
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 株式会社岩田鐵工所 製鉄圧延ロール関連部品の生産能力強化事業 10,000,000 平成26年6月4日

2 マルゲン株式会社 木製食品容器の先端的単板切削機による低コスト良品量産化と製品開発 8,399,998 平成26年6月4日

3 後藤体器株式会社 遊具用オリジナル締結具の製造技術開発と子供用組立遊具の開発・拡販 7,000,000 平成26年6月4日

4 有限会社二豊 小ロット短納期の贈答用木箱に係る新たな需要を獲得するための生産体制の強化 3,827,160 平成26年6月4日

5 有限会社中央印刷 高品質オンデマンド印刷機導入による競争力強化と環境配慮 10,000,000 平成26年6月9日

6 株式会社ブライテック モータ等の高効率化を可能にする磁気特性分析装置の機能向上及び販売促進 15,000,000 平成26年6月10日

7 株式会社カスガ水産 最新瞬間冷凍機導入と山椒一次加工専用機械開発による品質向上と作業の効率化 9,330,000 平成26年6月10日

8 株式会社オーツカディーゼル 非常用発電機の市場に本格参入するため、コストダウンと品質向上を図る設備の導入 8,180,666 平成26年6月13日

9 冨士タンパク食品工業有限会社
大分県産大豆を原材料にした加工食品の消費期限延長技術の確立及び全国への販路
拡大

10,000,000 平成26年6月18日

10 由布合成化学株式会社 環境配慮型次世代自動車（ハイブリッド自動車）の小型化に掛かる新技術 12,106,000 平成26年6月18日

11 株式会社パワーテクノロジー 医療・健康分野部品受注拡販に向けた、樹脂加工機の導入 10,000,000 平成26年6月18日

12 木本機器工業株式会社 難燃性マグネシウム合金の金型鋳造技術開発と製造・品質保証体制の確立 10,000,000 平成26年6月18日

13 株式会社マリーンパレス 水族館「うみたまご」２期新施設増設計画 10,000,000 平成26年6月19日

14 大分電子工業株式会社 最先端半導体デバイスの後工程生産技術の開発 10,000,000 平成26年6月20日

15 有限会社東栄工業所 ショットブラスト設備導入による塗装工程の高品質化・効率化・省エネの実現 10,000,000 平成26年6月23日

16 有限会社いなづま 「皮革クリーニングおよび着彩サービス」の機械化による生産性の向上 3,478,000 平成26年6月24日

17 株式会社クニナリ 震災後に需要急増の『防水扉』製作過程で使用するフレキシブル定盤システムの導入 10,000,000 平成26年6月30日

18 株式会社ヒロテック サーモグラフィ利用によるプレス品欠陥検出機開発による生産性向上と品質向上 10,000,000 平成26年6月30日

19 浜嶋酒造合資会社 「鷹来屋」のブランド構築並びに成長戦略の足掛かりとなる設備導入計画 10,000,000 平成26年6月30日

20 株式会社池永セメント工業所
南海トラフ地震への備え自己修復型プレキャストコンクリート杭を使った「環境汚染のない
地盤改良サービス」

15,000,000 平成26年6月30日

21 株式会社平田製作所 中空成型機導入による自動車関連部品の分岐接続ねじ切りの精度と生産性の向上 8,874,100 平成26年7月2日

22 株式会社山忠 形状細分化ラインの導入による海藻加工副産物の有効利用と生産性向上 10,000,000 平成26年7月2日

23 株式会社お菓子のウメダ
県産食材使用の銘菓の、最新角折ピロー包装機導入によるデザイン性・生産性・品質保
持力の向上

8,299,999 平成26年7月4日

24 中津コスモス電機株式会社 密閉型半固定可変抵抗器のデジタル特性検査装置の開発及び、倍速検査の実現 10,000,000 平成26年7月16日

25 株式会社デンケン 半導体開発における断面解析技術構築 7,850,000 平成26年7月16日

26 株式会社大阪クリップ 自動機導入による名札表示面・カードケースの品質向上および国内での生産体制の構築 10,000,000 平成26年10月3日

27 スターコックス株式会社 真空射出成形機導入による生産性の向上と新分野受注拡大による雇用の創出 10,000,000 平成26年10月21日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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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 株式会社溝江商店 使用済小型電子機器等の再資源化事業 15,000,000 平成26年8月7日

2 博陽工業株式会社 大梁の現場溶接に対応する開先加工の高能率生産体制の確立 10,000,000 平成26年8月11日

3 株式会社日田精密 ＮＣ型研削盤の導入による、セラミック加工部品に係る新たな需要の獲得 9,876,542 平成26年8月11日

4 吉野食品有限会社 「吉野鶏めし」の具材製造工程改良に伴う設備投資計画 10,000,000 平成26年8月11日

5 エスティケイテクノロジー株式会社 パンチレーザー複合加工機導入による医療機器用薄板金属製品の生産体制構築 15,000,000 平成26年8月11日

6 株式会社昌和 高齢者向けの負担軽減クッション付、転倒抑制機能付き靴下の開発、販売 10,000,000 平成26年8月19日

7 株式会社テオリック 砥石の摩耗部補正による高効率研削加工技術と品質評価の安定性の実現 10,000,000 平成26年8月19日

8 有限会社山本自動車 グローバルジグによる高精度測定並びにフレーム修正効率アップ計画 9,900,000 平成26年8月19日

9 九州プラコート株式会社 新たな排水処理設備の導入による受注増への対応と既存設備の負荷低減の実現 6,666,666 平成26年8月19日

10 有限会社高橋木工製作所 ３次元ルータの導入により木製建具、家具の新しい需要を拓く 10,000,000 平成26年8月19日

11 ニシジマ精機株式会社 付加価値の高い大型製品製造が可能になる五面加工機の導入と販路拡大 10,000,000 平成26年8月19日

12 大分醤油協業組合 ＧＣ－ＭＳを使った自社醤油の香りの特徴解明および商品開発への応用 10,000,000 平成26年8月19日

13 協和包材株式会社 競争力強化のためのＯＳＳによる低コストＥＲＰの構築・導入 8,760,000 平成26年8月19日

14 株式会社トライ・ウッド 新レーザー加工機導入による商品開発及び商品ラインナップの拡充 4,300,000 平成26年8月19日

15 佐伯重工業株式会社 ３００ｔフレームベンダーの導入による作業能力の向上 10,000,000 平成26年8月19日

16 有限会社糀屋本店 独自の冷温乾燥機導入による、糀加工製品の生産性向上及び海外展開 2,258,024 平成26年8月22日

17 型研精工株式会社
韓国式美容針に使用される極細針のプレス加工化と　＂Ｎｅｅｄｌｅ　Ｃｏｇ糸＂製品の開発・
生産・販売

10,000,000 平成26年8月27日

18 株式会社二豊鉄工所 鍛造加工による刃物の製造拠点を目指すための新設備の導入 9,483,000 平成26年8月27日

19 有限会社中村設備工業 ステンレス専用フレキシブル曲げ機の導入による品質向上・コスト低減の実現 7,896,666 平成26年8月27日

20 宝工業株式会社
ＣＮＣ複合機導入による医療・介護機器用等の精密部品製造における高精度・短納期・低
コスト化計画

10,000,000 平成26年8月29日

21 有限会社山梨子産業 ＮＣ機械導入による作業効率の向上に伴う経費削減、受注力の強化 10,000,000 平成26年8月29日

22 有限会社南酒造 焼酎粕を粉末状にまで乾燥させる過熱蒸気式乾燥装置の開発導入 9,474,198 平成26年8月29日

23 有限会社鶴亀フーズ
老舗海苔屋によるレーザーカッティング技術を使った大分海苔（板海苔）へのレーザー（デ
ザイン）加工サービスの開発

2,072,000 平成26年8月29日

24 ウッドプラス中津事業協同組合 里山の林産資源の利活用に資する形態安定化乾燥技術の開発 10,000,000 平成26年8月29日

25 株式会社ますの井 大量集客が可能なスポーツ合宿対応型ホテルの本格的な事業展開 8,333,333 平成26年8月29日

26 有限会社冷熱技研 ＥＣＯ（加水）燃料生成装置試作品製作事業 4,800,000 平成26年8月29日

27 東亜ストリング株式会社 バドミントンガット製造における生産効率３倍を実現する遠赤外線乾燥装置 10,000,000 平成26年8月29日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

交付決定一覧（１次公募二次締切分）
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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 ＫＢツヅキ株式会社 最新型タイングマシン導入による高効率化・低コスト化の推進 7,866,000 平成26年9月3日

29 有限会社安部組 消費者ニーズに応える為の藁綯い（ない）機の改良　及び　製造環境の構築 4,601,785 平成26年9月3日

30 株式会社東陽九州 電磁気現象を利用した高周波焼入れ深さ測定機の開発 10,000,000 平成26年9月3日

31 株式会社ホックス 低コスト小型パルスオキシメータの開発 6,336,000 平成26年9月3日

32 大分ロボケアセンター株式会社
最先端ロボットスーツＨＡＬを活用した新たな健康増進トレーニングと福祉サービスの提供
及び長期滞在型

6,792,859 平成26年9月3日

33 ゆうび株式会社 ルート回収支援並びに顧客管理システムを搭載した計量器付きパッカー車の開発 10,000,000 平成26年9月3日

34 株式会社コイシ 土木工事測量における３次元活用基盤“使える３次元”の開発と標準化構築 9,774,293 平成26年9月9日

35 有限会社ホウザキ 東陽式自動切断機及び自由曲機導入による鉄筋加工の効率化・量産化の実現 10,000,000 平成26年9月9日

36 株式会社コスモ 船舶艤装床材を対象とした作業環境を改善する軽量モルタルの開発 5,666,600 平成26年10月2日

37 神崎鉄工株式会社 小型加工マシン・全自動ワーカー導入による、軽量小型部門への新分野進出について 10,000,000 平成26年10月10日

38 ワイエイシイ株式会社 フレッシュカット野菜の洗浄方法および廉価版装置の開発 7,200,000 平成26年10月15日

39 株式会社トライテック 軟弱地盤補強用「穿孔用ビット」の開発、実用化 7,000,000 平成26年10月21日

40 志村製材有限会社 バイオ乾燥機を活用した長期保存木材の製造及び開発 9,077,998 平成26年10月21日

41 株式会社ゼロテクノ 石炭灰から採取する微粒子粉末の高付加価値化とその手法の確立 1,777,600 平成26年10月21日

42 有限会社ＢＧＯ 週末農業・レジャー農業に最適な電動ビークルの開発 6,600,000 平成26年10月28日
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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 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 15,000,000 平成26年10月24日

2 合資会社藤澤精麥工場 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 10,000,000 平成26年10月31日

3 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 10,000,000 平成26年10月31日

4 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 10,000,000 平成26年10月31日

5 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 10,000,000 平成26年11月6日

6 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 10,000,000 平成26年11月6日

7 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 10,000,000 平成26年11月6日

8 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 15,000,000 平成26年11月6日

9 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 10,000,000 平成26年11月6日

10 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 5,156,592 平成26年11月6日

11 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 10,000,000 平成26年11月6日

12 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 10,000,000 平成26年11月6日

13 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 1,933,331 平成26年11月10日

14 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 10,000,000 平成26年11月13日

15 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 10,000,000 平成26年11月13日

16 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

10,000,000 平成26年11月13日

17 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 15,000,000 平成26年11月13日

18 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

9,933,332 平成26年11月13日

19 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 9,333,333 平成26年11月13日

20 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 4,986,000 平成26年11月13日

21 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 10,000,000 平成26年11月18日

22 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 10,000,000 平成26年11月20日

23 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 7,400,000 平成26年11月20日

24 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 4,000,000 平成26年11月20日

25 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 10,000,000 平成26年11月20日

26 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 10,000,000 平成26年11月20日

27 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 10,000,000 平成26年11月20日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

交付決定一覧（２次公募分）
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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 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 10,000,000 平成26年11月21日

29
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

7,276,000 平成26年11月25日

30 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 3,096,666 平成26年11月25日

31 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 10,000,000 平成26年11月25日

32 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 10,000,000 平成26年11月25日

33 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 10,000,000 平成26年11月27日

34 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

12,000,000 平成26年11月27日

35 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 10,000,000 平成26年11月28日

36 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 10,000,000 平成26年11月28日

37 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 10,000,000 平成26年11月28日

38 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 10,000,000 平成26年11月28日

39 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 14,030,000 平成26年11月28日

40 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 3,999,000 平成26年11月28日

41 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 15,000,000 平成26年12月1日

42 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 10,000,000 平成26年12月1日

43 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 9,601,333 平成26年12月1日

44 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 9,235,000 平成26年12月1日

45 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 7,603,330 平成26年12月3日

46 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 10,000,000 平成26年12月8日

47 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 6,022,659 平成26年12月18日
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