
（受付番号順）

No 受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2645210196 宮崎県 有限会社向栄食品工業
電解次亜水を活用した鮮度保持技術活用による漬物加
工品の品質向上と事業拡大

国富町商工会

2 2645210198 宮崎県 株式会社創建
３次元レーザースキャナー導入による地形計測・構造物
調査事業の拡大及び歴史的建造物・文化遺産３次元デー
タ化事業への参入

安藤会計事務所

3 2645210199 宮崎県 有限会社宮田板金工業所
大型ＮＣ自動折り曲げ機の導入により短納期、高品質を
実現し、受注増を図る

富岡明幸税理士事務所

4 2645210200 宮崎県 株式会社岡崎鶏卵加工販売
新設備を活用した卵焼き商品の品質向上、経費削減、生
産量増加の実現

都城商工会議所

5 2645210202 宮崎県 株式会社協和精機
金型を品質検証し、精密鋳造品の短納期化に応えるため
の成形設備投資事業

南郷町商工会

6 2645210203 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社
容器形態の多様化に対応した商品の開発とその拡売計
画

宮崎銀行

7 2645210205 宮崎県 岡富鐵工有限会社
航空機・医療機器産業に対応する業務効率化とトレーサ
ビリティーの構築

富永祐紀税理士事務所

8 2645210206 宮崎県 株式会社関谷
短時間再生法によるバッテリー再生機と長寿命キャパシ
タ蓄電システムの開発

国富町商工会

9 2645210209 宮崎県 株式会社宮﨑茶房
無農薬、無化学肥料のティーパック茶商品の量産化によ
る経営成長事業の実現

五ヶ瀬町商工会

10 2645210210 宮崎県 有限会社嵐建具製作所
立体彫刻加工技術によるオリジナル製品の製造技術確
立とそれらを利用した建具製品の販路拡大事業

宮崎銀行

11 2645210211 宮崎県 島之内製作所
食肉加工ライン向け大物金属板金製缶品の製造リードタ
イム短縮及びコストダウンの実現

国富町商工会

12 2645210212 宮崎県 有限会社慶珉
野菜餃子製造工程の効率化によるラーメン店多店舗展開
加速事業

小林商工会議所

13 2645210213 宮崎県 有限会社塩川産業 再資源化施設の増設による新展開事業 久野税理士事務所

14 2645210214 宮崎県 株式会社マスコ ピザ製造販売の新展開事業 宮崎銀行

15 2645210215 宮崎県 株式会社ニチワ
品質保証体制の整備により自動車用部品事業の強化を
図る

公益財団法人宮崎県産業振興
機構

16 2645210216 宮崎県 有限会社大和自動車工業 自動車板金塗装における乾燥革命の実現事業 宮崎銀行

17 2645210217 宮崎県 株式会社ゴローズ・プロダクツ 宮崎の新たなスイーツシリーズ開発事業 中村健一郎税理士事務所

18 2645210219 宮崎県 株式会社冨永鋼建 摩擦面処理及び錆落とし作業の効率化・高品質化 宮崎銀行

19 2645210220 宮崎県 株式会社キヨモトテックイチ ＳＰＧ膜スパージャーの製造設備 宮崎銀行

20 2645210221 宮崎県 アイオーケイ株式会社
高能率パイプ片端成形機導入による大型ボイラの市場展
開への取り組み

宮崎銀行

21 2645210224 宮崎県 株式会社清水製作所延岡
全自動ＣＮＣ旋盤を導入し、ハイスピード、高効率製造に
よる競争力強化

木山会計事務所

22 2645210225 宮崎県 株式会社大迫鉄工所
溶接ロボット導入による鉄骨建築物の各溶接部位の溶接
工程の改善及び生産体制の強化

鹿児島銀行

23 2645210227 宮崎県 株式会社久保田オートパーツ
プラスチック破砕機導入による環境リサイクルへの寄与拡
大事業

土持望税理士事務所

24 2645210229 宮崎県 株式会社デンタルセラミック井戸川
義歯（入れ歯）の精度および生産力の向上により競争力
強化を実現する事業

宮崎銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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25 2645210230 宮崎県 三和交通株式会社
着地型観光ツアーの開発及び受注システムの構築とガイ
ドドライバーの養成

西都商工会議所

26 2645210231 宮崎県 有限会社四位農園 需要増に応じた枝豆加工工程の機能強化事業 商工組合中央金庫

27 2645210234 宮崎県 有限会社延岡瓦工業
廃瓦の再生加工による舗装材及び瓦チップ製品の製造・
販売

延岡信用金庫

28 2645210237 宮崎県 株式会社マルイチ
おにぎり・寿司製造機導入による生産能力強化と品質向
上

鹿児島銀行

29 2645210245 宮崎県 三和ニューテック株式会社
インサーキットテスタ装置による品質向上で事業競争力
アップ

清武町商工会

30 2645210248 宮崎県 有限会社大田商店 紫外線殺菌装置の導入による養殖ヒラメ生存率向上事業 串間商工会議所

31 2645210249 宮崎県 株式会社藤本本店
諸塚の地下水を有効に活用した焼酎の酒質の向上と安
定化及び商品価値の強化

諸塚村商工会

32 2645210252 宮崎県 株式会社マスオカ
国際競争力強化策として３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの
導入

西都商工会議所

33 2645210253 宮崎県 吉玉研磨技研株式会社
最新鋭マシニングセンタほかの導入によるセラミック加工
の高度化

宮崎銀行

34 2645210256 宮崎県 早川しょうゆみそ株式会社
宮崎県産の食材を使った保存料無添加でヘルシーな和
風調味料の製造

公益財団法人宮崎県産業振興
機構

35 2645210261 宮崎県 株式会社くしまアオイファーム
設備投資による甘藷加工品生産量の増大と販路拡大事
業

宮崎銀行

36 2645210263 宮崎県 南信漬物株式会社 ボトルネックとなっている充填包装工程の回復事業 北郷町商工会

37 2645210265 宮崎県 水研テック株式会社
最新鋭漏水探索機器導入による漏水探索技術の飛躍的
向上と事業拡大

延岡信用金庫

38 2645210268 宮崎県 株式会社バクティ
新規に高級品用木箱マーケットへ参入するための包装容
器の表面処理能力とデザイン性の向上実現事業

林税理士事務所

39 2645210270 宮崎県 有限会社木佐貫鉄工所
新しい溶接システム導入による生産性向上と受注競争力
の強化

小林商工会議所

40 2645210271 宮崎県 原田建設株式会社
チップ燃焼熱を活用したスターリングエンジンによるコジェ
ネ装置の開発

宮崎商工会議所

41 2645210274 宮崎県 有限会社新富ゴルフセンター
最新型トリプルホイルバッティングマシン導入による売上
増加及び地域貢献

新富町商工会

42 2645210276 宮崎県 アイ・ホーム株式会社
「Ｌｏｎｇ Ｌｉｆｅ住宅ＣＡＤ連動積算システム」の開発による生
産性向上

佐土原町商工会

43 2645210277 宮崎県 千徳酒造株式会社
自動品温制御による酒造りと貯蔵で国内・海外への販売
拡大の実現

延岡商工会議所

44 2645210301 宮崎県
株式会社新産測量設計コンサルタン
ト

無人航空機を活用したレーザースキャナーによる測量業
務の省略化と事業の確立

門川町商工会

45 2645210302 宮崎県 株式会社山口鉄工建設
ノンスカラップ工法に対応した開先高速加工・高精度建築
鉄骨加工の実現

高鍋信用金庫

46 2645210303 宮崎県 株式会社共同設計
３ＤＣＡＤの導入による設計ミス削減と短納期・コストダウ
ンの実現

宮崎太陽銀行

47 2645210304 宮崎県 黒木鉄工所
県内最大級の大型ＮＣ旋盤導入による加工精度・能力の
向上、工程の合理化

宮崎銀行

48 2645210305 宮崎県 株式会社コムテック
ブタの発情・分娩及び口蹄疫等疾病の早期検知システム
の開発

商工組合中央金庫

49 2645210306 宮崎県 株式会社シーディエヌ
高温下で使用可能な交直両用大電流センサの開発及び
事業拡大

藤田康人税理士事務所

50 2645210308 宮崎県 有限会社郡鉄工所
溶接ロボット導入による業務の高速・効率化と職場環境
の改善

見島税務会計事務所
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51 2645210310 宮崎県 有限会社黒木化工
ＮＣ複合加工機及び局面成形機導入によるプラスチック
加工の内製化及び高度化の実現

日向商工会議所

52 2645210312 宮崎県 有限会社道前商店 １次加工品製造能力強化事業 門川町商工会

53 2645210317 宮崎県 有限会社梅里竹芸
日本初の竹の伐採から家具製造、販売までのワンストッ
プ自社内製化体制の構築

黒木陽介税理士事務所

54 2645210318 宮崎県 株式会社池上鉄工所
効率化・高度化・平準化の同時達成による熱交換器生産
革新

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

55 2645210323 宮崎県 株式会社オフィスナガトモ “生き抜く力” を育む為の革新的教育サービスの提供 宮崎銀行

56 2645210326 宮崎県 株式会社システム技研
円筒研磨機活用で部材内製化によるコストと納期の自社
管理実現

宮崎銀行

57 2645210328 宮崎県 協同組合宮崎県鉄構工業会
鉄骨専用ＣＡＤの導入による生産性の向上と競争力の強
化並びに建屋据付クレーン導入による生産ラインの改善
と短納期の実現

公益財団法人宮崎県産業振興
機構

58 2645210331 宮崎県 有限会社井尻太郎茶園
ボトルネックとなっている生葉管理工程の機能向上による
荒茶増産体制の実現事業

川南町商工会

59 2645210332 宮崎県 有限会社みやざき炊飯すし商 巻き寿司等の製品多様化実現事業 宮崎商工会議所

60 2645210333 宮崎県 株式会社ＨＤＳ
新加工技術の導入による航空機内装建具の受注拡大及
び新分野への参入

宮崎銀行

61 2645210334 宮崎県 有限会社原口水産
飽和蒸気調理機の導入による、魚の骨まで食べられる商
品の開発

都城商工会議所

62 2645210335 宮崎県 有限会社お菓子の南香
宮崎産の大豆や里芋を材料とし、これまでにない味と食
感を醸し出す、ヘルシーな和洋菓子の開発

都城信用金庫

63 2645210337 宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業
大型焼付乾燥炉導入による生産体制の強化と品質向上、
及び大型製品受注の拡大

富高恭宏税理士事務所

64 2645210341 宮崎県 有限会社鴨林鉄工
鉄骨大組溶接ロボット導入による品質・生産性向上と作
業環境の改善

延岡信用金庫

65 2645210344 宮崎県 株式会社ＫＫＹファーム
主要取引先からの要望に応え量産化、多品目化・高品質
化を実現する事業

税理士法人長谷川税理士事務
所

66 2645210345 宮崎県 株式会社イート
宮崎県産さつまいもを使用したお菓子「キャラいも」の生
産システム改善事業

清武町商工会

67 2645210348 宮崎県 有限会社白水舎乳業
賞味期限の長い低温殺菌牛乳の開発と生産システムの
構築

宮崎商工会議所

68 2645210352 宮崎県 株式会社アカダ電器製作所
３次元加工技術の導入による製造工程の革新と画期的
応札端末の試作開発

衛本千代香税理士事務所

69 2645210357 宮崎県 ニホンバイオフーヅ製造株式会社
西日本最大級のサプリメント工場の新築に伴うスティック
型自動充填包装設備一式の導入事業

宮崎銀行

70 2645210359 宮崎県 株式会社ＳＵＺＵＧＥＮ
高性能ＣＡＭによるオーダーシャツ高効率生産体制確立
事業

見島税務会計事務所

71 2645210360 宮崎県 株式会社日本武道宮崎
世界剣道市場に向けた革新的新製法剣道具の国内製造
体制の整備及び構築

宮崎銀行

72 2645210362 宮崎県 有限会社ミカエル堂 全商品に対応した包装機の導入による作業の効率化 芝誠税理士事務所

73 2645210363 宮崎県 有限会社市場食鳥
出来立ての食感を全国へ！「フレッシュ冷やし唐揚げ」に
よる新規拡大

宮崎銀行

74 2645210364 宮崎県 株式会社新緑園
緑茶ニーズの分析とその対応による、品質面・価値提供
プロセス面における競争力強化

宮崎銀行

75 2645210367 宮崎県 有限会社加藤えのき ボトルネックとなっている商品出荷効率化事業 高岡町商工会

76 2645210369 宮崎県 有限会社オヒラ物産
ボトルネック工程の解消による大根一次加工の作業効率
向上事業

清武町商工会
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77 2645210370 宮崎県 マルマン株式会社
ライン自動断裁・角丸機導入により高生産・高効率性向上
を目指す。

すずき税理士事務所

78 2645210371 宮崎県 株式会社テクノマート
金型製作用加工機（マシニングセンター）の導入による独
自（ハイブリッド）金型の増産

宮崎太陽銀行

79 2645210372 宮崎県 南榮工業株式会社
ユーザーの遊び心をくすぐる新スタイル車庫カーリーフの
開発製造

都城商工会議所

80 2645210374 宮崎県 有限会社やすかた畳ふすま店
宮崎県南部エリアの畳マーケットに対する製造工場の増
設と２４時間サービス、畳販売エリアの拡大

高鍋信用金庫

81 2645210376 宮崎県 エンジニアウッド宮崎事業協同組合
木材強度含水率測定機導入による、大断面製材のＪＡＳ
化及び性能表示標準化

宮崎銀行

82 2645210377 宮崎県 キトサン食品工業株式会社
水溶性キトサン製造技術確立とバイオファクター素材とし
ての用途開発

南日本銀行

83 2645210378 宮崎県 前田産業株式会社 品質向上のための木質バイオマスボイラー導入事業計画 鹿児島銀行

84 2645210384 宮崎県 株式会社竹尾組 キミちゃんのごぼう味噌全国展開事業 蓮尾一税理士事務所

85 2645210385 宮崎県 株式会社デイリーマーム
宮崎県産カラー人参を使用した業務用食材（カラー人参
ピューレ・ペースト）の製造・販売

久野税理士事務所

86 2645210386 宮崎県 株式会社エフオーテクニカ
増設及び新設備導入による生産量の拡大・品質向上によ
る競争力の強化

中村健一郎税理士事務所

87 2645210387 宮崎県 有限会社南日本設備サービス
井戸掘削機導入による水供給と施設管理の２本立て新
サービスの確立

宮崎太陽銀行

88 2645210388 宮崎県 相馬工業株式会社
熱処理設備を設置し製作加工一貫体制の確立による受
注拡大

公益財団法人宮崎県産業振興
機構

89 2645210389 宮崎県 ウッドエナジー協同組合
自社で発生する木質バイオマス燃焼灰の肥料化により地
元農業への貢献拡大事業

商工組合中央金庫

90 2645210393 宮崎県 有限会社王生工業
安価で高精度な液状化判定の提供による住宅地盤に関
するワンストップサービス

宮崎商工会議所
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