
公募回          ： １次公募 （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 2944110001 大分県 有限会社アサヒ産業 1320002016309
製鋼原料製造プロセス効率化の為のマグネット吸着機
構のスケールアップ化について

佐伯商工会議所

2 2944110005 大分県 有限会社オノモーターズ 9320002001690
安心安全なクルマ社会の実現に向けたＡＳＶ（先進安
全自動車）のメンテナンス専門整備工場づくり

株式会社豊和銀行

3 2944110006 大分県 由布合成化学株式会社 9010801012382
最先端技術の導入による、レーザー市場拡大への効果
的な生産対応

株式会社商工組合中央金庫

4 2944110007 大分県 株式会社野上製材 3320001011523 最新乾燥機導入により販路拡大、新商品開発 オガウチ税理士法人

5 2944110008 大分県 海崎クレーン株式会社 3320002016513
クレーン女性チームのサービス体制確立と雇用・販路
の拡大に向けた攻めの営業戦略

株式会社大分銀行

6 2944110010 大分県 地方卸売市場株式会社高田魚市場 3320001007827
地域伝承“手打ち天”から派生する地産品を使ったギ
フト向け商品開発および付加価値向上

大分県信用組合

7 2944110011 大分県 佐伯印刷株式会社 4320001001168
オンデマンド印刷による多品種小ロット出版を可能に
する自動折り機の導入

公益財団法人大分県産業創造機構

8 2944110012 大分県 幸設備工業株式会社 3320001004741
ＩＯＴを活用した水道メーターの自動検針および見守
りサービスの提供

大分県信用組合

9 2944110013 大分県 帝国カーボン工業株式会社 8010001023181
鉄道関連部材（スリ板）等検査の高精度化・省力化・
標準化に資する最新鋭画像寸法測定器の導入

公益財団法人大分県産業創造機構

10 2944110014 大分県 大分もやし協業組合 1320005001349
ＡＩ画像検査による自動識別とロボットによる自動選
別ライン導入

公益財団法人大分県産業創造機構

11 2944110015 大分県 株式会社平田製作所 8320001008309
半導体製造装置部品の生産体制改善による短納期化及
び大型部品製作計画

株式会社エフアンドエム

12 2944110016 大分県 有限会社森川精機 2320002006886
半導体製造装置向け部品等の高精度化と生産性向上の
ための工程革新

株式会社エフアンドエム

13 2944110017 大分県 有限会社中野酒造 3320002015366
洗米・米蒸工程における酒質向上によるブランディン
グの強化

大分県商工会連合会

14 2944110019 大分県 ケイ・デザイン
「開閉式自立杖」（立てられる杖）の商品化（量産
化）の為の試作

公益財団法人大分県産業創造機構

15 2944110020 大分県 株式会社久家本店 2320201000302
消費者ニーズに応える高品質な清酒・焼酎の安定生産
に向けた製造環境の改善

大分信用金庫

16 2944110021 大分県 株式会社三井エアーテック 6320001002643
ステンレスダクト製造工程へのロボット導入による生
産性向上と高品質化

株式会社大分銀行

17 2944110024 大分県 有限会社黒木製材所 8320002016616
自動送材装置導入によるワンオペレーション化と生産
性向上

株式会社大分銀行

18 2944110026 大分県 大分デバイステクノロジー株式会社 8320001002724 ＥＶ向けパワーモジュールパイロットラインの構築 公益財団法人大分県産業創造機構

19 2944110027 大分県 浜嶋酒造合資会社 8320003001162
増産体制確立及び品質安定化による海外展開（市場拡
大）戦略

株式会社大分銀行

20 2944110029 大分県 株式会社ＲＥＣＯＴＥＫ 8320001013028
重水素の電気分解熱ヒーターを使った新しいハウス加
熱システムの開発

公益財団法人大分県産業創造機構

21 2944110031 大分県 株式会社なる良 4320201000127
「フラットカーテン加工機」のＩＴ化による生産性と
縫製技術の向上。

株式会社大分銀行

22 2944110032 大分県 宇佐パン粉有限会社 9320002013744
小型ベルトコンベア方式色彩選別機導入による生産性
向上及び新商品の販路拡大を実現

株式会社大分銀行

23 2944110033 大分県 株式会社クリア水産 7320201000594
大分の水産物を世界の市場へ　世界基準の衛生・危機
管理体制の確立

公益財団法人大分県産業創造機構

24 2944110034 大分県 有限会社安東工業所 3320002016298
最新レーザー加工機導入での生産性向上、新技術導入
での競争力強化

株式会社伊予銀行

25 2944110036 大分県 愛宕自動車工業株式会社 6320001010679 切断機導入により、切断工程・生産工程の改善と工程
短縮

公益財団法人大分県産業創造機構

26 2944110039 大分県 有限会社大清解体 3320002004063
マルチ解体ニブラ・クランプアーム導入による付加価
値及び作業効率の飛躍的向上

株式会社豊和銀行

27 2944110040 大分県 東亜コンサルタント株式会社 2320001001871
Ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを活用した、土木施設
の維持管理及び防災減災に対する企画計画・調査設計

株式会社大分銀行

28 2944110041 大分県 株式会社フードコミニュケーション・絆 4320001007306
常温商品「やわらか干物」の全国展開に向けた生産プ
ロセス改善事業

大分県商工会連合会

29 2944110042 大分県 株式会社大阪クリップ 9120001019283
学童向け筆入れの新色展開に伴う短納期要求に対応し
た生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

30 2944110044 大分県 トーヨー木材工業株式会社 4320001001936 自動釘打ち機の導入による生産性・品質・収益力の向
上

株式会社大分銀行

31 2944110045 大分県 有限会社ディスプレイ大分 9320002008629
ウレタン樹脂加工導入による顧客満足並びに販路開拓
に向けた取り組み

大分県信用組合

32 2944110046 大分県 今日新聞社
美しくスピーディーな紙面へ　～　泉都・別府より世
界への情報発信

公益財団法人大分県産業創造機構

33 2944110047 大分県 株式会社センコー企画 6320001001505
３次元データ活用による情報化施工技術の確立と新工
法による施工環境の改善事業

公益財団法人大分県産業創造機構

34 2944110048 大分県 株式会社栄工社 1320001000585 高速・高精度図面出力機導入による生産性の向上 公益財団法人大分県産業創造機構
35 2944110049 大分県 有限会社大東自動車 9320002019741 整備鈑金能力の向上による新たな需要の取込み 宮崎誠
36 2944110050 大分県 株式会社カッターアバンセ 7320001000811 生産性向上に向けた設備投資による廃棄物処理工程の

改善
株式会社北九州銀行

37 2944110051 大分県 株式会社オルゴ 5320001000672
生産性とＣＳ向上のための社内開発システムのクラウ
ド型サービス化

公益財団法人大分県産業創造機構

38 2944110052 大分県 株式会社ビジュアルプロ瞬 9320001004208
無人航空機に依るトータル的運営（ドローンに依る点
検、検査、測量、スクール開校、販売、点検業務）

株式会社大分銀行

39 2944110054 大分県 大喜工業株式会社 1320201000105
手作業を機械化へ。飛躍的な生産性向上のためのＮＣ
ルータ機械導入

株式会社大分銀行

40 2944110055 大分県 株式会社ヤマジン 2320001009147
ＨＡＣＣＰ取得に向けた衛生面の充実と従業員の労働
環境改善

大分県商工会連合会

41 2944110056 大分県 河野電気株式会社 9320001000842
新型タレットパンチプレス導入による生産の安定化及
び、生産プロセスの改善

公益財団法人大分県産業創造機構

42 2944110057 大分県 有限会社カネマン 9320002016516
前日水揚商品の自社ブランド化による新規客層の獲得
と販路拡大

大分県商工会連合会

43 2944110058 大分県
幹事企業：有限会社新貝商店
連携体１：ウッドプラス中津事業協同組合

幹事企業：
4320002020687
連携体１：
8320005008098

販売チャネルの多様化と生産性の向上を目指した新規
設備導入プロジェクト

幹事企業：株式会社西日本シティ銀行
連携体１：株式会社西日本シティ銀行

44 2944110059 大分県 佐々木商店
子供や高齢者、かつ環境に優しい「薄畳」の製造販売
による、新たな事業展開

宇佐商工会議所

45 2944110060 大分県 大分みそ協業組合 4320205000008
米麦原料タンク増設による付加価値商品の対応と競争
力の強化

株式会社大分銀行

46 2944110061 大分県 株式会社スミテック 3320001007661
極小Ｒ対応パイプベンダーの導入による原価コスト低
減と納期短縮の実現

株式会社大分銀行

47 2944110063 大分県 有限会社中宮商店 1320002017059 異物混入ゼロを目指した安心安全な品質管理の実現 大分県商工会連合会

48 2944110064 大分県 有限会社 大洋運輸 3320002015309
高性能粉砕機導入による廃プラスチック再資源化事業
の効率化

大分県商工会連合会

49 2944110065 大分県 別府速見自動車整備協業組合 1320005004459
高性能車で地球を守る。長く高性能車に乗り続けてい
ただく為に。

大分県商工会連合会

50 2944110067 大分県 株式会社井上製材所 4320001010202
自動搬送装置導入によるボトルネック工程の解消及び
収益力向上

大分県商工会連合会

51 2944110068 大分県 株式会社小倉精密 8320001011246
ＩｏＴ対応最新マシニングセンタ導入による生産プロ
セスの改善

公益財団法人大分県産業創造機構

52 2944110069 大分県 有限会社出口クリーニング店 4320002013996 地域初！！個人向け洗濯代行サービスの提供 大分県信用組合

53 2944110071 大分県 株式会社サンウッド 2320001001178
大分県産木材の仕入れから住宅施工までのワンストッ
プ新サービスの構築

株式会社大分銀行

54 2944110072 大分県 大洋印刷紙器株式会社 5320001010829
最新鋭フルオート製本機による、不良品撲滅・新規受
注拡大の実現

河村貴雄

55 2944110073 大分県 岡村工業株式会社 7320001007427 養鶏場むけ磁気セラミックス精製型低温熱分解炉の提
供

大分県信用組合

56 2944110074 大分県 有限会社秀栄社 3320002003478
ＣＴＰ装置入替によるサービス品質強化を踏まえた販
路拡大事業

株式会社大分銀行

57 2944110075 大分県 株式会社村上椎茸農園 4320001008147
大分産生しいたけの商品価値向上とブランド化に向け
た取組

大分県信用組合

58 2944110078 大分県 有限会社加藤商店 5320202000158
アルミニウムの新リサイクルシステム「ホイール ｔｏ
ホイール」の実現に向けて

株式会社伊予銀行

59 2944110079 大分県 株式会社東洋メカテック 6320001008112
最新型金属加工複合機導入による生産性・品質の向上
及び販路拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

大分県採択案件一覧（160件/161事業者）



60 2944110080 大分県 株式会社リンクロック 6320001015323
製造体制を大幅強化。チョコレート特化型の店舗づく
りによる売上の拡大

大分信用金庫

61 2944110082 大分県 有限会社相澤鉄工所 8320002000454
最新鋭ＮＣ旋盤導入による生産性と品質の向上及び新
分野からの受注拡大

大分信用金庫

62 2944110083 大分県 株式会社末宗組 8320001007657
ＩＣＴを活用した３次元測量等による測量・検査工程
の生産性向上

株式会社大分銀行

63 2944110087 大分県 有限会社ひろせ水産 6320002017178
酸素ガス発生装置導入によるフグ養殖の効率化と生産
性の向上

株式会社大分銀行

64 2944110090 大分県 有限会社高橋商店 9320002016937 機械導入により労働環境の改善と製造出来高の増加を
図る

株式会社豊和銀行

65 2944110091 大分県 株式会社ミホ 5320001010977
生産プロセス改善を目的とした高速穴あけ加工機とバ
ンドソー（切断機）の導入

株式会社大分銀行

66 2944110094 大分県 月隈木履
ＮＣルーターマシン導入による日田下駄のサイズ多様
化と販路拡大

日田商工会議所

67 2944110095 大分県 大分プラント工業株式会社 4320001008881
Ｈ形鋼専用開先加工機の導入による外注加工費の削減
と鉄骨製作時間の短縮による原価の低減

公益財団法人大分県産業創造機構

68 2944110096 大分県 株式会社エデンメディアワークス 3320001003041 外注から内製化を行い製造コストを削減し増益につな
げる

株式会社大分銀行

69 2944110097 大分県 株式会社高橋製茶 4320201000416
ドラム式萎凋機の導入による、製造体制の強化及び生
産性向上による競争力強化

大分県商工会連合会

70 2944110098 大分県 株式会社ムクノ 1290801015134
ＨＡＣＣＰに対応した大分県産いちごなどの地域特産
加工品の製造工程の改良と六次化の推進

大分県商工会連合会

71 2944110099 大分県 有限会社パシフィック・イングリッシュ 7320002007665
ｅラーニング英語学習と実務者への翻訳を融合したプ
ラットフォームの構築

株式会社豊和銀行

72 2944110100 大分県 株式会社王子車輛 7320001000695 自動車整備の高度化・見える化による顧客満足度の向
上

大分信用金庫
73 2944110102 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065 最新式高速横形マシニングセンタ導入による競争力強

化
公益財団法人大分県産業創造機構

74 2944110103 大分県 株式会社エコ・ワールド 8320001010306 高品質再生樹脂の製造プロセスの構築 株式会社大分銀行

75 2944110104 大分県 株式会社アーテック 4320001009946
ネプラス工法による、道路側溝修繕分野に係る新たな
事業の創出

日田信用金庫

76 2944110106 大分県 有限会社ビッグウェーブカワサキ 1320002005617 循環型社会に向けた銅資源リサイクル 株式会社商工組合中央金庫

77 2944110108 大分県 有限会社イチマルカンツー工業 6320002000984
増加するコンクリート建造物の老朽化を検査する高機
能検査機の導入

株式会社大分銀行

78 2944110109 大分県 有限会社ビーエムハラダ 8320002005544
ケレン機導入による作業の効率向上と同業他社からの
受注獲得

株式会社大分銀行

79 2944110110 大分県 株式会社早川商店 8320001015049 すり身の開発と冷凍保存による全国進出事業の展開 株式会社大分銀行
80 2944110111 大分県 株式会社美味 4320001002703 国見産バジルを使用した豆乳マヨネーズソースの開発 株式会社大分銀行

81 2944110112 大分県 神崎鉄工株式会社 5320001008889
大型自動穴あけ機の導入により、一品が１０ｔクラス
の長尺・高品質の製品を造り出す

山野哲志

82 2944110116 大分県 株式会社アンドウ・ラボ 1320001008174
新型段ボールケーサー導入によるＱＣＤ（品質・コス
ト・需要）向上と海外展開への取組み

大分県信用組合

83 2944110117 大分県 株式会社シモセ 1320001007812 「畳」の自社製造による老舗店としての付加価値の創
出

大分県信用組合

84 2944110118 大分県 有限会社キリムラ 3320002002315
日本一『豊後牛』のプレミアム冷凍商品の宅配革新
サービス

株式会社伊予銀行

85 2944110120 大分県 有限会社丸小野鉄工 2320002012496
別府市初最新型ブラスト装置の導入による鉄骨処理効
率・品質向上

別府商工会議所

86 2944110121 大分県 有限会社ミヤワキ 4320002017345 選別機の導入による生産性向上 株式会社大分銀行
87 2944110122 大分県 大分歯車有限会社 1320002000031 マシニングセンタ導入による作業効率と生産性の向上 大分みらい信用金庫

88 2944110123 大分県 株式会社小竹工機製作所 4320001008931
タンクの大型化に対応した設備導入による高精度化と
生産性の向上

株式会社大分銀行

89 2944110124 大分県 有限会社丸和鮮魚 9320002017266
最新製氷システムにより、魚介類の鮮度を高め、豊後
水道のブランド力を強化する

大分信用金庫

90 2944110125 大分県 日東木工株式会社 7320001010083
設備導入と家具製作の切削加工技術の転用による立体
デザイン建材事業

株式会社西日本シティ銀行

91 2944110127 大分県 二豊製疊有限会社 1320002020962
次世代『琉球畳』で創造する「和とアート空間」の提
案による需要開拓

神鳥慶子

92 2944110128 大分県 河津建設株式会社 8320001009983
測量作業におけるマルチトータルステーション導入に
よる生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

93 2944110129 大分県 株式会社小畑商店 4320001009186 最新冷凍設備導入により安定供給を図る取組み。 株式会社大分銀行
94 2944110130 大分県 有限会社吉本本家石材店 5320002014201 石材加工業務における次なるビジネスモデルの構築 大分県信用組合

95 2944110131 大分県 大成木材株式会社 8320001001619
素材生産性向上のための高性能林業機械（グラップル
付フォワーダ）の導入

株式会社商工組合中央金庫

96 2944110132 大分県 株式会社石井工作研究所 5320001000499
超精密ワイヤー放電加工機の導入による金型の超精密
加工の内製化実現

株式会社大分銀行

97 2944110133 大分県 有限会社間藤工業 4320002006439
複雑化する鉄筋曲加工に対する鉄筋加工場での加工効
率アップと生産性向上

株式会社大分銀行

98 2944110135 大分県 株式会社北田金属工業所 1150001004810 設備導入による生産能力向上及び生産性向上 公益財団法人大分県産業創造機構
99 2944110136 大分県 株式会社架線アヤガキ 8320001010470 最新鋭林業用機械の導入による林業イノベーションの

推進
大分県商工会連合会

100 2944110138 大分県 日伸建設工業株式会社 8320001008390
高性能舗装工事システム導入による施工技術の高精度
化と競争力の強化

株式会社大分銀行

101 2944110139 大分県 株式会社ユーテック 4320001011068
塗装ロボットの導入による生産工程の効率化と生産性
向上の実現

株式会社大分銀行

102 2944110143 大分県 清松総合鐵工株式会社 5320001007635
最新型ビームワーカー導入による軽量形鋼加工分野の
展開と生産性向上の実現

株式会社大分銀行

103 2944110144 大分県 株式会社フクトクテクノス大分 6320001002362
最新鋭レーザマーカ・横フライス盤導入による製鉄テ
ストピース加工リードタイムの大幅短縮

株式会社大分銀行

104 2944110145 大分県 株式会社佐々木精工 5320001007800
付加価値の高い精度、高品質対応製品が可能になる三
次元座標測定機の導入と販路拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

105 2944110146 大分県 株式会社ジャイロおおいた 7320001004688
大分初、見える化技術による高精度・高速・多情報化
測量サービス

佐藤信彦

106 2944110147 大分県 株式会社東豊開発コンサルタント 9320001010437 測量作業のＩＴ化による生産性向上と災害対策の充実 株式会社ＶＩコンサルティング
107 2944110151 大分県 有限会社三代印刷 5320002006603 小型印刷機導入による小ロット印刷の生産性向上事業 大分県信用組合

108 2944110153 大分県 株式会社伊藤鉄筋工業 5320002020406
外国人労働者の積極活用に向けた高精度主筋加工の工
程革新

株式会社大分銀行

109 2944110154 大分県 企業組合オフィスケイ 7320005003026
大分発着オプショナルツアー「Ｔｏｕｒ ＋（ツアータ
ス）」の構築

大分県信用組合

110 2944110157 大分県 有限会社さかえ写真スタヂオ 4320002002891
自動製本機導入による製本効率向上とインバウンド需
要の取り込み

株式会社大分銀行

111 2944110158 大分県 株式会社高瀬文夫商店 3320001010211
蒲鉾板の焼印工程の高速化及び画像検査装置を導入し
生産プロセスの革新

日田商工会議所

112 2944110159 大分県 佐藤製材株式会社 8320001010025
既存の流通網の枠を超える高品質な杉内装材の製造及
び販路開拓

日田商工会議所

113 2944110161 大分県 八鹿酒造株式会社 1320001010295 設備導入による日本酒の新商品開発 株式会社大分銀行

114 2944110162 大分県 有限会社松岡アルミ商会 5320002003732
ログリフト導入による作業効率の改善を図り、販路拡
大を目指す。

株式会社豊和銀行

115 2944110163 大分県 ダイナン株式会社 7320001013607
産業廃棄物となる汚泥を魚向けの飼料化にするドラム
式乾燥機の導入

株式会社ウィレコンサルティング

116 2944110167 大分県 材摠木材株式会社 6320001010027
施主ニーズへの対応と住宅部材供給フローの効率化を
実現する邸別出荷

坂本正治

117 2944110168 大分県 瀬戸製材株式会社 5320001010044
木材製品の製造状態の把握を電子化し、生産プロセス
の見える化をはかる。

株式会社西日本シティ銀行

118 2944110169 大分県 有限会社ヨシモリ 4320002007172
最新鋭の食肉加工設備、包装設備導入による生産性向
上及び受注の拡大

株式会社豊和銀行

119 2944110173 大分県 中之島鉄工株式会社 1320001007837
最新加工機導入による小型形鋼加工の内製化に向けた
取り組み

大分県信用組合

120 2944110174 大分県 株式会社デンケン 6320001001843
パワー半導体製品のパワーサイクル試験装置開発及び
評価受託サービス

株式会社大分銀行

121 2944110180 大分県 有限会社オートショップ・ケイ 3320002001531
最新型金属解体機導入で働き方改革と生産性向上を同
時実現する計画

大分みらい信用金庫

122 2944110182 大分県 有限会社山梨子産業 6320002017442
容易にプログラミング可能なボーリングマシンの導入
による穴開け加工等の自動化

大分県商工会連合会

123 2944110183 大分県 株式会社河村農園 9320001009388
特許製法で作る高品質な「ごぼう茶」の安定した生産
の実現

大分県商工会連合会

124 2944110184 大分県 菓子処いわまる 丸房露の量産化及び生産プロセスの最適化事業 大分県商工会連合会
125 2944110185 大分県 有限会社田中醬油店 2320002020788 地域の魅力のある商品づくり液体調味料農産物加工品

事業
公益財団法人大分県産業創造機構

126 2944110186 大分県 株式会社豊後大野クラスター 4320001009855 山野に密生する竹や雑草の食品化事業 株式会社豊和銀行
127 2944110187 大分県 佐藤酒造株式会社 4320001009475 冷蔵保存による商品品質の保持と顧客満足度の上昇。 税理士法人シーウエイブ代表社員瀬山豊

128 2944110189 大分県 有限会社たかはし 9320002016912
コロッケを全国へ～田舎の惣菜屋から食品製造業への
転換～

大分県商工会連合会

129 2944110190 大分県 合名会社まるはら 1320003001219
地域資源の米・椎茸・鮎を使用した新醗酵調味料の製
造設備の導入

株式会社福岡銀行



130 2944110192 大分県 株式会社成天閣 7320001015917
人員効率化の改善によるインバウンド受入れの強化対
応について

株式会社豊和銀行

131 2944110194 大分県 株式会社井上酒造 9320001010247 高品質清酒の安定製造及び量産化に向けた取り組み 大分ベンチャーキャピタル株式会社

132 2944110196 大分県 株式会社三共テック 4320001008634
工場内無人搬送機（ＡＧＶ）のワイヤレス給電システ
ム組立に係る関連設備増強

公益財団法人大分県産業創造機構

133 2944110198 大分県 有限会社高村木材 2320002019211
全自動梱包ラインの導入による生産効率向上及び特殊
加工板材の増産体制の構築

株式会社大分銀行

134 2944110199 大分県 有限会社古間地自動車 1320002014700
スポット溶接機導入による作業効率化及び受注先から
の信頼性の確保。

大分みらい信用金庫

135 2944110200 大分県 株式会社大分ベニヤ商会 2320001000304 「職人不足解消」と「県産木材の消費拡大」 株式会社大分銀行

136 2944110202 大分県 株式会社クニナリ 1320001008918
加工ノウハウデータベース化が見込めるＣＮＣ三次元
測定器導入による生産プロセス改善事業

公益財団法人大分県産業創造機構

137 2944110203 大分県 有限会社丸直水産 2320002017289 製氷機導入による品質向上 株式会社大分銀行
138 2944110204 大分県 有限会社富城食品 8320002010412 最新加工設備導入による高品質加工品製造と販路開拓

事業
大分県商工会連合会

139 2944110205 大分県 梅乃屋コーポレーション株式会社 7320001015446
そば居酒屋、製麺機導入によるそば製造量の増大と事
業の拡大

大分県商工会連合会

140 2944110206 大分県 株式会社九州中央米市場 7320001009745
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

大分県商工会連合会

141 2944110207 大分県 株式会社武内製材所 3320001010426 チッパーの大径化で少人数での生産性向上化 森正憲

142 2944110208 大分県 株式会社コイシ 6320001001075
ＧＰＳやＳＮＳ情報をリアルタイムに遠隔描画する３
次元空間サービスの構築

株式会社伊予銀行

143 2944110211 大分県 有限会社宗印刷所 8320002014487
デジタル印刷機の導入による小ロット印刷サービスの
開発と製造プロセス改革事業

株式会社大分銀行

144 2944110212 大分県 三隈工業株式会社 1320001010139
紙段ボール製品の結束・梱包の自動化による生産性及
び品質の向上

株式会社大分銀行

145 2944110215 大分県 株式会社朝日木工 5320001009937
多品種少量生産化に対応した手裁断工程の自動化と新
しいコントラクト市場の開拓

日田商工会議所

146 2944110217 大分県 株式会社はなはな 3320001008775
ＡＩによる中重度要介護者の安心リハビリ最適プラン
の事業化

佐藤信彦

147 2944110219 大分県 ＴＲＹ株式会社 3320001008726
旋盤とマシニングセンタの機能を持つ複合加工機の導
入による受注拡大

大分県商工会連合会

148 2944110221 大分県 有限会社高橋水産 6320002015314
「杵築」の水産資源を全国へ。美味「別府湾かちえ
び」の販売増強

大分県商工会連合会

149 2944110222 大分県 ベストリビング株式会社 8320001010108
業界初となる設備導入による日田発自社ブランド家具
の展開

株式会社大分銀行

150 2944110223 大分県 サンユーサービス有限会社 6320002018804 より安心・安全な貸おしぼりをお客様へ！！ 日田商工会議所

151 2944110225 大分県 合同会社アイ．ジー．シー 9320003002168
コミュニティを活性化するクラウド型テストマーケ
ティング事業の展開

齋藤美代子

152 2944110226 大分県 有限会社佐藤たたみ工房 9320002011483
両頭式・完全自動平刺機導入による加工精度及び生産
性向上の実現

株式会社大分銀行

153 2944110227 大分県 株式会社富士昭 8320001002402
油圧式万能試験機導入による検査の内製化と労働生産
性の向上

株式会社大分銀行

154 2944110228 大分県 篠重本家畳商
被災地の畳屋が取り組む「和の空間」を創出するプロ
ジェクト

日田信用金庫

155 2944110229 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
オーステンパー炉の導入による製品の高品質化と生産
体制の確立

株式会社大分銀行

156 2944110230 大分県 株式会社オオタニ 8010801002104
袋詰真空包装機導入による高齢者向け製品開発と生産
性向上の取組

大分みらい信用金庫

157 2944110231 大分県 株式会社ケイ・エス・ケイ 5320001008360
ＩｏＴ対応ＣＮＣ画像測定システムの導入による生産
性の向上及び販路拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

158 2944110233 大分県 有限会社石橋木工所 6320002018746
木材加工用機械（精密自動多軸かんな盤）の導入によ
る新製品の製造及び生産能力の向上。

株式会社大分銀行

159 2944110234 大分県 有限会社中島農場 5320002020298
休耕田を活用した餅米つくりと機械化による餅の品質
向上と生産量増加

日田商工会議所

160 2944110235 大分県 有限会社クラムコンフェクト 7320002011502
いつでも出来たてのパンを提供できる生産方式の構築
と顧客満足度向上

公益財団法人大分県産業創造機構


