
平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

採択案件一覧（７８件）

（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2844110001 大分県 由布合成化学株式会社 9010801012382
オリンピック需要に対応するための生産性の向上と競争力
の強化

商工組合中央金庫

2 2844110002 大分県 株式会社新日本テスコム 1320001004586
車載型地中探査レーダーシステム導入による地域インフラ
への貢献

大分銀行

3 2844110006 大分県 株式会社みらい蔵 8320001009629
農産物の栄養素や食品添加物、残留農薬検査等の検査
機能の充実

大分銀行

4 2844110007 大分県 有限会社小野自動車工場 4320002011075 高精度修復による顧客満足度の向上 ＳＯＨビジネスパートナー

5 2844110008 大分県 株式会社ムクノ 1290801015134
こだわりイチジク加工食品の量産体制・品質管理体制の整
備事業

中津市しもげ商工会

6 2844110009 大分県 有限会社カネサダ横尾木工所 9320002019097
杉板と異素材による新商品『虹彩杉』の品質向上・製造効
率化事業計画

日田商工会議所

7 2844110010 大分県 有限会社嶋屋商店 8320002020683 最新鋭の製材機導入による生産倍増計画 西日本シティ銀行

8 2844110011 大分県 大分電子工業株式会社 1320001008348
ＩｏＴ機能を搭載した革新的な多機能ロボットを使用した半
導体製造装置を開発し製造業を日本に取り戻す

税理士法人大分綜合会計事務所

9 2844110013 大分県 株式会社トライテック 8320001004027 溶射用ロボット導入による生産性の向上 大分銀行

10 2844110018 大分県 株式会社古川製菓 6320001009093 地産食材を使用した、月うさぎブランド向上計画 公益財団法人大分県産業創造機構

11 2844110019 大分県 有限会社コスモハイテク 4320002019069 最新式射出成形機の導入で生産性向上を達成する 日田信用金庫

12 2844110021 大分県 有限会社小野信自動車 7320002007608
真の「ワンストップ事故対応サービス」確立及び顧客満足
度向上計画

由布市商工会

13 2844110022 大分県 広陵木材株式会社 8320001005611
最新型リップソー機械の導入で自社経営拡大と業界全体
の生産性向上を実現する

公益財団法人大分県産業創造機構

14 2844110023 大分県 特殊基礎建設株式会社 3320001001945
県内唯一の大型杭打機所有会社での増車による顧客満足
度の拡大

大分みらい信用金庫

15 2844110024 大分県 有限会社平山商会 7320002005735
環境に配慮したエコで作業効率のよい、自動車整備システ
ムの構築

公益財団法人大分県産業創造機構

16 2844110025 大分県 トーエイ商工有限会社 2320002004700
ＦＲＰの新活用法を提案し、自社の経営発展と社会の進歩
発展に貢献する

豊和銀行

17 2844110026 大分県 ゆうび運輸有限会社 6320002002089
物流倉庫内ナビゲーションシステムの導入による倉庫サー
ビス提供プロセス改善及び付加価値向上

大分県信用組合

18 2844110027 大分県 株式会社ブライテック 2320001003117
ベクトル磁気特性可視化装置の磁気センサ小型化による
販路拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

19 2844110031 大分県 有限会社おかしの羽田 4320002018252
ソフト＆ハード２種類の“ＨＡＤＡバウム”の商品開発および
“シズル感”を高める店舗リニューアルによる付加価値向上

大分県信用組合

20 2844110032 大分県 大分みそ協業組合 4320205000008
味噌仕込みタンク自動洗浄装置の導入による作業環境の
改善・品質の向上・コスト削減による収益性の向上

大分銀行

21 2844110037 大分県 株式会社新和産業 7320001010604
海外展開を見据え、顧客ニーズと欧米人の足のサイズに
フィットする「Ｈｉｔａ－Ｆｉｔ－Ｇｅｔａ」用木地等の内製化・販路拡
大の実現

公益財団法人大分県産業創造機構

22 2844110038 大分県 有限会社髙倉園茶舗 9320002004272
商標登録商品等ラインナップ拡充による総合ブランド「高倉
ん茶」の確立

大分信用金庫

23 2844110051 大分県 株式会社北田金属工業所 1150001004810 新規設備導入による受注拡大及び生産性向上 公益財団法人大分県産業創造機構

24 2844110052 大分県 有限会社糀屋本店 8320002016632
糀の粉末処理方法を一新し、品質向上、糀マーケットの拡
大を目指す

公益財団法人大分県産業創造機構

25 2844110053 大分県 大分醬油協業組合 6320205000006
ハクリボトルに対応したシュリンクラベル自動装着機の導
入による製造能力・製造効率の向上

大分銀行

26 2844110056 大分県 有限会社かぼす本家 5320002011157
かぼすを使った調味料やジャムの高品質製造及び梱包作
業の効率化

大分みらい信用金庫

27 2844110060 大分県 三保醬油株式会社 3320001006606
自動充填機導入による生産効率及び生産性向上を図る機
械設備刷新

大分みらい信用金庫

28 2844110064 大分県 株式会社九州エアーテック 2320001010253
マルチ多孔サイクロンと省エネノンエアーバグフィルターの
開発と販売

公益財団法人大分県産業創造機構

29 2844110067 大分県 株式会社オーケーガス・ウチダ 5320001000680
バルク貯槽２０年更新体制構築のための残ガス回収設備
投資計画

林会計事務所

30 2844110069 大分県 シェルエレクトロニクス株式会社 8320001001338
生産管理システム導入による生産プロセス強化で、競争力
の強化、受注拡大、収益向上

公益財団法人大分県産業創造機構
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

31 2844110070 大分県 有限会社大光電気 1320002004016 ドローンを用いた３次元計測・情報化施工サービスの提供 大分県信用組合

32 2844110072 大分県 株式会社システムサポート 5320001009697 目で見せる革新的三次元測量技術による市場拡大事業 豊後大野市商工会

33 2844110078 大分県 高橋印刷所  
製版プロセスの改善による納期短縮と提案型印刷事業へ
の転換事業

大分みらい信用金庫

34 2844110082 大分県 ケイシン工業株式会社 3320001010764 バリ取りロボットシステム導入による製造環境向上事業 中津市しもげ商工会

35 2844110084 大分県 有限会社竜田自動車 4320002010531
「スポット溶接機」導入による板金作業効率化および技能
伝承

豊和銀行

36 2844110089 大分県 有限会社坂本工芸 2320002018832
木工・布張り技術の高度化で取り組む「木で育むキッズ
コーナー」事業

日田信用金庫

37 2844110094 大分県 安永醸造有限会社 9320002015518
１３０年伝承された味を守り伝える為の環境設備と新規顧
客の開拓

公益財団法人大分県産業創造機構

38 2844110095 大分県 株式会社ホーシン 6120001157598
製品の品質をより向上させるＡＩを活用した生産システムの
構築

商工組合中央金庫

39 2844110096 大分県
ロイヤルクリーナー株式会社リファ
イン大分

7320001009860
欠品商品をなくす為の設備投資で顧客満足度の向上を図
る！

大分みらい信用金庫

40 2844110098 大分県 株式会社池永セメント工業所 9320001000495
勘、経験、感覚に左右される杭打ちをＩｏＴ、ＡＩ、ロボットの
活用により信頼性の向上と省力化を目指す

豊和銀行

41 2844110100 大分県 株式会社藤伸 9320002015971
最新式開先加工機の導入で鉄骨加工工程の生産性向上
を達成する

加藤税理士事務所

42 2844110102 大分県 株式会社富士昭 8320001002402
鉄筋切断の作業負担を改善し、生産能力を向上する鉄筋
自動切断機の導入

大分銀行

43 2844110106 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
高機能コイリングマシン導入による成形精度の向上と生産
体制の確立

大分銀行

44 2844110108 大分県 明大工業株式会社 4320001006613
３次元計測機入替による技術の効率化とＩＣＴ技術開発等
による競争力強化

公益財団法人大分県産業創造機構

45 2844110111 大分県 有限会社イチマルカンツー工業 6320002000984
特殊コンクリート工事対応の切断機器導入による作業効率
改善及び生産性の向上

大分銀行

46 2844110115 大分県 株式会社水元 9320001009264
寒冷地へ水産物の遠距離輸送を可能とする加温設備を搭
載した活魚輸送車両の導入

大分銀行

47 2844110116 大分県 株式会社末宗組 8320001007657
ＩＣＴ技術を活用したＭＧ敷均・転圧管理システム導入によ
る生産性の向上

大分銀行

48 2844110118 大分県 大分共栄興産株式会社 7320001000134
受注システム導入による自社の業務効率化と関係会社の
営業力強化

大分銀行

49 2844110120 大分県 九州プラコート株式会社 6320001010316 静電粉体塗装設備の導入による生産性及び品質の向上 大分銀行

50 2844110121 大分県 株式会社石井工作研究所 5320001000499
測定効率向上、複雑形状測定、高精度測定の要求に対応
する三次元測定機の導入

大分銀行

51 2844110124 大分県 藤栄建設株式会社 5320001009037
サンドブラスト工法とＩＴを活用した道路維持補修システム
の構築による効率化と差別化の実現

佐伯市番匠商工会

52 2844110128 大分県 株式会社戸高製作所 9320001002863
三次元測定機の有効活用による生産性の向上と新規受注
の拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

53 2844110131 大分県 株式会社テクノコンサルタント 5320001001844
非破壊検査の現場を安全かつ費用対効果に貢献するド
ローンの導入

公益財団法人大分県産業創造機構

54 2844110132 大分県 株式会社東洋メカテック 6320001008112
最新型マシニング導入に伴う新分野からの受注拡大と技
術者の育成

公益財団法人大分県産業創造機構

55 2844110133 大分県 やよい整骨院  
スポーツ障害リスクのスクリーニング（選別）的診断技術確
立事業

佐伯市番匠商工会

56 2844110134 大分県 ソフトウッドジャパン河野株式会社 7320001014852 ＮＣ切断機の導入による生産性・安全性・収益力の向上 佐伯市番匠商工会

57 2844110137 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065
大型立旋盤機（ＣＮＣターニングセンター）の導入による生
産性向上と販路拡大の実現

公益財団法人大分県産業創造機構

58 2844110138 大分県 ＬＦＳ株式会社 5320001014516
焼酎用壺の量産用焼成機の導入による生産性の向上と大
量生産体制の構築

大分銀行

59 2844110150 大分県 髙瀬水産有限会社 2320002016951
設備導入による陸上養殖環境の改善及び新たなブランド
ふぐの開発

佐伯市あまべ商工会

60 2844110154 大分県 株式会社小松酒造場 8320001008176
地元の酒米と希少な白麹を使用した新清酒の開発による
ブランドの確立

大分銀行

61 2844110156 大分県 豊肥建機有限会社 6320002018589 「低コスト高精度特急修理サービス」の展開事業 豊後大野市商工会
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

62 2844110157 大分県 有限会社大分サーバー 1320002008124 どこでも誰でもかんたん競技タイム計測セット 大分銀行

63 2844110160 大分県 株式会社クニナリ 1320001008918
高精度インテリジェント五軸複合マシンと既存工作機械融
合による生産高度化事業

公益財団法人大分県産業創造機構

64 2844110161 大分県 有限会社重末デンタルラボラトリー 8320002009594
新型切削加工機導入による生産性向上及び高付加価値
製品の創出

大分ベンチャーキャピタル株式会社

65 2844110164 大分県 ダイエーコンサルタント株式会社 2320001007670
ＵＡＶ搭載型レーザー計測システムによる生産性向上と高
品質化測量

税理士法人アップパートナーズ

66 2844110169 大分県 株式会社イマジン 9320001000545
商品企画開発力を最大限に生かす、地方色豊かな食品
メーカー事業への参入

公益財団法人大分県産業創造機構

67 2844110170 大分県 ホンダ繊維株式会社 8320001010958
自動車業界向けフルオーダーユニフォーム製造における
九州一の短納期と品質の実現

大分銀行

68 2844110172 大分県 株式会社サンクローバ 8120001064272
新機能素材ＢＲＥＥＺＥ／ＴＥＸを用いた過酷な環境に対応
し得る新機能ウェア（ボティプロテクトウェア）の開発

株式会社ダイワマネジメント

69 2844110176 大分県 株式会社アリープ 9030001083594
自然美健康サポート食品「小麦若葉パウダー＆生体水」の
開発・商品化

遠山コンサルオフィス遠山純夫

70 2844110181 大分県 株式会社ヤマジン 2320001009147
最新設備増設による製造環境の改善と売上拡大及び雇用
の促進

佐伯市あまべ商工会

71 2844110182 大分県 有限会社マルサン商店 5320002017278 干物バラエティパック商品の拡大 佐伯市あまべ商工会

72 2844110185 大分県 有限会社中宮商店 1320002017059 ガス充填パック機導入によるしらすパックの生産向上 佐伯市あまべ商工会

73 2844110186 大分県 合同会社漁村女性グループめばる 6320003001544
設備導入によるごまだし製造能力向上及び新商品による
ごまだし消費の拡大

佐伯市あまべ商工会

74 2844110187 大分県 有限会社富城物産 8320002004876
最新設備導入による顧客満足度向上と新規顧客層への販
路開拓事業

佐伯市あまべ商工会

75 2844110191 大分県 有限会社エイコー印刷 7320002010792
自動調色システム（ＣＣＭ）導入による業務効率向上化計
画

大分銀行

76 2844110192 大分県 有限会社ツルタ精密 8320002007540 ロボット分野本格参入のための設備導入 公益財団法人大分県産業創造機構

77 2844110195 大分県 有限会社山村木工所 4320002007040
切削加工機で挑戦する「木で子供を育む室内遊具」の開
発・製造事業

大分みらい信用金庫

78 2844110196 大分県 ヤクト株式会社 9120101053471
捕獲～消費までを手掛ける狩猟ビジネス、ペットフードの製
造と販路拡大

公益財団法人大分県産業創造機構
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