
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の１次公募分採択結果等について 

本事業については、平成２７年２月１３日（金）から平成２７年５月８日（金）までの間、１次公募

を行いましたところ、全国から多数の応募がありました。 

この期間に全国で申請のありました１７，１２８件について、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、当地域事務局においては、以下のとおり５６件を採択する

ことといたしました。 

● 平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」採択案件一覧（１次公募） 

（長崎県） 

（受付番号順） 

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名 

2642110002 長崎県 有限会社小林製茶 長崎県産「世知原茶」の高品質製法の確立とブ

ランド化で生産性の向上を目指す 

佐世保市北部商工

会 

2642110003 長崎県 福田酒造株式会社 低温管理技術導入による高品質・高付加価値

『地酒』商品の開発 

十八銀行 

2642110005 長崎県 株式会社日野商店 伝統ある「鯨食文化」を次世代の若者へ伝承し

競争力を強化する。 

近藤税理士事務所

2642110007 長崎県 株式会社ＳＴＡＳ 作業効率と安全性を向上させる「吊具・鉄筋ス

リングベルト」の試作開発 

商工組合中央金庫

2642110008 長崎県 システムファイブ株

式会社 

ＩＴを活用した高齢者向け双方向見守りサービ

ス 

石井税理士事務所

2642110010 長崎県 株式会社ナカムラ消

防化学 

消防自動車の架装面の開発とプレス加工技術の

改善による競争力の強化 

親和銀行 

2642110011 長崎県 サイエンスリサーチ

株式会社 

医療・福祉ニーズに対応した呼気圧測定器の試

作開発による販路拡大 

親和銀行 

2642110014 長崎県 イサハヤ電子株式会

社 

大容量電源向け高放熱性パワーデバイスパッケ

ージの開発 

親和銀行 

2642110017 長崎県 湯川王冠株式会社 熱影響の少ないＹＡＧレーザ溶接に依る車両部

品（中空ネジ）の開発 

商工組合中央金庫

2642110019 長崎県 有限会社モリタ工建 大型化・重量物化に対応可能な溶接ロボットを

駆使した高品質な溶接工事の提供事業 

公益財団法人長崎

県産業振興財団 

2642110021 長崎県 株式会社ケンコー ＩＴ技術を活用した門型１軸ドリルマシーンを

導入し、ジャストインタイムを実現 

岩﨑修一税理士事

務所 

2642110022 長崎県 株式会社文明堂総本

店 

顧客管理・商品管理へのＩＴ技術導入によるお

客様サービスの向上 

手塚智三郎 

2642110028 長崎県 株式会社ジャパンア

クアテック 

品質向上・コスト低減を備えた省エネ型プール

の製造方法を確立し市場を拡大 

株式会社ベンチャ

ーテクノサービス



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名 

2642110031 長崎県 株式会社ＰＡＬ構造 マルチフィジックス解析を用いた海洋エネルギ

ー機器の設計・開発サービスの提供 

十八銀行 

2642110034 長崎県 株式会社平和鐵工所 溶接ロボットの導入により労働環境整備と受注

拡大、生産体制強化 

上谷税理士事務所

2642110041 長崎県 企業組合ｅタウン ＩＴを活用したパーキンソン病治療支援システ

ムの試作開発で新市場開拓 

長崎三菱信用組合

2642110043 長崎県 株式会社中川機工 社会インフラ等の整備に活躍する地盤改良機駆

動部品の加工技術開発事業 

横尾みちる税理士

事務所 

2642110045 長崎県 有限会社山﨑マーク 平面から立体へ！多様な素材へのプリント新サ

ービスによる新市場開拓 

長崎県商工会連合

会 

2642110046 長崎県 株式会社浜口水産 乾燥技術を使った新製品開発による未利用魚の

活用及び付加価値の向上 

古瀬靖士 

2642110047 長崎県 株式会社カミヤアー

トパッケージ 

新工法導入による新たなギフト箱（ＯＮＬＹＯ

ＮＥ－ＢＯＸ）の開発と市場拡大 

税理士法人土井税

務会計事務所 

2642110048 長崎県 有限会社吉次商店 高齢者の住まいづくりと全てのお客様のハウス

ドクターを目指した事業展開 

商工組合中央金庫

2642110049 長崎県 株式会社丸金佐藤造

船鉄工所 

『４ｉｎｃｈベンダー用最新制御装置』の導入

によるボイラ製作合理化システムの確立 

長崎三菱信用組合

2642110053 長崎県 エピクルー株式会社 ダイヤモンドコーティング技術の確立による新

規顧客の獲得 

十八銀行 

2642110054 長崎県 株式会社西日本流体

技研 

完全に自動化された高精度・高効率な水槽実験

システムの開発 

株式会社ベンチャ

ーテクノサービス

2642110057 長崎県 窯研株式会社 自動食器洗浄乾燥機で汚れが落ち易い食器の開

発 

十八銀行 

2642110059 長崎県 有限会社宇宙模型 成形の新技術を活用した国産初「シットオン・

トップカヤック」の試作開発 

石井税理士事務所

2642110060 長崎県 有限会社武田鉄骨 生産性向上のための新技術（溶接ロボット）導

入による競争力強化・受注拡大 

十八銀行 

2642110065 長崎県 有限会社東亜工作所 同時５軸加工の性能を最大限引き出すための３

Ｄ－ＣＡＤ・ＣＡＭシステムの導入 

公益財団法人長崎

県産業振興財団 

2642110066 長崎県 有限会社敏彩窯 深い藍色を演出し消費者から好まれるブランド

日用食器の生産拡大で競争力強化 

アイジータックス

税理士法人 

2642110075 長崎県 江洋工業有限会社 発電プラント向けの新製品製作で火力・原子力

エネルギー新分野へ進出し事業拡大を図る。 

十八銀行 

2642110076 長崎県 株式会社九州ジンク 「防食用亜鉛・アルミ合金」製造におけるフレ

キシブル生産システムの構築 

長崎三菱信用組合



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名 

2642110077 長崎県 有限会社アクティブ 環境に配慮した建設廃材のリサイクル事業で離

島での産業の活性化を図る 

佐々野邦久税理士

事務所 

2642110078 長崎県 有限会社竹内マシン 精密加工品の品質保証のための三次元測定器導

入による他社との優位性向上 

商工組合中央金庫

2642110082 長崎県 株式会社清水雲仙 ケーキカットにおいて美しい切断面を確保し、

商品価値を高め顧客満足度の向上を図る。 

十八銀行 

2642110083 長崎県 大新技研株式会社 設計・解析向けの業務ファイル総合管理システ

ムの開発 

商工組合中央金庫

2642110084 長崎県 西部環境調査株式会

社 

３Ｄイメージングスキャナ導入による新技術導

入・競争力強化計画 

親和銀行 

2642110086 長崎県 流体テクノ株式会社 ３次元造形モデルを用いた船体形状の革新的設

計手法の開発 

ＫＩＴＡＸ木竹会

計事務所 

2642110087 長崎県 株式会社永田会計 会計事務所用手書文書取込可能クラウド型業務

管理システムの開発 

福田浩久 

2642110088 長崎県 株式会社平成機工 高効率発電プラント用タービン部品の製造技術

高度化・高速化による市場拡大 

長崎三菱信用組合

2642110089 長崎県 有限会社三駒鉄工所 大型円筒部品のＣＮＣ加工によるコストダウン

で競争力強化と売り上げ拡大 

商工組合中央金庫

2642110091 長崎県 株式会社大地のいの

ち 

玉葱生産の収穫支援と機械化による売上拡大と

付加価値向上 

西海市商工会 

2642110093 長崎県 株式会社ユニバーサ

ルワーカーズ 

世界遺産「軍艦島」の観光客満足度を高めるデ

ジタルアートミュージアムの展開 

一ノ瀬小川税理士

事務所 

2642110095 長崎県 五島水産株式会社 大手外食チェーンからのニーズに対応する社内

生産工程の自動化 

五島市商工会 

2642110096 長崎県 エビスマリン株式会

社 

環境問題であるアオコを処理する自律型水質改

善ロボットの開発 

十八銀行 

2642110098 長崎県 株式会社杉原エンジ

ニアリング 

協調型ロボットシステムの開発による、他社と

の優位性の向上 

商工組合中央金庫

2642110103 長崎県 協和機電工業株式会

社 

レアアースレスでメンテナンスフリーな再生可

能エネルギー向け発電機の開発 

公益財団法人長崎

県産業振興財団 

2642110104 長崎県 株式会社エミネント

スラックス 

松浦発！！高品質・高付加価値製品を生産しニ

ッポンの名スラックスを目指す 

親和銀行 

2642110105 長崎県 長田工業株式会社 “大型船舶・エネルギープラント用”大型配管

製作の高効率化によるコスト競争力強化 

長崎三菱信用組合

2642110106 長崎県 昭和被服総業株式会

社 

大規模災害での消火救助活動に対応した新型防

火ズボン製造 

公益財団法人岡山

県産業振興財団 



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名 

2642110111 長崎県 株式会社西日本工業 環境、設備製品製作対応型鉄工所への変化に向

けての生産体制の改革改善 

商工組合中央金庫

2642110112 長崎県 株式会社松永鋳造所 水力発電機用超大型推力軸受け合金の鋳込み法

開発による受注拡大 

商工組合中央金庫

2642110114 長崎県 星野建設株式会社 少子化時代に対応した住宅の完全パッケージ化

システムの構築 

十八銀行 

2642110115 長崎県 株式会社山口商店 “銅資源”回収プラント設備の高効率化による

高リサイクル化 

長崎三菱信用組合

2642110116 長崎県 株式会社桑宮製作所 競争力強化のため最新ＮＣ複合加工機を導入

し、高精度製品の量産化を実現 

長崎南商工会 

2642110119 長崎県 有限会社イー・ウィ

ンド 

安全性、作業効率性の向上を図る風力発電設備

の増速機オイル交換ユニットの開発と事業展開 

古瀬靖士 

2642110120 長崎県 有限会社長崎屋 当社開発商品「長崎オマガリにゃまがし」の量

産体制の整備による事業拡大 

野崎地平税理士事

務所 

【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 


