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2644210182 大分県 有限会社日本電子金属
医療用機器部品等に関する直径１ｍｍ未満の精密穴開
け加工技術の確立

株式会社エフアンドエム

2644210184 大分県 株式会社大川技研
放射線と画像解析を用いた、非破壊検査用の作業高速
化及びデジタル化を図る装置の購入

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210185 大分県 株式会社樋口紙器工業所
紙管製造技術の高度・効率化と自社デザイン商品開発
の為の新鋭機導入

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210187 大分県 株式会社フクトクテクノス大分
最新鋭立形マシニングセンタ導入による製鉄テストピー
スの加工能率向上

大分銀行

2644210190 大分県 木之元製菓
大分県産はちみつを使用した素朴な味わいの別府ハチミ
ツせんべいの量産体制確立

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210191 大分県 有限会社田部モータース
次世代自動車普及に向けた充電とＥＶ関連サービスの拠
点づくり

竹田商工会議所

2644210194 大分県 八鹿酒造株式会社
新型タックラベラーの導入により、特殊封紙のラベル貼り
の自動化を実現する

大分銀行

2644210196 大分県 株式会社両築
ホテル・旅館業の強みを活かした「山の駅」事業の再生
並びに地域活性化への取組

大分県信用組合

2644210197 大分県 有限会社ＬＬネオン
新たな加工機械導入による看板の大量生産並びに納期
短縮

大分県信用組合

2644210199 大分県 有限会社カーボデー河野
環境配慮型塗装設備導入による受注力の強化およびコ
スト削減と生産性向上

大分信用金庫

2644210200 大分県 鶴栄木材株式会社
製材工場の横切り工程に高機能の機械を導入して、生
産能力を増強

大分銀行

2644210203 大分県 株式会社パワーテクノロジー
切削時間の短縮による生産性の向上に向けた高トルク
金属加工機の導入

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210204 大分県 東邦物産株式会社
使用済自動車プレス機の設備投資によるコスト削減・生
産性向上で付加価値を上げて全部再資源化へ

大分みらい信用金庫

2644210205 大分県 株式会社向陽製作所
多機能自動縁貼機導入による新商品開発及び市場優位
性の向上計画

西日本シティ銀行

2644210207 大分県 株式会社山一観光
『五感で味わえる良質な温泉』および『機能温泉浴』をお
客様に提供するシステムの構築

大分県信用組合

2644210208 大分県 清松総合鐵工株式会社
鉄骨建築加工最新鋭ドリルマシン導入による短納期対応
加工ラインの構築

大分銀行

2644210209 大分県 古手川産業株式会社
高付加価値型カルサイト系球状炭酸カルシウムの小粒
除去による生産性向上

津久見商工会議所

2644210211 大分県 後藤体器株式会社
遊具用パーツの内製化によるリードタイム短縮と収益性
改善

大分銀行

2644210212 大分県 株式会社三井エアーテック
自動切断機導入による空調ダクト製造の高品質化と工
場作業者の負担低減

大分銀行

2644210213 大分県 大関食品株式会社
冷凍エビフライ製造工程の打粉付け機械開発と工程間
の搬送接続技術の確立

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210214 大分県 中津木工株式会社
アルミ製横切盤導入による生産スピードの向上と精度向
上

大分銀行

2644210215 大分県 有限会社サンエイデンタル
新型ＣＡＤ／ＣＡＭ冠切削加工機導入による自由診療
（高付加価値商品）分野への進出

大分ベンチャーキャピタ
ル株式会社

2644210216 大分県 有限会社リアルデンタルラボ
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による「顎位（がくい）＝噛み合わせ」を
取り入れた身体不調の発生しない歯科技工品の製作

日田商工会議所
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2644210217 大分県 クンチョウ酒造株式会社 芳醇辛口純米吟醸酒の生産性向上の実現 豊和銀行

2644210218 大分県 有限会社西出開花堂
ピロー包装機導入による生産効率の向上と新商品開発
の実現

竹田商工会議所

2644210219 大分県 平山産業株式会社
飲料容器混合廃棄物の完全リサイクルによる環境整備
促進事業

中津商工会議所

2644210220 大分県 有限会社日隈ダクト工業
角ダクト製造における製造プロセスの革新によるコストダ
ウンと品質向上を図る設備の導入

大分銀行

2644210221 大分県 有限会社吉岡鉄筋工業
鉄筋自動切断機導入による工程削減・高効率化と生産
力増強

豊和銀行

2644210222 大分県 株式会社タマオーム
レーザマーカ機（捺印機）導入による抵抗器への高精度・
高品質捺印技術の確立

公益財団法人川崎市産
業振興財団

2644210223 大分県 株式会社共新電機
新設備を導入してモータ修理の労力削減・作業効率化に
よる受注拡大の実現

大分銀行

2644210224 大分県 三隈工業株式会社 物流梱包材のリユース推進に伴う生産設備の導入
公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210227 大分県 有限会社野津モーター商会 設備の近代化による顧客ニーズの充足 野津町商工会

2644210228 大分県 大喜工業株式会社
油圧プレス機の導入による防熱扉の生産性向上と品質
安定化の実現

大分銀行

2644210229 大分県 株式会社ヤクテツ
１，８００ｔプレス機導入による生産能力向上及び収益力
の強化

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210238 大分県 佐藤製材株式会社
銘木杉一枚板の生産と最終商品化に向けた仕上げ工程
の改良

筑邦銀行

2644210242 大分県 株式会社さかもと
大判カラー出力作業集約化のシステム構築でコスト削
減・商圏拡大

大分銀行

2644210243 大分県 株式会社渡辺企画
現場と事務の両セクションで実施する全社的ＱＣＤＳ向上
の取り組み

大分県信用組合

2644210244 大分県 大分県コンクリート製品協同組合 共同販売業務システム革新事業 大分銀行

2644210245 大分県 株式会社大分シャーリング
大型プラズマ切断機の導入により生産性と品質向上によ
り事業拡大を目指す

伊予銀行

2644210249 大分県 玖珠中央発条工業株式会社
研削盤の導入による研磨工程の精度向上と生産性向上
を通じた受注拡大

大分銀行

2644210250 大分県 ニシジマ精機株式会社
難易度の高い高精度小型製品の生産性向上と原価コス
ト削減

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210251 大分県 極東印刷紙工株式会社
製版プロセスの内製化による収益性の改善と競争力の
強化

税理士法人シーウエイブ

2644210252 大分県 株式会社カートピアキクチ
大型ディスプレイを使用した行政機関情報・地域企業の
広告掲載

大分銀行

2644210261 大分県 シセイ・アグリ株式会社
次世代農業にむけた高品質ペレット堆肥の製造及び生
産性の高い製造ライン改修事業。

豊後大野市商工会

2644210265 大分県 株式会社中央スプリング製作所
自動車部品のバリを取る機械設備の導入による作業効
率向上の実現

大分銀行

2644210266 大分県 合同会社ヒロセ
チップソー自動研磨機導入による加工精度向上と短納期
の実現

大分銀行

2644210268 大分県 有限会社さかえ写真スタヂオ
新設備導入による写真撮影からアルバム製本までの工
程の社内一本化による品質向上と効率化

大分銀行

2644210269 大分県 有限会社常盤鉄工所
ＩＴ活用設備導入による製造工程の効率化及び加工精度
の高度化

大分銀行

2644210273 大分県 株式会社あわや
高齢者・障がい者の在宅生活を可能とする「ワンルーム
ケア」の推進

大分銀行



2644210276 大分県 日東木工株式会社
二軸式高精度自動切削機導入による技術的課題の解決
と品質向上事業

西日本シティ銀行

2644210277 大分県 有限会社リサイクルテクノロジー
チップ状に破砕された廃タイヤチップを使用した燃料リサ
イクルシステムの確立

栗林公認会計士事務所

2644210281 大分県 株式会社なる良
「シェードカーテン加工機」導入による生産性とエコロジー
の向上について

商工組合中央金庫

2644210284 大分県 株式会社お菓子のウメダ オリジナルの手作り餡『吟醸あん』の製造工程の確立 伊予銀行

2644210285 大分県 有限会社ジェイ・パック 植毛加工機の導入による生産性向上・コスト低減の実現
公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210287 大分県 旭プラスチック工業株式会社 押出成形機器の改良による品質・生産性向上 大分銀行

2644210288 大分県 株式会社古川製菓
品質・生産性向上、ならびに新製品生産のための、製餡
設備、自動包餡機導入

伊予銀行

2644210289 大分県 明星九州株式会社
トランスファープレス金型交換装置導入による生産性の
向上

大分銀行

2644210291 大分県 城南木材株式会社
モルダー加工機導入による現場作業の高速化および効
率化を図る

栗林公認会計士事務所

2644210295 大分県 株式会社双林社
ＣＴＰ導入による印刷版材製作部門の内製化と販路拡大
事業

北野孝志

2644210300 大分県 株式会社菊家
菓子製造工程における検品作業の自動化による品質向
上と生産性向上

豊和銀行

2644210302 大分県 有限会社ビッグウェーブカワサキ ダストゼロの資源循環型社会の構築に向けて 商工組合中央金庫

2644210303 大分県 株式会社明和
水底部の地形を測量する深浅測量への進出および深浅
測量技術の高精度化

国東市商工会

2644210312 大分県 有限会社渡辺モータース
最新２柱式リフト導入による整備能力向上及び土日祝日
営業を活かした顧客ニーズ対応

杵築市商工会

2644210314 大分県 地方卸売市場株式会社高田魚市場
真空包装機とパッケージデザイン導入による練り製品の
付加価値の向上

大分県信用組合

2644210316 大分県 株式会社ニッコーフーズコーポレーション
天然だしパックの業務拡大による新機械導入及び機械に
よる粉体パック詰めの研究

伊予銀行

2644210317 大分県 株式会社殿畑双葉堂 電熱煎餅焼機導入により鱧を利用した試作品の開発 中津商工会議所

2644210320 大分県 有限会社柴田製材所
木材加工用新型６軸モルダー導入による、製品加工の内
製化（新商品開発）、収益性の向上

大分銀行

2644210330 大分県 株式会社臼杵鋼鈑工業所
最新鋭ＮＣ鋸盤・精度保証用定盤導入による生産性向
上・作業者負担軽減の実現

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210334 大分県 株式会社本田製作所
製品形状の複雑化に対応するための順送型プレス加工
ラインの導入

埼玉縣信用金庫

2644210335 大分県 型研精工株式会社
放熱板（ヒートスプレッダ）の製造プロセスの開発と放熱
板の販売

公益財団法人大分県産
業創造機構

2644210340 大分県 矢野建材工業株式会社 競争力強化を目的とした宅地地盤の液状化対策 宮崎太陽銀行

2644210342 大分県 株式会社日建コンサルタント
複数技術を組み合わせた道路ストック点検支援システム
の開発

大分銀行

2644210346 大分県 東信研磨
超精密加工技術の開発及び航空機・医療分野への業務
拡大

杵築市商工会

2644210349 大分県 いづみ印刷株式会社 オフセット輪転機自動見当装置による業務改善 臼杵商工会議所


