
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 大分デバイステクノロジー株式会社 パワーデバイス新パッケージ試作開発事業 10,000,000 平成25年6月14日

2 株式会社シンシア
貯水槽洗浄剤「パールグリーン」のシェア日本一獲得計画・洗浄力向上と顧客ニーズ対応型洗浄
剤開発を目指して

3,194,482 平成25年6月14日

3 株式会社テオリック
膝関節痛及び脚の筋肉の衰えによる直立、着座、歩行が困難な人へ対応する、脱着が容易で軽
くて丈夫な介護、福祉機器の開発

9,666,666 平成25年6月26日

4 木本機器工業株式会社 鋳鉄鋳物事業の高度化による提案力の構築 10,000,000 平成25年6月26日

5 株式会社日工社 特装車部品の品質改善とコスト削減のための改善 10,000,000 平成25年6月27日

6 中津コスモス電機株式会社 密閉型半固定可変抵抗器端子接続アーク溶接工程刷新 10,000,000 平成25年6月28日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
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申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 古手川産業株式会社 酸性ガス除去用の石灰ペレットの開発 10,000,000 平成25年7月4日

2 大分電子工業株式会社 IC挿抜・検査・巻取り一貫機の試作 10,000,000 平成25年7月4日

3 株式会社環境整備産業 使用済小型電子機器等の再資源化事業 10,000,000 平成25年7月12日

4 株式会社佐々木精工 精度測定器導入による品質の安定と販路の拡大 3,196,660 平成25年7月12日

5 ワイエイシイ株式会社大分工場 薄板シリコンウェーハへの配線高速形成 7,998,852 平成25年7月18日

6 株式会社コーリツ 低価格かつ保守性の高い圃場環境モニタリングシステム（FMS）の試作開発 10,000,000 平成25年7月23日

7 株式会社戸高製作所 内航船向け高度運航支援システムの開発 10,000,000 平成25年7月23日

8 株式会社エイビス 独居老人みまもり支援サービス 10,000,000 平成25年7月23日

9 株式会社アイズ 負荷予測機能と劣化監視予知機能を持つ高機能・半導体生産プロセス用冷凍循環装置の開発 10,000,000 平成25年7月24日

10 パック・ミズタニ株式会社 国内原材料リサイクル利用の強化特殊段ボール素材貼合事業 10,000,000 平成25年7月31日

11 株式会社ホックス 低コスト営農技術に寄与する太陽熱ハイブリッドシステムの開発 7,400,000 平成25年8月2日

12 株式会社東陽九州 漏洩磁束探傷法によるインライン自動判定機開発事業 10,000,000 平成25年8月2日

13 株式会社デンケン 高速・高精度位置決め（コンタクト）新型テストハンドラーの試作開発 10,000,000 平成25年8月2日

14 九州瑞穂株式会社 自動プレス機導入によるコストダウン 10,000,000 平成25年8月7日

15 エスティケイテクノロジー株式会社 ハンダ付け精度改善による生産性向上施策 7,002,333 平成25年8月7日

16 株式会社キューメイ研究所 血栓症迅速診断のための微量血液サンプリングデバイスの試作開発 10,000,000 平成25年8月7日

17 エネフォレスト株式会社 パーテーション型紫外線殺菌装置の実用化 9,083,074 平成25年8月27日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
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申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 宝工業株式会社 産業機械用部品の生産に関する高精度・短納期・低コスト化計画 10,000,000 平成25年10月28日

2 株式会社ケーアンドケー 電動射出成形機システム導入による競争力の強化と販路拡大 10,000,000 平成25年10月28日

3 株式会社大森製作所 顧客への部品供給の現地化・地場化の実現のための設備導入 10,000,000 平成25年10月28日

4 有限会社エム・オー・イー フッ素樹脂製品の量産化技術の確立と市場開拓 10,000,000 平成25年10月30日

5 有限会社髙畠装業 短納期化に対応するためのNC機械導入 10,000,000 平成25年10月30日

6 弥生石材株式会社 未利用建設発生土改質による高性能低コスト再生土・再生砂開発システムの構築 6,882,297 平成25年10月30日

7 有限会社新貝商店 燻煙熱処理のアナロジーを活用した木材の成長応力減殺工程の技術開発と革新的な商品開発 10,000,000 平成25年10月30日

8 三重化成株式会社 環境に優しい高品質再生プラスチック原料の実現と低コスト化 10,000,000 平成25年10月30日

9 株式会社アーバン大分 高級婦人服小口・短納期化事業計画 10,000,000 平成25年11月1日

10 ciDrone株式会社 多用途・短納期・低価格・高精度空撮・長距離飛行を特徴とするマルチコプター型UAVの開発 10,000,000 平成25年11月1日

11 ニシジマ精機株式会社 火力発電用ブレード製品の生産工程改善による生産性向上 10,000,000 平成25年11月1日

12 神崎鉄工株式会社 ロボット溶接機の導入による、港のゴミ取り機「マリンクリーナー」の高度化等について 10,000,000 平成25年11月1日

13 正起金屬加工株式會社 大型脱酸用アルミ塊の製造設備の設置 10,000,000 平成25年11月1日

14 株式会社リモート フロートデバイスの開発による「牛温恵」の肥育牛市場への販路拡大 7,706,000 平成25年11月5日

15 別府竹製品協同組合 別府竹細工の技術を活用したプロダクト品試作開発事業 1,440,000 平成25年11月5日

16 株式会社トライテック 高炉羽口用　回転調節式微粉炭吹き込みバーナーの開発 10,000,000 平成25年11月5日

17 株式会社AKシステム 医薬品流通管理のための自動認識用データキャリア付与装置の試作開発 10,000,000 平成25年11月5日

18 合名会社青木本店 国東半島特産の七島藺を加工した製品開発と加工工程の高度化 10,000,000 平成25年11月5日

19 株式会社鳥繁産業 炭酸ガス吸収用鮮度保持剤の内製化 10,000,000 平成25年11月5日

20 スターコックス株式会社 要介護者の健康保持及び介護者の負担軽減を実現し、在宅介護を支援する自動脱着靴の開発 10,000,000 平成25年11月5日

21 ヘルメット潜水株式会社 業界初「やわらか湯たんぽ」の接着工程等の機械化による生産効率の向上 9,768,525 平成25年11月6日

22 株式会社日出ハイテック 半導体解析装置導入による品質・納期・コストの向上と販路拡大 10,000,000 平成25年11月6日

23 九州ナノテック光学株式会社 ブラインド代替型液晶フィルムの開発 10,000,000 平成25年11月6日

24 大分もやし協業組合 もやし屑の発酵による家畜への飼料化事業 10,000,000 平成25年11月7日

25 株式会社臼杵鋼鈑工業所 顧客のニーズに応える医療、食品工場用　高品質ステンレスダクトの試作 10,000,000 平成25年11月7日

26 九州ジージーシー株式会社 地域で生産された野菜を原料とした安全安心なカット野菜の新商品開発 10,000,000 平成25年11月7日

27 日本ヒューマンメディク株式会社 患者様の負担を軽減する整形外科用ギプスの開発 8,477,316 平成25年11月7日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

交付決定一覧（２次公募）
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申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

28 株式会社大阪クリップ 小学校向けコンパスの新製品開発及びダイカスト成型機導入による量産体制の構築 10,000,000 平成25年11月7日

29 山正機械株式会社
自動車関連シール部品信頼性向上のための3軸レーザーマーカーによる部品情報管理システム
の構築

4,600,833 平成25年11月8日

30 島田電子工業株式会社 高耐熱化技術の開発による複写機・複合機向け光センサの販路拡大 4,920,233 平成25年11月8日

31 合名会社まるはら 産業廃棄物・地域資源を利用した魚醤・肉醤等の発酵調味料の製造設備の導入 10,000,000 平成25年11月8日

32 株式会社エコ・ワールド 医療・介護用三次元網状マットレスの製造にかかる金型の開発 10,000,000 平成25年11月8日

33 株式会社ゼロテクノ 混和材の製造能力向上・品質安定化する原材料熱処理装置の開発 4,000,000 平成25年11月11日

34 有限会社光電 船舶用国産ビルジポンプ製造販売事業に進出する為の試作開発計画 10,000,000 平成25年11月14日

35 株式会社興栄 落差不要で水の流速のみで発電するマイクロ水力発電 9,700,183 平成25年11月14日

36 鶴崎海陸運輸株式会社 クロスプラットフォーム対応の受注システム試作開発 4,064,212 平成25年11月15日

37 株式会社三邦 高耐久性素材によるエアポケットを構成する金属製外壁材の開発及び販売計画 10,000,000 平成25年11月21日

38 有限会社藤田金型製作所 パンチ型作動機構付設による高品質薄板プラスチック部品成形用金型の開発 5,493,333 平成25年11月21日

39 ケイシン工業株式会社 廃棄ゼラチンシートの飼料への再利用加工の事業化 3,629,000 平成25年11月21日

40 株式会社サラヴィオ化粧品 新種微細藻類培養生産と抽出エキスを用いた抗肌荒れ化粧品開発 10,000,000 平成25年11月21日

41 有限会社エフ・ケイメカニック デュアルフューエル（LPG又はCNGと軽油併用）車の開発 10,000,000 平成25年11月26日

42 型研精工株式会社 ONE BODY PROBE PIN 製品の開発と生産・販売 10,000,000 平成25年11月27日

43 株式会社ティー・アール・シー 放電プラズマによる先進汚水処理システムの開発と実証 8,039,599 平成25年11月28日

44 株式会社ポンド 高強度軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発事業 10,000,000 平成25年12月6日

45 志村製材有限会社 酸化亜鉛含浸処理塗装を用いた鎧張り高耐久性木材製品の試作開発 8,777,358 平成25年12月6日

46 株式会社ナノプラネット研究所 難および易溶解気体の溶解促進による高機能溶解水利用装置の開発 10,000,000 平成25年12月6日

47 ゴールドプランニング株式会社 中小零細飲食店向け製麺製造設備の開発事業 10,000,000 平成25年12月6日
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