
◎平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の２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６月２５日（木）から平成２７年８月５日（水）（電子申請について

は６日（木））までの期間、２次公募を行いましたところ、全国で１３，３５０件の応募がありまし

た。 

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、当地域事務局で

は、以下のとおり６１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（２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 

2642210134 長崎県 協和機工株式会社 
３次元計測器を利用した大型鋼構造物の高精度モ

ノづくり革新 
永田吉朗 

2642210137 長崎県 株式会社大光食品 
微生物配合飼料による畜産物を用いた高付加価値

食品の開発 
十八銀行 

2642210139 長崎県 さざなみ農園 
五島地鶏『しまさざなみ』の品質確保と安定供給

を図り競争力を強化する 
五島市商工会 

2642210142 長崎県 株式会社ヤマシン 
生産性向上と生姜未利用資源活用による収益率向

上の為の加工設備導入計画 
東長崎商工会 

2642210145 長崎県 株式会社ホーセイ 
コスト低減・短納期化を図る特殊旋盤導入による

競争力の強化と市場拡大 

商工組合中央金

庫 

2642210147 長崎県 株式会社京生苑 
ＩＴ活用による国内及び外国人観光客向けの着物

街中観光と記念写真撮影事業 

商工組合中央金

庫 

2642210150 長崎県
株式会社微研テクノ

ス 

新規分析機器導入による金属分析の納期短縮とコ

スト削減による競争力の向上 

宮地学税理士事

務所 

2642210151 長崎県 味の宝舟林屋 
そば製粉工程の内製化による鮮度の高い長崎県産

手打ちそばの提供 
三重商工会 

2642210153 長崎県 宝和金属株式会社 
鉄スクラップの韓国輸出拡大のための革新的な放

射能検査体制の構築 
長崎商工会議所 

2642210157 長崎県
壱岐オガコ工業株式

会社 

オガ粉の再資源化で付加価値向上のための設備投

資で売上拡大 
壱岐市商工会 



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 

2642210161 長崎県
サンモーターサービ

ス 

最新鋭ＣＮＣ立型マシニングセンタ導入と既存技

術の応用による新市場への参入 

長崎三菱信用組

合 

2642210163 長崎県
株式会社西菱環境開

発 

産業廃棄物の圧縮処理の高速化を実現する自動圧

縮梱包設備の導入 
十八銀行 

2642210165 長崎県 株式会社協環 
環境計量用分析機器の増設による分析項目数の増

強と競争力強化 

一ノ瀬小川税理

士事務所 

2642210166 長崎県 株式会社スワン 
クリーニング業の顧客利便性向上と営業力を強化

するクラウドＰＯＳシステムの開発 
親和銀行 

2642210169 長崎県 株式会社ヤマサキ 
スラックス最短オーダー生産プロセス開発による

インバウンド需要開拓と収益向上 

高田正次郎税理

士事務所 

2642210170 長崎県
有限会社塚ちゃん雲

仙たまご村 

自社仕様の自動給餌機の導入によるコストの大幅

な削減と高品質鶏卵の生産 
有明町商工会 

2642210173 長崎県 有限会社法知園 
高品質化、生産力向上に向けた生産体制の確立で

競争力を強化する。 

商工組合中央金

庫 

2642210174 長崎県 西日本陶器株式会社 
光沢がありＪＩＳ陶磁器製耐熱食器の規格を満た

した色セラミックス鍋の開発 
十八銀行 

2642210175 長崎県 株式会社昭和堂 
ヒット商品を生み出す提案型パッケージの短納

期・小ロット生産体制の構築 

株式会社エフア

ンドエム 

2642210176 長崎県 株式会社井筒造船所 
生産性向上のための高性能大型プレス導入による

競争力強化・受注拡大 

商工組合中央金

庫 

2642210180 長崎県
もりながクリーニン

グ 

こだわりの品質確保とクイックサービスで競争力

を強化する 

石井税理士事務

所 

2642210186 長崎県 有限会社島原自然塾 
自動排出機・野菜包装機の導入による袋詰め作業

の効率化と均一化 

敷島税理士事務

所 

2642210189 長崎県 株式会社食彩館 
ＰＯＳ連動、統合システム導入による、高効率経

営戦略構築実践計画 
十八銀行 

2642210193 長崎県 株式会社壱岐の華 
地場産大麦使用で壱岐焼酎ブランド力強化と高品

質製品の安定供給 
壱岐市商工会 



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 

2642210194 長崎県 株式会社スカルパ 
長崎の特産品“枇杷”の果肉・種・葉、全てを活

用した新商品の開発と通年生産の確立 

株式会社グッド

パートナーズ 

2642210195 長崎県 うえはら株式会社 
対馬土産品「対馬産焼き芋」の品質確保と量産拡

大をめざす 
対馬市商工会 

2642210196 長崎県
有限会社井上溶接機

工 

精密加工技術を利用した電動アシスト製品及び不

純物吸着製品等のユニット部品開発 

佐世保商工会議

所 

2642210201 長崎県 有限会社茶友 
新製茶ラインを活用した新たな玉緑茶の品質確立

と製造・販売事業 
親和銀行 

2642210202 長崎県 滲透工業株式会社 
新工法高速洗浄乾燥装置の設計開発による多孔質

金属体の生産拡大計画 
手塚智三郎 

2642210203 長崎県
長崎県島原手延素麺

協同組合連合会 

シュリンク包装機導入による顧客対応力の強化に

よる市場拡大と時短効果による更なる生産性向上

を目指す 

石井税理士事務

所 

2642210204 長崎県
ＳＦＫメディカル株

式会社 
高齢者スマートウエルネス支援サービス事業 

石井税理士事務

所 

2642210205 長崎県
株式会社クリーン雲

仙 

未利用建築廃材を農業用暖房装置向けに開発して

農家に提供する事業 
十八銀行 

2642210207 長崎県 渡辺工業有限会社 
ワイヤ放電加工機導入による高精度複雑形状加工

の高度化 

長崎三菱信用組

合 

2642210208 長崎県
有限会社タムラクレ

ーン 

破砕チップの有効活用を目指した、雑木林や放置

竹林の伐採事業 
十八銀行 

2642210211 長崎県 波佐見精機 
生産プロセス改善による大型ポンプ部品加工の新

規参入への取り組み 
東彼商工会 

2642210214 長崎県 有限会社ポラリス 介護事業所による介護システムの開発と販売 十八銀行 

2642210215 長崎県 信栄工業有限会社 
斜面対応型吸着式ロボットハンドの開発による新

事業の創出 
福岡銀行 

2642210216 長崎県 株式会社界工業 
発電プラント等構造物製作プロセス改善によるコ

スト競争力強化 

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 

2642210218 長崎県 有限会社野口鉄工所 
鉄骨の品質・生産性の向上の為、最新型ブラスト

の導入で競争力と受注拡大 

税理士法人アッ

プパートナーズ 

2642210221 長崎県 株式会社二進製作所 
最新鋭プラズマ切断機導入による生産性向上とコ

スト競争力の強化 
十八銀行 

2642210224 長崎県
株式会社ＮＤＫＣＯ

Ｍ 

展示会来場者情報管理システムの商品化による新

情報サービス事業の実現 

税理士法人中央

総合会計事務所 

2642210231 長崎県 有限会社尾﨑食品 
瞬間凝固を可能にした製造装置導入による美味

「地豆腐（じどうふ）」の開発・販売 
十八銀行 

2642210232 長崎県
有限会社共進プレス

工業 

ＣＮＣ旋盤導入による網揚げローラー加工の納期

短縮化と生産性向上 
土肥会計事務所 

2642210233 長崎県 有限会社森満工業 
船舶・発電所用ステンレス配管製作専用の高効率

生産ライン構築による市場拡大 

長崎三菱信用組

合 

2642210235 長崎県 有限会社シキシマ 蒲鉾作りが見学・体験・学習できる新規事業 十八銀行 

2642210236 長崎県 株式会社ウラノ 
最先端産業における設備導入による品質の安定と

競争力の強化 
親和銀行 

2642210237 長崎県
有限会社佐世保ケン

セイ社 

感染防止対策に特化したクリーニングシステムを

病院に提供し売上拡大 

九州ひぜん信用

金庫 

2642210241 長崎県 琴海生コン株式会社 
フライアッシュを用いたコンクリートのＪＩＳ製

品化 
十八銀行 

2642210242 長崎県

有限会社エスケイ・

アイ・コーポレーシ

ョン 

品質向上・短納期を実現！新型デジタル印刷機２

機種組合せで競争力を強化 

商工組合中央金

庫 

2642210243 長崎県
株式会社システム計

装 

自動化省力化システムの設計開発とロボット導入

による市場拡大 

佐世保商工会議

所 

2642210244 長崎県 第一工業株式会社 
危険物運搬車両用貯蔵タンクの検査技術導入によ

る競争力強化 
親和銀行 

2642210247 長崎県 株式会社時津鉄工所 曲げ加工技術の高度化による市場シェアの獲得 
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 

2642210248 長崎県 久保工業株式会社 
産業機械製作部門の『３次元設計環境の構築』に

よる基盤技術の強化 

長崎三菱信用組

合 

2642210251 長崎県 有限会社筒井商店 
ＰＥＴフレーク乾燥設備における使用エネルギー

変更による環境負荷の低減 

税理士法人土井

税務会計事務所 

2642210252 長崎県
株式会社ピーエヌ機

電 

５軸マシニングセンター導入による油圧プレス機

械部品の生産強化と高度化 

アイジータック

ス税理士法人 

2642210254 長崎県 綾部畜産 
１００％島原半島食材使用「島原ハンバーグ」の

「食の安全化」・「生産効率化」実現事業 
南島原市商工会 

2642210255 長崎県
株式会社アパレルオ

オタ 

高速自動裁断機と入力機能付き電子サイクルマシ

ン導入による高品質・高効率縫製生産技術 の確

立 

南島原市商工会 

2642210259 長崎県
株式会社ハッピーア

イランド 

独自高濃度製法による福島町特産みかんの機能性

果汁加工品の開発 
親和銀行 

2642210261 長崎県 印束商店 
特許製法により実現した生臭さのない次世代から

すみの製造販売 
團野龍一 

2642210263 長崎県
株式会社五島列島酒

造 

香り高い椿の花酵母を使用した焼酎の開発による

売上拡大 
親和銀行 

2642210264 長崎県 睦工業株式会社 自動車部品製造と設備製作一括生産体制の確立 静岡銀行 

【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 


