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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

1 3044110001 大分県 株式会社旭商 5320001013286
最新鋭のプラント操作盤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

2 3044110002 大分県 柳井電機工業株式会社 6320001002742 醸造ＩＯＴシステムによる安定した発酵工程管理 公益財団法人大分県産業創造機構

3 3044110003 大分県 藤丸建設有限会社 1320002005930
こだわるスーパー大工！ＳＤＧｓへの認識！四面自動鉋盤
導入による生産性向上

大分みらい信用金庫

4 3044110013 大分県 株式会社九州ダイト 2320001011169
“木とふれあい心を育む”託児スペース向け木育リフォーム
事業の新展開

株式会社大分銀行

5 3044110015 大分県 株式会社錦幸園 6320001008913
蛍の里の源流・番匠川の谷川水で育てた「天然鮎より美味し
い塩焼ん鮎」の販売強化

大分県商工会連合会

6 3044110005 大分県 有限会社中野酒造 3320002015366
「ちえびじん」ブランド製造能力拡大及びラベル貼り工程生産
性向上計画

大分県商工会連合会

7 3044110011 大分県 工藤電設株式会社 5320001001010 最新鋭のＮＣ曲げ機導入による生産性向上及び受注の拡大 公益財団法人大分県産業創造機構

8 3044110014 大分県 有限会社片山工業 9320002001906
技術力に相応しい設備導入と工場新設による受注生産能力
強化の取組

工藤隆

9 3044120019 大分県 有限会社吉岡鉄筋工業 1320002009568
高性能「鉄筋自動曲装置」の導入による受注獲得と技能承
継で、大分県一の鉄筋工を目指す！！

株式会社豊和銀行

10 3044120021 大分県 サブ水産株式会社 4120001038239
新型レトルト装置導入による季節のとうふ類の商品開発促
進・安全性と安心の向上

聖光税理士法人

11 3044120025 大分県 有限会社アサヒ産業 1320002016309
ミックスメタル解体におけるニブラ・クランプアーム機構を用
いた解体システムの効率化について

佐伯商工会議所

12 3044120027 大分県 株式会社ケイ・エス・ケイ 5320001008360
精密平面研削盤の導入及び開発したＩｏＴの活用による生産
性向上と売上拡大

公益財団法人大分県産業創造機構

13 3044120030 大分県 有限会社おひげのぱんやさん 6320002011081 老舗パン屋が取り組む、ギフト用商品の開発及び事業展開 大分県信用組合

14 3044120031 大分県 株式会社向陽製作所 2320001001095
ＮＣ複合ボ－リングマシン導入による商品拡充及び生産性
向上計画

立花賢治

15 3044120032 大分県 株式会社中原製作所 6320001007691
画像識別システムの導入による「高品質・高生産性の工場」
構築

大分県信用組合

16 3044120033 大分県 協和包材株式会社 5320001000986
ＩｏＴ対応の最新製袋機導入による生産性向上と製造データ
の分析及び活用

大分信用金庫

17 3044120035 大分県 株式会社ソイルテック 7320001001537
「土の自動三軸圧縮試験機」を導入し、顧客のニーズに応じ
た信頼性の高いデータを提供する

株式会社大分銀行

18 3044120036 大分県 有限会社白江興業 6320002016816
パイプベンダー導入による工程短縮および生産性・品質向
上

株式会社伊予銀行

19 3044120037 大分県 有限会社森川精機 2320002006886
半導体製造装置用精密部品の精度出し技術を高度化する
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

20 3044120038 大分県 株式会社東九州精工 1320001010931
環境規制に伴う自動車排気システム新技術への対応と生産
性向上

大分みらい信用金庫

21 3044120040 大分県 宝工業株式会社 4122001004658
スーパーエンジニアリングプラスチック加工製品の設計開発
から少量オンデマンド生産体制の確立

株式会社池田泉州銀行

22 3044120042 大分県 大分みそ協業組合 4320205000008 袋充填機導入による品質の安定化及び作業の効率化 株式会社大分銀行

23 3044120043 大分県 株式会社フードコミニュケーション・絆 4320001007306
大分の郷土料理『りゅうきゅう』を世界へ！～まずはタイから
挑戦～

大分県商工会連合会

24 3044120045 大分県 株式会社高千穂工業 9320001001717
最新ベンディングマシン導入による生産性の向上と高品質
化

株式会社伊予銀行

25 3044120047 大分県 有限会社宮崎工業 1320002006714
新時代、事業承継で取組むコストセンターからプロフィットセ
ンターへのシフト

大分信用金庫

26 3044120049 大分県 株式会社くにさきＪＩＧ 8320001008515
新システム導入で難加工への挑戦と事業拡大で新たな雇用
を創出する

公益財団法人大分県産業創造機構

27 3044120052 大分県 有限会社ミヤワキ 4320002017345
高機能ラベル自動貼り機及びコンベアの導入による生産性
向上

大分県商工会連合会

28 3044120056 大分県 アティオ動物病院
動物用心電計およびレントゲン導入による顧客ニーズ充足
および新サービスの開始

株式会社豊和銀行

29 3044120058 大分県 有限会社つり太郎 8320002008902
高機能ＵＶインクジェットプリンター導入による品質及び生産
性向上と販路拡大

株式会社大分銀行

30 3044120059 大分県 株式会社ヨコブリシ 7320001014910
横振りミシンと周辺機器の導入による新製品加工工程の構
築と生産性の向上

株式会社大分銀行

31 3044120060 大分県 株式会社ヤマジン 2320001009147
最新設備の導入による、品質の向上、自然環境への配慮と
社員の定時短縮

大分県商工会連合会

32 3044120062 大分県 佐々木商店
四方良しの新たなビジネスモデルとへり無しデザイン畳の生
産性向上

宇佐商工会議所

33 3044120063 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065
高精度溶接ロボットの導入による労働生産性の向上と受注
機会ロスの解消

公益財団法人大分県産業創造機構

34 3044120064 大分県 高瀬水産有限会社 2320002016951
新設備導入による養殖事業の効率化と生産性向上への取
り組み

株式会社大分銀行

35 3044120066 大分県 ダイナン株式会社 7320001013607 食品残さの飼料化を実現する異物混入選別機の導入 株式会社ウィレコンサルティング

36 3044120069 大分県 株式会社トライ・ウッド 6320001010200
人にも環境にも優しい「自然塗料」を施した住宅建材の提供
に向けて

大分県商工会連合会

37 3044120070 大分県 大日測量設計株式会社 2320001010047
３次元写真測量システムによる測量業務のＩＣＴ化、迅速な
災害対応

米倉博彦

38 3044120072 大分県 大分デバイステクノロジー株式会社 8320001002724 ＥＶ向け高性能パワーモジュール技術開発事業 公益財団法人大分県産業創造機構

39 3044120073 大分県 日伸建設工業株式会社 8320001008390
ＩＣＴ技術と安全設備等の融合による舗装工事の高品質化と
生産性向上

株式会社大分銀行

40 3044120075 大分県 有限会社坂西工務店 8320002002921
新型木材切断機の導入による工事品質の向上及び競争力
の強化

河野直幸

41 3044120076 大分県 有限会社佐藤商事 3320002011480 食肉を始めとした地産地消食材の別府地獄蒸しの全国展開 株式会社大分銀行

42 3044120077 大分県 株式会社松山商会 3320001010962
カメラシステム取得による施工管理の高度化及びトータルサ
ポートサービスの提供

税理士法人タックスサポート・イトカズ

43 3044120078 大分県 ハナマル食品株式会社 8320001012459
新たな地域産品を活用した新商品への取り組み強化及び小
売市場の新規開拓

公益財団法人大分県産業創造機構

44 3044120079 大分県 有限会社菅工業 9320002003695
最新式ＣＮＣ旋盤（複合機）導入による生産性の向上と受注
拡大

大分信用金庫

45 3044120081 大分県 株式会社デンケン 6320001001843
半導体パッケージのモジュール化による小型・高機能化の
実現

株式会社豊和銀行

46 3044120084 大分県 有限会社ヤマク海産 2320002017421
新たな鮮魚加工設備の導入による高品質化と生産性の向
上

株式会社大分銀行

47 3044120086 大分県 株式会社村上椎茸農園 4320001008147
大分ブランドの椎茸のうまみをぎゅっと閉じ込めた利便性の
高い冷凍椎茸の販売計画

株式会社エフアンドエム

48 3044120089 大分県 有限会社常盤鉄工所 8320002017003
県内初の大型横型マシニングセンタの導入による加工技術
の高度化と他分野展開

株式会社大分銀行

49 3044120096 大分県 株式会社石井工作研究所 5320001000499
精密横型マシニングセンターの導入による高精度な高付加
価値部品製造の実現

株式会社大分銀行
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50 3044120097 大分県 株式会社東洋メカテック 6320001008112
円筒研削盤導入による品質向上と納期短縮による利益率の
向上

公益財団法人大分県産業創造機構

51 3044120098 大分県 有限会社中宮商店 1320002017059 調理殺菌装置を使った新商品開発 大分県商工会連合会

52 3044120100 大分県 和田畳製作所
デニムやフリースの「暖かい」機能を備えたリバーシブル薄
畳の開発で、板張り床に販路を拡大

大分県商工会連合会

53 3044120101 大分県 有限会社大徳 7320002019561
受注急増！大容量乾燥設備等の導入による生産性及び品
質の向上

大分県商工会連合会

54 3044120106 大分県 株式会社渡邉食品企画 8320001014884
地元前津江の味「鶏めしの素」の生産量増による地域活性
化と雇用拡大

大分県商工会連合会

55 3044120109 大分県 有限会社山梨子産業 6320002017442
意匠性の高い確立した商品の生産と従業員の労働時間、コ
スト削減事業

株式会社伊予銀行

56 3044120110 大分県 神田米穀店 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ～インバウンド客獲得事業～ 大分県商工会連合会

57 3044120111 大分県 株式会社明文堂印刷 5320001002685
高性能の断裁機器で、老舗企業の知的資産の可視化と技
術承継を実現！

北野孝志

58 3044120114 大分県 久住高原菓房いずみや
製造工程の機械化による、新感覚乳製品「ＫＵＪＵ’Ｓ（ク
ジューズ）」の生産量拡大及び販路開拓

大分県商工会連合会

59 3044120115 大分県 株式会社ネクスト 4320001010086
スギ羽柄材製造自動化ラインの整備で安全・高効率作業の
実現

株式会社豊和銀行

60 3044120116 大分県 株式会社イマハシ 2320001008339
ＪＩＳ規定最高強鉄筋の自動曲げ体制の確立による再開発
案件への対応

若杉拓弥

61 3044120118 大分県 大地酒造株式会社 9320003001021
純米吟醸「龍爽香（さちかぜ）」の生産性・生産量向上による
老舗酒造復興

大分県商工会連合会

62 3044120121 大分県 有限会社丸平建設 5320202000447
新しい解体仕様機の導入による作業効率改善と生産性の向
上

株式会社大分銀行

63 3044120122 大分県 株式会社財津製作所 9320001010528
超精密６軸溶接ロボットの導入による生産性向上および自
動車部品の高品質化への取り組み

株式会社大分銀行

64 3044120126 大分県 株式会社岩田材木店 3320001007760
木造軸組工法における燻煙乾燥材を活かした屋根仕舞の
パネル化の開発

税理士法人セントラル会計事務所

65 3044120129 大分県 有限会社瀬山海産 9320002016870
海産物の包装設備導入による包装・出荷ラインの確立と生
産性の向上

株式会社大分銀行

66 3044120130 大分県 ほっとコミュニケーション株式会社 4320001010359
大分県から世界へ挑戦！！～「発芽玄米酵素ごはん」の生
産能力向上・海外展開～

大分県商工会連合会

67 3044120131 大分県 海崎クレーン株式会社 3320002016513
高性能リフター導入による生産性大幅アップ計画と働き方改
革への積極的な取組み

大分信用金庫

68 3044120132 大分県 あっきらきら農園
ファインバブルシステム導入によるイチゴ生産量と品質の向
上

大分県商工会連合会

69 3044120133 大分県 株式会社ホーシン 6120001157598
新規開発メカ式ジャッキの量産試作に向けた試験システム
の構築

株式会社商工組合中央金庫

70 3044120134 大分県 株式会社オクトコンサルタント 9320001003093
ＵＡＶ搭載型レーザーシステムによる高精度リアルタイム３Ｄ
マッピングの実現

大分商工会議所

71 3044120136 大分県 梶原工業有限会社 5320002009143
職人技＋先進設備導入で生産性向上と地域活性化の両立
を図る！

大分みらい信用金庫

72 3044120137 大分県 株式会社イトダネーム 8320002000966
昇華転写印刷・捺染印刷工程におけるボトルネック改善によ
る品質と生産性の向上

大分信用金庫

73 3044120139 大分県 有限会社岩賢住宅 8320002001056
ワイドベルトサンダー導入にて、顧客・社員職人の満足度を
向上し働き方改革を目指す！！

大分みらい信用金庫

74 3044120148 大分県 大分技術開発株式会社 7320001009976
測量作業へのＩＣＴ対応機器導入による生産性向上と災害対
策の充実化

米倉博彦

75 3044120150 大分県 株式会社アズ 8120001060115
ニッチ市場の少数消費者をターゲットとした新たなサービス
とビジネスモデルの構築

株式会社池田泉州銀行

76 3044120153 大分県 株式会社エスティーエスユナイテッド 8320001011139
ＩｏＴデバイスとスマホアプリの活用によるスマート福祉の実
現

株式会社大分銀行

77 3044120154 大分県 株式会社フクトクテクノス大分 6320001002362
最新鋭門型立旋盤導入によるエネルギープラント向け大型
コンプレッサー部品の生産性向上

公益財団法人大分県産業創造機構

78 3044120158 大分県 株式会社環境整備産業 9320001000792 食品残渣の堆肥化による食品循環資源の再生利用 株式会社大分銀行

79 3044120159 大分県 株式会社大川技研 4320001002934
パルス過電流腐食検査装置を利用した、保温板金下の配管
調査の効率化と低コスト化

公益財団法人大分県産業創造機構

80 3044120160 大分県 明星九州株式会社 4320001008007
新型プレス機導入による面精度品質向上により成形性困難
部品の新規受注獲得計画

株式会社大分銀行

81 3044120162 大分県 株式会社大分からあげ 3320001005566
外販事業部製造工場　生産能力拡大及び労働生産性向上
のための設備投資計画

森崎巌

82 3044120165 大分県 有限会社やせうま本舗田口菓子舗 2320002006936
先端設備導入による生産性向上と性差を超えた製造工程の
構築による販路拡大への取り組み

株式会社大分銀行


