
◎平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」公募の採択結果等について 

 

本事業については、平成２８年２月５日（金）から４月１３日（水）（電子申請については１４日

（木））までの期間において公募を行いましたところ、全国で２４，０１１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、当地域事務局にお

いては、以下のとおり８６件を採択することといたしました。 

 

● 平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」採択案件一覧（長崎県） 

（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 

2742110006 長崎県 
有限会社プラスファ

ンデーション 
8310002007351 

精密縫製技術を活用し最高級車向け

内装製品への取り組みで売上拡大 
三重商工会 

2742110008 長崎県 溝田精肉店               
南島原の精肉店が全国市場向け「ひ

と手間」新商品開発で売上拡大 

南島原市商

工会 

2742110009 長崎県 総和工業株式会社 7030001004759 

当社特許技術を用いた小型農業生産

器具を量産化する為の最新鋭ロボッ

トアーム付きベンダー機の導入 

商工組合中

央金庫 

2742110012 長崎県 湯川王冠株式会社 9310001006130 
３次元レーザ加工機に依る半導体製

造装置向け部品の開発 
親和銀行 

2742110015 長崎県 有限会社手のべ陣川 4310002018575 
冷風除湿乾燥機の導入による、生産

性向上と売上拡大 

南島原商工

会 

2742110019 長崎県 須崎屋               
五三焼カステラの品質の安定化と生

産性の向上による生産量の拡大 

南島原市商

工会 

2742110025 長崎県 カワサキ製作所               
ＮＣフライス盤導入による加工工程

改善と新たな市場開拓 
琴海商工会 

2742110026 長崎県 株式会社新田鉄工所 4310001009798 

最新鋭設備の導入により加工精度・

生産能率を高め、高度精密加工分野

の受注拡大を図る。 

公益財団法

人長崎県産

業振興財団 

2742110027 長崎県 有限会社吉本食品 1310002006021 

漬物製造「調味料液充填」工程の機

械化による商品の安全衛生水準と生

産性の向上 

德山中小企

業診断士事

務所 

2742110029 長崎県 村上矯正歯科               
歯科用３Ｄスキャナー導入によるマ

ウスピース矯正治療サービスの向上 

ザグ・イン

スティチュ

ート有限会

社 

2742110030 長崎県 株式会社永泉 4310001006201 

最新小型ベーパーライザー及び配管

の導入により経費削減と歩留まり向

上 

十八銀行 

2742110031 長崎県 九州毛織株式会社 3310001009832 
多機能自動ワインダー導入による品

質向上と多種原糸使用時の高効率化 

有明町商工

会 



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 

2742110033 長崎県 緒方機工               
高精度ＣＮＣ旋盤の導入による技術

高度化・短納期化・量産体制確立 

佐世保商工

会議所 

2742110034 長崎県 有限会社ＳＳＣ 9310002017060 
海外販売を目指す新しい化粧品の開

発と商圏拡大の為のＷＥＢ構築 

青屋税理士

事務所 

2742110035 長崎県 崎永海運株式会社 5310001000649 

高糖度トマトの収量増を目的とする

新しい生産プロセスの導入による売

上拡大 

十八銀行 

2742110036 長崎県 
株式会社タカギ建設

鋼業 
2310001008810 

パイプ構造物の材料加工の高効率化

を図り競争力強化と地域発展に貢献

する。 

十八銀行 

2742110039 長崎県 有限会社奥田工業所 2310002000989 
最新鋭レーザー切断機導入による船

舶関連製品の品質及び生産性向上 

園田辰義税

理士事務所 

2742110041 長崎県 
株式会社カイタック

ファミリー 
7260001001717 

長崎ブランド「高機能新素材の快眠

パジャマ」を開発し売上拡大 
東彼商工会 

2742110042 長崎県 株式会社平和鐵工所 7310001008995 
Ｈ形鋼の一次加工内製化による精度

向上と納期短縮 

上谷税理士

事務所 

2742110043 長崎県 株式会社こじま 7310001009812 
設備導入でつなぎ不使用の高付加価

値「１００％米粉麺」を製造 
十八銀行 

2742110051 長崎県 株式会社町田工業 6310001009177 
新型鉄筋自動曲装置導入による建築

用鉄筋加工の高度化及び生産性向上 

井手雅康税

理士事務所 

2742110054 長崎県 島原せんべい本舗               
新型煎餅焼成機導入で生産量拡大、

商品不足解消、売上拡大を目指す。 

有明町商工

会 

2742110055 長崎県 協和特殊株式会社 7310001009201 
契約農家が作った作物をロスを出さ

ずに１００％商品化するための事業 

柿森敏次税

理士事務所 

2742110056 長崎県 服部産業株式会社 6310001001753 
「レーザー・パンチ複合加工機」導

入による技術革新と受注拡大 

今村茂雄税

理士事務所 

2742110061 長崎県 
株式会社坂元木工工

藝 
9310001005479 

ルーター軸付高速ボーリングマシン

とＣＡＭソフトの連動による自動化

生産体制構築による製品の高品質か

つ短納期化事業 

商工組合中

央金庫 

2742110063 長崎県 株式会社桑宮製作所 1310001003779 

高効率且つ高精度な少量生産技術の

獲得による「新たな生産プロセスの

構築」 

長崎三菱信

用組合 

2742110066 長崎県 司製作所               
海外タイヤ工場向け装置部品製造の

生産性向上による世代交代計画 

長崎南商工

会 

2742110067 長崎県 有限会社小林製茶 1310002013265 
全自動包装機器導入を通じた生産性

向上と高品質商品の安定提供の確立 

佐世保市北

部商工会 



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 

2742110068 長崎県 青心工測株式会社 9310001013275 
建設現場のニーズに応えた３Ｄ測量

設計モデルの開発事業 

一ノ瀬小川

税理士事務

所 

2742110069 長崎県 有限会社五輪工業所 7310002007716 

最新型シャーリングマシーン導入に

より品質の向上と生産性を上げる事

業 

一ノ瀬小川

税理士事務

所 

2742110070 長崎県 有限会社吉原工業所 1310002008001 

三次元測定機による測定データのデ

ジタル化 とＣＡＤ，ＣＡＭ連動のも

のづくり構築 

親和銀行 

2742110074 長崎県 山翔               
下降線をたどる島原手延べ製麺業界

で、生き残るための新しい麺開発 

南島原市商

工会 

2742110075 長崎県 
ミナミ化工産業株式

会社 
4310001008172 

大型チタン合金製品に鏡面性を付与

する化学研磨手法の開発 

商工組合中

央金庫 

2742110079 長崎県 
株式会社大東エンジ

ニアリング 
4310001003330 

航空機用移動式冷暖房装置の冷暖房

性能の計測技術と信頼性の向上 

西そのぎ商

工会 

2742110081 長崎県 新電業株式会社 6310001000771 
『陸用プラント大型製品』の製作プ

ロセス強化による市場拡大 

長崎三菱信

用組合 

2742110084 長崎県 有限会社長田商店 8310002019066 

「壱岐産海産物」旬の味をそのまま

に通年販売。商品不足解消で収益拡

大。 

壱岐市商工

会 

2742110086 長崎県 有限会社松永水産 3310002019500 
日本初低コスト流水かけ流し保温型

の陸上養鰻システム開発事業 
十八銀行 

2742110087 長崎県 藤田克弥製麺               

除湿及び空調設備の導入による品質

の向上と均一化を図り売上拡大を目

指す。 

親和銀行 

2742110089 長崎県 三興建設株式会社 6310001000631 
狭幅道路における迅速な管路維持管

理サービス提供の開発 
親和銀行 

2742110090 長崎県 ともえ精工株式会社 3310001008058 
次世代大型旋盤機導入と当社独自の

技術の融合による生産性向上 
十八銀行 

2742110091 長崎県 田中工機株式会社 1310001008794 
大規模農家向け中型乗用自走式農業

機械の製造と販売 
親和銀行 

2742110093 長崎県 有限会社泉川総業 7310002015909 
ＮＣ工作機械導入による作業効率の

向上と顧客満足度の向上 
十八銀行 

2742110094 長崎県 
株式会社二枚貝養殖

研究所 
4310001010302 

希少価値が高いアワビ・ブリスター

真珠の陸上養殖システムの開発で売

上拡大 

十八銀行 

2742110100 長崎県 聖栄陶器有限会社 2310002012225 

新規成形機導入による高精度かつ肉

薄陶磁器生地の低コスト量産で売上

の拡大 

東彼商工会 



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 

2742110101 長崎県 
株式会社白十字パー

ラー 
9310001005891 

ロス削減に寄与する新機種の導入に

よる新商品開発・販売力強化・利益

率向上と市場拡大 

商工組合中

央金庫 

2742110102 長崎県 有限会社アクティヴ 6310002020802 
産業廃棄物の再資源化事業でＣＯ２

削減に寄与し競争力を強化する 

佐々野邦久

税理士事務

所 

2742110103 長崎県 有限会社野瀬建設 3310002020540 
五島椿油の生産力強化による島内産

業の活性化事業 

佐々野邦久

税理士事務

所 

2742110104 長崎県 
有限会社観光ビルは

たなか 
7310002020446 

自動包餡機の導入による生産性の向

上と、品質の安定を図り、競争力を

強化する 

今村茂雄税

理士事務所 

2742110106 長崎県 株式会社ミューズ 8011301017708 

壱岐産やぶ椿種子をボディ・スクラ

ブ（化粧品）原料（粉末）にする事

業 

西武信用金

庫 

2742110107 長崎県 株式会社マツモト 6310001009441 
惣菜等の仕入・加工の効率化とレジ

での提案システムの構築事業 

たちばな信

用金庫 

2742110108 長崎県 信和技研株式会社 2310001000866 
ワイヤー放電加工機による生産プロ

セスの改善と装置の開発 
十八銀行 

2742110110 長崎県 株式会社亀山電機 5310001003206 

図面の３次元可視化と３次元造形モ

デルを活用した設計／製造プロセス

の改革 

野崎地平税

理士事務所 

2742110112 長崎県 有限会社三恵工業 7310002010117 

タンカー新造船ラッシュに向けた最

新式形鋼穴あけ切断機による生産力

向上事業 

十八銀行 

2742110114 長崎県 
株式会社テイストサ

プライ社 
2310001001170 

特殊真空パックと瞬間冷凍技術を活

用した電子レンジの料理提供事業 

長崎商工会

議所 

2742110115 長崎県 株式会社九大印刷 4310001005673 
ＵＶ印刷機導入による特殊印刷分野

の強化 

商工組合中

央金庫 

2742110117 長崎県 株式会社時津鉄工所 3310001001244 

曲げ加工技術の進化と大型構造物製

作プロセス強化による新たな価値の

提供 

長崎三菱信

用組合 

2742110118 長崎県 有限会社福冨管工 8310002007913 
空調設備配管へのフレア継手工法導

入による売上拡大と競争力強化 

西そのぎ商

工会 

2742110119 長崎県 長田食品               
地域資源を活用した世界的にも珍し

い「魚で造る味噌」の製造販売 

吉永コンサ

ルティング

オフィス 

2742110121 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165 

リキュール専用の四季製造設備の完

備による酒質の向上と、多様化する

受注に応じる環境整備 

商工組合中

央金庫 

2742110122 長崎県 株式会社大東製作所 3310001003331 
小型管製品や製缶品のための量産プ

ロセスの改善による生産性の向上 

公益財団法

人長崎県産

業振興財団 



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 

2742110123 長崎県 
株式会社長崎オフィ

スセンター 
9310001005017 

離島地域などにおけるオンラインカ

ウンセリングシステムの構築により

過疎化の緩和及び地域の活性化 

長崎商工会

議所 

2742110127 長崎県 くるりのパン               

新鋭オーブン導入による、いつも

“焼きたてパン”の香りがする店舗

への変革 

西そのぎ商

工会 

2742110128 長崎県 有限会社協立鉄工所 6310002001496 

高効率陸用プラント用タービン各種

大型部品の複合加工プロセスの高度

化による受注拡大 

長崎三菱信

用組合 

2742110129 長崎県 
株式会社玄海モータ

ース 
2310001010130 

お客様の休車率を低減させるために

２柱式リフト導入で短納期を実現 

壱岐市商工

会 

2742110130 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708 
高精度精密機械加工技術の獲得によ

る一貫生産体制の構築 

長崎三菱信

用組合 

2742110132 長崎県 有限会社加藤総建 3310002001160 

３Ｄ計測機器を活用した高効率な法

面掘削管理による生産性の向上、及

び販路拡大 

長崎銀行 

2742110139 長崎県 粋工舎               
新築住宅販売プロセスの一元化によ

る競争力強化 

西そのぎ商

工会 

2742110141 長崎県 
株式会社公精プラン

ト 
7310001010076 

ＩｏＴ対応の工作機械導入により生

産性向上と新分野進出を図る事業 

石栄税理士

事務所 

2742110142 長崎県 有限会社池田鉄工所 8310002000348 
「超小型‐高精度‐量産品」の生産

プロセス合理化による市場拡大 

長崎三菱信

用組合 

2742110144 長崎県 有限会社武田鉄骨 3310002018205 

柱製作工程の自動化で生産工数削

減・短納期を実現し、競争力を強化

する 

十八銀行 

2742110151 長崎県 有限会社フェミニン 4310002018773 
高級婦人服の短納期、高品質、高効

率生産技術を確立する事業 

南島原商工

会 

2742110154 長崎県 
八重島窯業原料株式

会社 
2310001010774 

蛍光Ｘ線分析装置の導入による生産

の効率化及び硝子向け原材料として

の新規参入 

十八銀行 

2742110164 長崎県 花工房るふらん               
業務用装飾花の鮮度保持と生産性向

上による売上拡大事業 

西海市商工

会 

2742110170 長崎県 有限会社向江建工 6310002008467 
鉄骨の生産力の強化と品質向上のた

めの最新型ブラスト機の導入 

税理士法人

アップパー

トナーズ 

2742110171 長崎県 
大阪シンコー株式会

社 
3120001016625 

高付加価値ドレスシャツ増産による

売上増の為の製造工程改革事業 
十八銀行 

2742110172 長崎県 株式会社清和 5310001010425 
生鮮スーパーによる独居老人向け高

付加価値宅配サービスの展開 
十八銀行 



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 

2742110174 長崎県 
株式会社パップ．ジ

ャパン 
6310001008625 

個人に応じた栄養価データを積算し

自己管理できるアプリの開発 
十八銀行 

2742110176 長崎県 有限会社宇宙模型 6310002007642 

ＮＣ工作機械への同時５軸制御可能

なＣＡＭ導入による複雑形状樹脂型

の試作開発 

石井税理士

事務所 

2742110178 長崎県 有限会社東亜工作所 7310002007781 
ＩＯＴ活用自動無人加工システム構

築のため最新式立型旋盤の導入 

公益財団法

人長崎県産

業振興財団 

2742110182 長崎県 株式会社ウラノ 7030001060471 
ＩｏＴ活用でデータに基づく加工技

術と生産性向上による競争力の強化 
親和銀行 

2742110183 長崎県 近江鍛工株式会社 3160001000419 

ロボット導入により、製造ラインの

省力化を図り世界企業との国際競争

力を獲得する。 

親和銀行 

2742110186 長崎県 上翔建設有限会社 2310002020310 
島内初！最新設備の導入で施設内の

衛生管理を強力に支援する事業 

対馬市商工

会 

2742110187 長崎県 
株式会社アグリファ

ーム壱岐 
1310001013373 

未利用資源により、新商品を開発

し、経営の多角化及び雇用の安定化

を図る。 

壱岐市商工

会 

2742110192 長崎県 
株式会社猿川伊豆酒

造 
6310001010250 

多様化した顧客ニーズを実現する長

崎壱岐焼酎の生産性向上による競争

力の強化 

壱岐市商工

会 

2742110196 長崎県 鷹島物産株式会社 6310001010655 

元寇の島「鷹島」における地域水産

資源のブランド化のための鮮度を重

視した食材提供事業 

松浦市福鷹

商工会 

2742110197 長崎県 三興フーズ               

「煮干しいりこ」の微粉末化シリー

ズ製品開発による新市場の創出と販

路開拓 

佐世保市北

部商工会 

 

【全国事務局】 

 全国中小企業団体中央会 事業推進本部 ものづくり補助金事業部 

【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 


