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2544210165 大分県 株式会社エス・イー・アレックス
ファインバブル技術を応用した各分野の水処理シス
テムの試作機の開発

大分銀行

2544210167 大分県 ＴＲＹ株式会社
小物精密旋盤加工機の導入による生産性向上・コス
ト低減の実現

大分県産業創造機構

2544210170 大分県 豐州パイル株式会社
コンクリート杭製造工程内で発生する産業廃棄物の
抑制対策事業

大分銀行

2544210172 大分県 九州瑞穂株式会社
陽子線治療器具「ボーラス」製造用切削工具の高品
質化および生産性の向上

大分銀行

2544210173 大分県 大分もやし協業組合
生産時の腐敗率が低く、均一化された高品質のもや
し生産技術の確立

大分県産業創造機構

2544210175 大分県 中津木工株式会社
木工専用ＮＣルーターの導入による生産性向上・新
分野展開による受注拡大

大分県産業創造機構

2544210178 大分県 有限会社塩月自動車整備
自動車補修塗装において環境に優しい水性塗料を
利用するための技術の確立

佐伯市番匠商工会

2544210182 大分県 株式会社協同産業
洗浄機能付き汚水処理フィルター最適化確認テス
ター試作

大分信用金庫

2544210185 大分県 株式会社みらい蔵
農産物の食味成分や生体構成物質から逆算した臨
床検査及び栽培支援システムの開発

豊後大野市商工会

2544210186 大分県 高橋水産株式会社
産地での一次加工、及び、高度な技術開発による二
次加工品の開発事業

伊予銀行

2544210187 大分県 有限会社豊州モールド
立形マシニングセンター導入による金型製作の短納
期化と高付加価値化

伊予銀行

2544210189 大分県 有限会社豊和製作所
複雑な曲げ加工が可能な新設備の導入による加工
精度向上と短納期の実現

大分銀行

2544210190 大分県 株式会社太田旗店
綿用デジタル捺染インクジェットプリンタ導入による染
色領域の拡大・新商品開発

大分銀行

2544210192 大分県
株式会社東プラスチック・
エンジニアリング

高精度画像寸法測定器導入による小物精密成形品
の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

藤田会計事務所

2544210196 大分県 株式会社シンシアリー
画像寸法測定器導入によるプレス製品の検査工程
短縮と生産性向上

大分銀行

2544210198 大分県 有限会社中野酒造
蒸米と製麹の工程改善による自製酒の製造能力増
大と海外等販路の開拓

杵築市商工会

2544210201 大分県 大分製紙株式会社
精密エンボスロールを活用した高付加価値製品の開
発

大分銀行

2544210203 大分県 有限会社Ｍ＆Ｍコーポレーション
国産二輪旧車（クラシックバイク）の逆輸入・レストア
事業

杵築市商工会

2544210205 大分県 有限会社古山乳業 地元農産物を使用したヨーグルトの生産拡張 大分ベンチャーキャピタル

2544210208 大分県 株式会社テルリア
丸編機の立体造形技術を駆使し足の形状にフィット
する靴下の開発

広陵町商工会

2544210210 大分県 有限会社マルナカ・フーズ
高性能レトルト殺菌機等の導入による作業効率化と
椎茸加工の新商品開発および販売

大分県産業創造機構

2544210211 大分県 合資会社藤澤精麦工場
高度色彩選別機の導入による、味噌用麦原料の異
物混入防止並びに品質の向上

大分銀行
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2544210212 大分県 株式会社アーテック
強度試験機の導入による、コンクリート構造物の調
査・試験事業に係る新たな需要の獲得

日田商工会議所

2544210218 大分県 フジヨシ醤油株式会社
醸造、醗酵技術を活用した醗酵大豆によるマヨネー
ズ風調味料の開発

大分県産業創造機構

2544210220 大分県 中央発条工業株式会社
サーボプレスマシン導入による低騒音・低振動化と生
産性向上、省エネの実現

大分銀行

2544210223 大分県 株式会社カワベ
再生可能エネルギーの増加に伴う送電線網整備事
業への部材（ゴム製品）供給事業の展開

大分県産業創造機構

2544210225 大分県 有限会社ひろせ水産
直結冷凍機式活魚タンク搭載車両導入による水産物
の遠距離輸送の効率化

大分銀行

2544210227 大分県 有限会社大野興業
木質バイオマスボイラー乾燥機の導入による事業拡
大と再生可能エネルギーの活用

大分県産業創造機構

2544210233 大分県 株式会社サラヴィオ化粧品
「皮膚・頭皮の診える化」サービスを付与した化粧品
販売システムの開発

中島誠税理士事務所

2544210234 大分県 株式会社江藤製作所
最新の円錐曲げローラー導入による競争優位の確
立と航空宇宙分野への新規参入

大分県産業創造機構

2544210235 大分県 株式会社クリア水産
全国へ向けて、九州の天然水産物を高安全性・高鮮
度で提供できる製造工程の確立

大分県産業創造機構

2544210237 大分県 有限会社新貝商店
里山資源（未利用広葉樹、竹等）の地域内高付加価
値循環モデルの構築

大分銀行

2544210238 大分県 株式会社大川技研
超音波と画像処理を用いた、非破壊検査用の高速・
高密度な自走式連続肉厚測定機の開発

大分県産業創造機構

2544210239 大分県 株式会社オモテ
高速・高精度加工機導入による、高付加価値の創造
と収益性の向上

大分みらい信用金庫

2544210241 大分県 株式会社愛商大分
金網溶接機導入による製造リードタイムの短縮化事
業

伊予銀行

2544210247 大分県 山正機械株式会社
高剛性、高精度ＣＮＣ旋盤加工による自動車関連部
品の生産ライン機械用特殊部品の製作

大分銀行

2544210248 大分県 ヤマキ株式会社
地域小売店による買い物難民対策・移動販売サポー
ト

大分商工会議所

2544210249 大分県 大分プラント工業株式会社
鉄骨加工用最新式溶接ロボット導入による生産性向
上・作業者の負担低減の実現

大分銀行

2544210250 大分県 株式会社レゾネイト
「久住高原×炭酸泉×地元食材」を活用したダイエッ
ト型ヘルスツーリズム商品の事業化

大分県産業創造機構

2544210254 大分県 株式会社長尾製作所
革新的自動溶接技術の確立及び設備導入による企
業競争力強化と新規分野参入

大分県産業創造機構

2544210257 大分県 株式会社戸高製作所
多国言語対応の旅客船向け運航情報提供設備の開
発

大分銀行

2544210259 大分県 有限会社共立精巧
高性能精密加工機（２機）導入による最適生産体制
構築と事業拡大

大分県産業創造機構

2544210263 大分県 株式会社長浦製網所
ラッシェル編網機導入による環境への負荷が少なく
信頼性の高い安全ネットの製造

大分県産業創造機構

2544210266 大分県 株式会社フクミヤ電子 『ダイバースーツ用ウォーマーの試作開発』事業 日出町商工会

2544210278 大分県 有限会社田中醤油店
大分県産農産物を使った調味料ブランドの開発・販
路開拓のための設備投資

大分みらい信用金庫

2544210279 大分県 株式会社なる良
カーテンの「形状記憶加工機」導入による生産性向
上について

伊予銀行
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2544210300 大分県 有限会社コトブキヤ文具店
アートの価値を高める額装をシミュレ－ションシステ
ムで実現する製造・販売事業

大分信用金庫

2544210302 大分県 ゴールドプランニング株式会社
中小零細飲食店向け差別化された業務用冷凍餃子
を開発及び、卸売事業

税理士法人ＡＣＳ

2544210307 大分県 株式会社大廣製作所
手作業による裁断加工工程を機械加工とすることで
納期短縮、生産能力向上、コスト削減を図る事業

堀田会計事務所

2544210309 大分県 合名会社まるはら
新発酵液体調味料に対応した少量多品種・クリーン
化の高機能充填機の導入

福岡銀行

2544210312 大分県 株式会社やまろ渡邉
大分県産魚を活用したファストフィッシュ等の新商品
開発

佐伯市あまべ商工会
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