
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 大成木材株式会社 効率的な素材生産のための高性能林業機械（多機能フェラーバンチャ）の導入 10,000,000 平成27年7月31日

2 株式会社中川機器製作所 ＨＩＮＧＥ－ＲＥＩＮＦ ＡＳＳＹ＿ＬＨの量産化に向けた溶接ロボットシステムの構築 10,000,000 平成27年7月31日

3 株式会社スミテック 次世代ＣＮＣパイプ曲げ機の導入による原価コスト低減と納期短縮の実現 10,000,000 平成27年8月4日

4 株式会社岩田鐵工所 我が国の社会インフラ整備に貢献する６ｍ超長尺ロール加工技術開発事業 10,000,000 平成27年8月4日

5 有限会社髙畠装業 自動縁貼り加工機導入による生産スピード・製品品質の向上 10,000,000 平成27年8月4日

6 有限会社野村 新鋭刺繍機の導入による革新的デザイン開発と新ブランド立ち上げ 4,000,000 平成27年8月5日

7 サクラグラフィック 天候・環境不問の屋外ペイント「貼る３Ｄアート」制作販売事業 3,406,666 平成27年8月10日

8 株式会社高嶋産業 ３次元ルーター導入による店舗用商品開発及び量産性の向上計画 7,800,000 平成27年8月10日

9 有限会社亀の甲 転倒殺菌装置および連結する急冷設備導入による進化した甘酒製造ラインの構築 10,000,000 平成27年8月11日

10 フンドーキン醤油株式会社 微酸性電解水での製造器具類の殺菌による製造環境の改善 10,000,000 平成27年8月11日

11 株式会社ホックス 電子部品手挿入作業の自動化（ロボット化）による生産効率ＵＰ 10,000,000 平成27年8月17日

12 株式会社クニナリ 最新鋭のフレキシブルバリ取り機の導入による生産性向上・作業者負担低減の実現 10,000,000 平成27年8月19日

13 宇佐パン粉有限会社 フルオート色彩選別機の導入による生産効率アップで新商品の販路拡大を実現 10,000,000 平成27年8月19日

14 株式会社環境整備産業 パーフェクトな機密文書溶解システム事業の構築 10,000,000 平成27年8月19日

15 三信産業株式会社 安全で安心できる“仮設資材の再生整備技術”および“整備請負事業”の開発 10,000,000 平成27年8月19日

16 株式会社佐々木精工 最新鋭横型マシニングセンタ導入による生産性向上と新分野への販路拡大 10,000,000 平成27年8月19日

17 株式会社生島煙火 完全自社製品による花火ショーの実現と自社ブランド力の強化 8,685,184 平成27年8月19日

18 二豊液化ガス協同組合 配送システム導入及び容器共有化による効率化 1,183,332 平成27年8月20日

19 大分電子工業株式会社 画像寸法自動測定器導入による生産性向上・短納期・品質向上の実現 3,200,000 平成27年8月20日

20 佐伯印刷株式会社 全自動４クランプ無線綴機の導入による生産性向上・コスト低減の実現 5,530,000 平成27年8月21日

21 由布合成化学株式会社 ガラス製部品のプラスチック化による生産性の向上と他社との差別化 10,000,000 平成27年8月26日

22 有限会社アサヒ産業 荷役機構の改善における物流システムの効率化について 10,000,000 平成27年8月26日

23 株式会社三浦造船所 ３００ｔフレームベンダーの設備投資によるコスト削減と生産性向上 10,000,000 平成27年8月26日

24 株式会社トライ・ウッド ＮＣルーター木材加工機による新規商品開発 10,000,000 平成27年8月26日

25 木本機器工業株式会社 マシニング加工機及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による製品コスト低減と短納期化 10,000,000 平成27年8月26日

26 エスティケイテクノロジー株式会社
車載半導体製品信頼性評価（ＡＥＣ－Ｑ１００：車載用信頼性の世界基準の規格）ライン構
築

4,900,000 平成27年8月26日

27 株式会社デンケン デジタル加工技術導入による航空機・ＪＲ産業他への新規参入 10,000,000 平成27年8月26日
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28 浜嶋酒造合資会社 大分県産の酒米新品種「吟のさと」を使用した最高級酒の開発販売 10,000,000 平成27年8月26日

29 株式会社平田製作所
ワイヤー放電加工機導入により、精度が高く複雑な加工を行い、顧客からの信認を勝ち
得る

8,866,666 平成27年8月26日

30 有限会社二反田醤油店中津工場 「三年熟成・醤油もろみ」の為の「ＦＲＰ製・半地下諸味発酵槽」設置 6,046,000 平成27年8月26日

31 ベストリビング株式会社
職人中心の生産手法の変革を目的とした、全自動ランニングソー導入による木取作業の
効率化

10,000,000 平成27年8月26日

32 株式会社ケイ・エス・ケイ 半導体やＬＥＤ等を製作する金型部品加工用機械（成形研削盤）の改良 9,274,600 平成27年8月26日

33 お菓子の家えいらく 玖珠産の米粉を１００％使用した米の風味豊かな洋菓子の開発及び販売 6,933,330 平成27年8月26日

34 株式会社インタフェース 製品の耐環境性対策のためのコーティング装置導入 10,000,000 平成27年8月27日

35 豊洋精工株式会社 高測定精度を有した測定機導入による品質保証体制の確立と作業者負担低減の実現 10,000,000 平成27年8月27日

36 株式会社ブライテック ３次元ワイヤリングＣＡＤを活用した見える化による制御盤の品質・生産性向上 10,000,000 平成27年8月27日

37 有限会社光電 横型の船舶用ベンチレーター製造事業に進出する為の試作開発 6,960,000 平成27年8月27日

38 株式会社大阪クリップ
自動立体印刷機・ハイサイクル専用射出成形機導入による『定規』生産の国内回帰及び
立体印刷を用いた新商品開発

10,000,000 平成27年8月27日

39 スターコックス株式会社 小型射出成形機導入による少量多品種製品受注とその対応及び省エネによるコスト削減 9,533,333 平成27年8月27日

40 本野はきもの工業 日田下駄製造にＮＣルータ機を導入し、前工程内製化と、多品種少量生産対応を図る 10,000,000 平成27年8月28日

41 株式会社フジヤマ時計店 設備導入による効率的・高品質な時計修理販売事業「修理マイスター」の展開 6,010,000 平成27年8月28日

42 弥生石材株式会社 簡易移動式破砕設備導入によるコンパクト型生産プロセスへの刷新 10,000,000 平成27年8月28日

43 株式会社東洋メカテック 新規設備導入及び検査体制の充実による受注体制の構築と成長戦略 10,000,000 平成27年8月28日

44 株式会社髙瀬文夫商店 蒲鉾板検査工程への画像検査装置の導入による生産プロセスの革新 7,600,000 平成27年8月28日

45 株式会社小畑商店 最新設備の導入による塩干品製造の効率化と販路拡大による雇用促進 10,000,000 平成27年8月31日

46 二豊醤油協業組合 小ロット多品種製造に対応した迅速分析システムの確立による生産性向上 10,000,000 平成27年9月1日

47 神崎鉄工株式会社 建築物の強度を高めるノンスカラップ工法のための設備導入 10,000,000 平成27年9月1日

48 株式会社三洋産業
コーヒーフィルターの製造から出荷までの生産管理システム及び設備導入による売上２倍
計画の実現

10,000,000 平成27年9月1日

49 二豊味噌協業組合 希少原料を使用可能にする新たなだし入りみそ加熱殺菌装置の導入 10,000,000 平成27年9月2日

50 株式会社村ネットワーク 地域特産物を利用した高付加価値型乾燥粉末製造事業 10,000,000 平成27年9月2日

51 有限会社中野酒造 火入れをしていないフルーティーな「生原酒」の通年製造販売の取組 9,986,666 平成27年9月2日

52 草屋本舗株式会社 圧縮膨潤化技術を使用した膨潤発酵飼料の試作開発 10,000,000 平成27年9月3日

53 平和商事株式会社 カレンダー印刷用自動めくり機新規開発事業 9,827,160 平成27年9月3日

54 株式会社ヤマジン 最新冷風乾燥設備の増設による生産性向上と雇用促進 10,000,000 平成27年9月3日

55 加藤工業株式会社 小規模建設事業者向け経営情報提供システム「Ｃ－ＢＳＰＬ会計」の開発、事業化 4,580,776 平成27年9月7日
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56 企業組合オフィスケイ おんせん県大分における多言語対応観光サービスの事業化 7,868,253 平成27年9月7日

57 ウッドプラス中津事業協同組合 集成材製造工程の革新とデザイン・インによる高付加価値木質材料の開発 10,000,000 平成27年9月8日

58 株式会社池永セメント工業所 地盤改良した土地の強さを「見える化」する。 5,136,485 平成27年9月8日

59 シェルエレクトロニクス株式会社 脊髄損傷者等患者向け自己導尿支援及び局部観察装置の製品版の開発 9,999,999 平成27年9月9日

60 エム・シー通商株式会社 品質の「見える化」を伴ったフォークリフトバッテリー再生サービスの他地域展開 9,066,666 平成27年9月9日

61 株式会社井上酒造 「角の井」ブランドの向上にむけた設備投資 9,000,000 平成27年9月9日

62 株式会社日本ピット 労働コスト削減を目標とした排水用側溝内を自動清掃ロボットの開発 7,035,000 平成27年9月10日

63 株式会社トライテック 出銑口面削り装置の開発 4,049,065 平成27年9月14日

64 有限会社古山乳業 牛乳製造の品質向上に向けた設備投資 9,333,333 平成27年9月14日

65 株式会社みらい蔵 各種監視装置による農産物栽培リアルタイムサポートシステムの開発 5,540,000 平成27年9月15日

66 大分プラント工業株式会社 全天候型塗装場設備（移動屋根・門型クレーン）の導入による生産性及び品質の向上 10,000,000 平成27年9月15日

67 アーカイブ技術研究所株式会社 情報発信者が安心で使いやすいクラウド活用の情報回覧サービスの提供 5,200,000 平成27年9月24日

68 ヘルメット潜水株式会社 ウェットスーツ用特殊素材を使用した防水バッグの試作開発 8,150,000 平成27年9月30日

69 株式会社太田旗店 デジタル印刷の製品カテゴリー拡大と印刷品質の安定強化と製造環境改善 6,835,860 平成27年9月30日

70 株式会社フロントエンド 職場の耐震化を推進する「耐震ＥＸマット工法」事業の技術基盤の確立 5,901,066 平成27年10月1日

71 株式会社はなはな 歩行障害者のためのオーダーメイドの筋力トレーニングの事業化 8,620,244 平成27年10月1日

72 有限会社ジェットコーポレーション 店舗の人気メニューを全国へ！県産材使用レトルト商品の開発と提供 7,204,628 平成27年10月1日

73 株式会社キューメイ研究所 血栓症診断薬の効率的製造方法の開発 10,000,000 平成27年10月7日

74 株式会社戸高製作所
高速主軸マシニングセンターの導入による半導体検査装置部品等の短納期、低コスト化
と受注力の強化

10,000,000 平成27年10月26日

75 中央発条工業株式会社 フラットリング成形機導入による高精度加工と生産性向上の実現 10,000,000 平成27年10月29日
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1 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 10,000,000 平成27年10月26日

2 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 10,000,000 平成27年10月27日

3 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 8,666,000 平成27年10月28日

4 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 8,000,000 平成27年10月28日

5 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

10,000,000 平成27年11月4日

6 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 1,886,666 平成27年11月5日

7 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 10,000,000 平成27年11月6日

8 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 9,900,000 平成27年11月9日

9 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 10,000,000 平成27年11月9日

10 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 10,000,000 平成27年11月9日

11 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 3,400,000 平成27年11月9日

12 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

9,010,100 平成27年11月9日

13 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 4,066,660 平成27年11月9日

14 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

10,000,000 平成27年11月10日

15 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

10,000,000 平成27年11月13日

16 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 4,683,000 平成27年11月13日

17 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 10,000,000 平成27年11月13日

18 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 10,000,000 平成27年11月13日

19 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 5,800,000 平成27年11月13日

20 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 10,000,000 平成27年11月13日

21 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 8,000,000 平成27年11月16日

22 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 6,333,333 平成27年11月16日

23 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 10,000,000 平成27年11月17日

24 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 10,000,000 平成27年11月19日

25 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 10,000,000 平成27年11月19日

26 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 10,000,000 平成27年11月19日

27 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 5,292,000 平成27年11月19日
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28 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 9,600,000 平成27年11月19日

29 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 10,000,000 平成27年11月19日

30 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 5,579,999 平成27年11月19日

31 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 10,000,000 平成27年11月19日

32 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 10,000,000 平成27年11月27日

33
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 9,806,666 平成27年11月27日

34 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 10,000,000 平成27年11月30日

35 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 10,000,000 平成27年11月30日

36 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 10,000,000 平成27年12月1日

37 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 10,000,000 平成27年12月1日

38 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 3,960,000 平成27年12月1日

39 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

10,000,000 平成27年12月1日

40 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 2,946,000 平成27年12月1日

41 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 4,800,000 平成27年12月1日

42 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 10,000,000 平成27年12月1日

43 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 9,910,666 平成27年12月1日

44 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 10,000,000 平成27年12月2日

45 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 10,000,000 平成27年12月2日

46 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 8,160,933 平成27年12月2日

47 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 4,980,000 平成27年12月2日

48 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 9,135,800 平成27年12月2日

49 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 5,000,000 平成27年12月2日

50 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 10,000,000 平成27年12月2日

51 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 10,000,000 平成27年12月2日

52 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 7,900,000 平成27年12月3日

53 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 6,666,666 平成27年12月4日

54 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 10,000,000 平成27年12月4日

55 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 10,000,000 平成27年12月4日
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56 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 9,666,666 平成27年12月4日

57 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 9,657,000 平成27年12月4日

58 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。 9,695,999 平成27年12月4日

59 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 10,000,000 平成27年12月4日

60 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 10,000,000 平成27年12月4日

61
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 5,199,999 平成27年12月4日

62 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

10,000,000 平成27年12月4日

63 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 2,100,000 平成27年12月8日

64 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 10,000,000 平成27年12月8日

65 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 10,000,000 平成27年12月8日

66 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 6,220,000 平成27年12月11日

67 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 10,000,000 平成27年12月11日

68 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 8,660,000 平成27年12月11日

69 有限会社東信研磨 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 10,000,000 平成27年12月11日

70 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 2,666,000 平成27年12月14日

71 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 4,666,666 平成27年12月15日

72 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 3,824,374 平成27年12月25日

73 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 10,000,000 平成28年1月14日
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