会社和山 9310001006295
外食産業用食器分野へ販路拡大するため、両面印刷技術
を活用した高精度絵行け製品の開発事業

長崎県商工会連合会

18 3042210042 長崎県 株式会社サンコー技研 1310001004067 測量用ドローンの導入による地図作成の高精度化・効率化 長崎県商工会連合会

19 3042210044 長崎県 株式会社三恵工業 7310002010117
新型プラズマ切断機の導入による切断工程の生産性向上と
販路開拓

大串　智之

20 3042210045 長崎県 株式会社公精プラント 7310001010076
加工品自動脱装と測定システム融合による中量品種の事業
拡大

公益財団法人長崎県産業振興
財団

21 3042210046 長崎県 有限会社津野田ゴム加工所 8310002008143
ＩＣＡＣ５の半導体増加による半導体装置向けゴム製品大口
ロット生産の構築

株式会社親和銀行

22 3042210047 長崎県 株式会社杉永蒲鉾 7310002002592
最新自動計量・自動包装によるちゃんぽんの具・ちゃポリタ
ンの販路拡大

アイジータックス税理士法人

23 3042210049 長崎県 株式会社本村工務店 7310001009721
最新の切断機械導入による製材加工精度・生産性向上と業
務拡大

島原商工会議所

24 3042210051 長崎県 有限会社茶友 5310002014111
新製法茶葉の消費ニーズに対応した商品開発と生産性アッ
プ事業

長崎県商工会連合会

25 3042210053 長崎県 きらきら歯科医院 見える化計画とプレママサポート事業 長崎商工会議所

26 3042210055 長崎県 大坂歯科医院
三次元的下顎位から考察する審美と機能の調和した理想咬
合の提案

九州ひぜん信用金庫

27 3042210056 長崎県 有限会社森酒造場 7310002019521
製造工程自動化による生産数量増加に対応した製造ライン
の確立及び生産性の飛躍的向上

株式会社十八銀行

28 3042210060 長崎県 株式会社町田工業 6310001009177
鉄筋加工品の細物専用ライン構築による量産化と納期短縮
化を図る

井手　雅康

29 3042210064 長崎県 株式会社草野組 5310001010326
全循環型建設資材リサイクル高品質商品製造と中間処理
場の延命化

税理士法人アップパートナー
ズ

30 3042210066 長崎県 有限会社川虎かまぼこ 9310002006427
包装機導入による生産性向上及び新製品の生産体制の確
立

長崎商工会議所

31 3042210070 長崎県 株式会社南風 1310001014116 オージュアソムリエによる新ヘアケア・ヘッドスパサービス アイジータックス税理士法人

32 3042210077 長崎県 菓子工房ひでみ
名店を超え　地域へ美味しいを供給　“伝説のパティスリー”
量産ライン構築

伊万里信用金庫

33 3042210082 長崎県 岡崎製パン所
高速自動包装機導入による出来立てパンの生産能力向上
と販路拡大

長崎県商工会連合会

34 3042210086 長崎県 アリエス株式会社 3310001010674
最先端のアパレルＣＡＤシステムによる効率化で品質向上と
生産性向上を図る

税理士法人　ウィズラン

35 3042210088 長崎県 相浦罐詰株式会社 9310001005099 楕円缶（鰯缶）の箱詰め工程の自動化計画 佐世保商工会議所

36 3042210091 長崎県 株式会社遠山加工店 8310001014332
かんころ餅専用の高性能冷凍庫と殺菌庫を導入して売上増
を実現

長崎県商工会連合会

37 3042210092 長崎県 山田工業有限会社 2310002020673
設備機器の導入による五島市橋梁修復工事の島内完結化
事業

長崎県商工会連合会

38 3042210093 長崎県 株式会社西日本工業 4310001005822
「地域活性」に向けた一気通貫生産体制強化への塗装ブー
スの導入。

公益財団法人長崎県産業振興
財団

39 3042211001 長崎県 株式会社長崎ユタカ 1310001001527 検査用ドローンによる高所での迅速安全な調査・点検計画 株式会社親和銀行

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　２次公募

長崎県採択案件一覧（39者）


