平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 採択案件一覧（82件）
(受付番号順)
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 2645110003 宮崎県

株式会社トラストワン

高能率金属部品加工実現のための新加工技術導入事業

延岡信用金庫

2 2645110004 宮崎県

宮崎ひでじビール株式会社

宮崎県産大麦を原料としたビール醸造用麦芽の大量生産シス
宮崎銀行
テムの構築

3 2645110005 宮崎県

株式会社宮防

太陽電池モジュールメンテナンス用塗料の試作開発

宮崎商工会議所

4 2645110006 宮崎県

株式会社エフテック

ポリプロピレン（ＰＰ）の菌床袋の製造対応に向けて製造機の
改良設備

宮崎銀行

5 2645110007 宮崎県

フェニックスコンサルタント株式会社

３次元レーザースキャナー導入による補修点検・調査設計業
務の生産性向上

宮崎銀行

6 2645110008 宮崎県

株式会社クワハタ

レーザー加工機を活用した「私だけの家具」の開発による差別
宮崎銀行
化・高付加価値化

7 2645110009 宮崎県

進和技研株式会社

高精度マシニングセンター及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産
性向上及び精密金属加工の高度化

鹿児島銀行

8 2645110010 宮崎県

有限会社日向キャスティング

３Ｄプリンター及びＮＣ旋盤を使ったハイブリッド鋳造法

宮崎太陽銀行

9 2645110012 宮崎県

有限会社オイル・リサイクル

Ｔｉｌｔ Ｒｏｔａｒｙ Ｂｏｉｌｅｒ（チルト・ロータリー・ボイラ：炉床回転式、
独自燃焼技術のボイラ技術への応用）の開発

宮崎銀行

10 2645110013 宮崎県

ミクロエース株式会社

高性能陽極酸化処理による超々ジュラルミン合金素材への対
折田武尚税理士事務所
応

11 2645110014 宮崎県

ミツワハガネ株式会社

ＣＮＣ三次元測定器を導入し複雑形状の航空機降着装置部品
宮崎太陽銀行
の品質保証体制を強化する

12 2645110016 宮崎県

株式会社教育情報サービス

グローバルビジネスに必要な「数字力」を「英語で学ぶ」ｅラー
宮崎商工会議所
ニングの構築

13 2645110019 宮崎県

株式会社元祖おび天本舗

アジア観光客の需要対応に資する「おび天」製造工程の合理
日南商工会議所
化事業

14 2645110023 宮崎県

エス・ピー・ジーテクノ株式会社

ＳＰＧの医療産業での利用のためのハイクリーン化製造システ
公益財団法人宮崎県産業振興機構
ム・環境の構築と試作開発

15 2645110029 宮崎県

株式会社イーテック

センサー用半導体における耐熱性向上開発品の量産化設備
宮崎銀行
導入

16 2645110032 宮崎県

株式会社都城印刷

独自性のある立体物に対する印刷サービスの展開による事
業拡大

株式会社エフアンドエム

17 2645110033 宮崎県

みなとやクリーニング

サーファー対象ウェットスーツクリーニングの普及と作業の効
率化

宮崎商工会議所

18 2645110034 宮崎県

和光コンクリート工業株式会社

社会ニーズに対処した大型コンクリート工場製品の製造プロセ
商工組合中央金庫
スの強化

19 2645110035 宮崎県

株式会社トーコー

名入れシステム機器導入によるオリジナルギフト短納期化の
実現

20 2645110036 宮崎県

株式会社中園工業所

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による機械加工業務の工程集約と
鹿児島銀行
新規業界への参入

21 2645110038 宮崎県

オリンピア工業株式会社

溶接ロボット導入による溶接関連製品の高品質、低価格、短
納期化への取り組み

商工組合中央金庫

22 2645110040 宮崎県

株式会社オファサポート

自動車運転評価システムの開発

宮崎銀行

23 2645110042 宮崎県

有限会社水野屋

製餡工程の効率化および品質向上のための「無人化粒あん
ユニット」の導入

高鍋信用金庫

24 2645110045 宮崎県

株式会社川口鉄工

プラント設備及び建築鉄骨加工の高速・高精度化による納期
宮崎銀行
短縮の為のライン化事業

25 2645110051 宮崎県

六車農園株式会社

緑茶オリジナル商品（深蒸し煎茶三角錐ティーバッグ）の開発
公益財団法人宮崎県産業振興機構
による収益力の拡大

26 2645110052 宮崎県

田辺精密工業株式会社

最新鋭高精度大型自動研磨装置導入による技術の高度化お
宮崎銀行
よび工程の合理化

鹿児島銀行

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

27 2645110053 宮崎県

株式会社松明創研社

宮崎県産の梅を使用した海外向け梅製品の開発・事業化

黒木陽介税理士事務所

28 2645110054 宮崎県

株式会社上沖産業

牛蒡の自動包装機導入による生産能力強化と品質向上

公益財団法人宮崎県産業振興機構

29 2645110056 宮崎県

山工房

自動２軸下面プレーナー加工機を用いた原材料の切削工程
の効率化

中郷商工会

30 2645110057 宮崎県

ツカサ電工株式会社

高精度検査機導入によるＱＣＤ向上と高精度小型ギヤ開発体
フロウシンク
制の構築

31 2645110062 宮崎県

株式会社エミオテクノロジー

極小部品による高密度化した大型基板のハンダ付け技術と検
宮崎太陽銀行
査技術の確立

32 2645110063 宮崎県

株式会社綾・野菜加工館

環境にやさしい製造環境の整備の実現による計画増産体制
の確立事業

綾町商工会

33 2645110064 宮崎県

株式会社アシストユウ

人工知能監視カメラシステムの試作開発と事業化

宮崎太陽銀行

34 2645110065 宮崎県

株式会社エスイーシー

天井クレーン設置による生産工程の高効率化と事業の拡大

富高恭宏税理士事務所

35 2645110068 宮崎県

株式会社橋詰家具

宮崎県産の杉材、楠材を使った家具の生産性向上と販売拡
大を実現する事業

都城商工会議所

36 2645110070 宮崎県

道本食品株式会社

漬物製造工程のボトルネックとなっている加熱殺菌・冷却乾燥
田野町商工会
工程の自動化による 製造能力の飛躍的向上の実現

37 2645110071 宮崎県

株式会社トーア

太陽光発電モジュール用洗浄システムの開発

都城商工会議所

38 2645110078 宮崎県

スギムラ

高精度ＮＣフライス盤導入による加工精度向上・プロセス改
善・経営基盤強化

宮崎銀行

39 2645110086 宮崎県

有限会社光栄建設

新分野事業の収益性向上と雇用拡大の為、そば粉加工施設
高千穂町商工会
を整備し販路拡大を図る。

40 2645110087 宮崎県

株式会社鹿島園本舗

地元産商品の食の安心安全に関する信頼確保等のための製
門川町商工会
造環境の改善事業

41 2645110088 宮崎県

安井株式会社

化学処理での添加剤改質による新規高機能性樹脂の開発

42 2645110090 宮崎県

株式会社昭和

航空機分野の受注拡大に応じた精密板金加工の生産性向上
税理士法人馬服＆パートナーズ
の確立

43 2645110091 宮崎県

有限会社ゴールデンテール

国内外の高級革靴等を生産する最新電子間止め縫製ライン
の導入と生産増大の実現

44 2645110097 宮崎県

株式会社黒田工業

塩素含有量の蛍光Ｘ線測定による固形燃料ＲＰＦの高品質化 日向商工会議所
と工場排出ゼロ・エミッションの実現
株式会社ディセンター

45 2645110100 宮崎県

晨星興産株式会社

新規液槽切断法による高速切断技術の開発と難加工材であ
るＳｉＣウェハの事業化

46 2645110102 宮崎県

株式会社クリエイティブマシン

各種製造業向け生産設備設計のための３次元ＣＡＤ特殊機能
柄本大介税理士事務所
提供

47 2645110105 宮崎県

株式会社北川はゆま

地域創生拠点を目指した「重点道の駅候補」の製造販売機能
北川町商工会
強化策

48 2645110106 宮崎県

有限会社ミロワール南香

宮崎産フルーツを利用したフレッシュで高付加価値な低糖度
ジャムの製造

49 2645110108 宮崎県

日玉中華食品株式会社

多様な蒸器に耐えるまんじゅうの開発と低価格で販路拡大す
宮崎太陽銀行
る。

50 2645110111 宮崎県

株式会社川畑板金

意匠性の高い建材の製造内製化と一貫施工によるコストダウ
都城商工会議所
ンと効率化

51 2645110113 宮崎県

藤屋印刷株式会社

費用対効果を検証するバーコード付き印刷物を軸とした商圏
拡大事業

山元経営診断事務所

52 2645110115 宮崎県

株式会社Ｓｏｆｔ＆Ｖｉｓｉｏｎ

宮崎県産の白チョウザメを活用した新商品開発事業

宮崎銀行

53 2645110116 宮崎県

株式会社有村産業

グラビア単色印刷機導入による印刷加工の内製化

宮崎太陽銀行

54 2645110117 宮崎県

株式会社フェニックスシステム研究所 新たな仕組みによる“独居老人見守りサービス”の開発

門川町商工会

鹿児島銀行

公益財団法人宮崎県産業振興機構

宮崎銀行

宮崎銀行

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

55 2645110122 宮崎県

有限会社花菱精板工業

医療・福祉関連の製品の新規開発を行う為の専用ベンダー導
富高恭宏税理士事務所
入

56 2645110123 宮崎県

有限会社東進メディカル

医療器具製造作業の改善計画の実現

串間商工会議所

57 2645110130 宮崎県

合資会社木浦精米所

最新設備導入による主食用宮崎県産米の精米加工プロセス
の強化事業

宮崎太陽銀行

58 2645110139 宮崎県

親和木工株式会社

自動直線縁貼機の導入による生産性向上とコスト削減

鹿児島銀行

59 2645110140 宮崎県

サンヨー食品株式会社

お節料理、割烹料理に付帯する和菓子系商品の新開発展開
海野理香税理士事務所
事業

60 2645110141 宮崎県

株式会社加賀城建設

焼酎廃液からエタノール燃料生産等を行う環境コンサルタント
公益財団法人宮崎県産業振興機構
事業

61 2645110150 宮崎県

大和検査鉱業株式会社

地域未利用資源（竹笹）を飼料化する「笹サイレージ」の生産
事業

62 2645110151 宮崎県

株式会社サニー・シーリング

超低温環境下（－８０℃～－１９６℃）での使用に耐えられる超
西日本シティ銀行
低温ラベルの開発

63 2645110152 宮崎県

城山ふとん店

加熱蒸気等ふとんの消毒システム導入によるコスト削減及び
延岡信用金庫
競争力強化

64 2645110153 宮崎県

株式会社福永樹脂

インサート成形用部品の自社生産化によるコストの極限削減
海野理香税理士事務所
と受注増加の実現事業

65 2645110155 宮崎県

株式会社水永水産

原料選別の自動化及び丸干しの高付加価値化による売上高
門川町商工会
の増加を実現する事業

66 2645110159 宮崎県

カンショク株式会社

自社オリジナル商品事業への拡大実現事業

日向商工会議所

67 2645110162 宮崎県

宮崎キャビア事業協同組合
日南チョウザメ養殖漁場
鮎のよしの
株式会社中幸組
有限会社鈴木組
松本水産株式会社
アクアファームながとも
株式会社鰻楽
伊予屋

チョウザメの生存率向上等を目的とした設備投資事業

商工組合中央金庫

68 2645110163 宮崎県

株式会社ソフモ

食品製造業向け原価管理クラウドシステムの開発

宮崎銀行

69 2645110165 宮崎県

有限会社日向栄進産業

高性能固液分離装置開発による循環型養豚糞尿処理システ
公益財団法人宮崎県産業振興機構
ム開発と販売

70 2645110172 宮崎県

有限会社鬼目養鶏場

ペレット化による鶏糞処理事業の売上増実現事業

小林商工会議所

71 2645110176 宮崎県

山西水産株式会社

最新式色彩選別機導入によるちりめん商品の売上げ増及び
品質向上の実現事業

新富町商工会

72 2645110179 宮崎県

大山食品株式会社

食酢技術を活用した常温保存可能な雑穀米麹甘酒飲料の開
国富町商工会
発と製造

73 2645110180 宮崎県

株式会社富士食品

新工場を建設し、キャラクター和菓子の生産販売体制を強化
する。

海野理香税理士事務所

74 2645110182 宮崎県

株式会社山崎産業

３次元写真計測システム導入による橋梁工事参入

税理士法人馬服＆パートナーズ

75 2645110183 宮崎県

株式会社富士製菓

和菓子の輸出事業拡大のための設備充実事業

海野理香税理士事務所

76 2645110184 宮崎県

岩倉幸雄

清浄空気を蔵内に導入し、高品質焼酎の製造技術を開発する 宮崎銀行

77 2645110185 宮崎県

株式会社修電舎

食品リサイクル装置のシリーズ拡充による販路拡大による売
上増強

宮崎銀行

78 2645110186 宮崎県

有明産業株式会社

製材加工機導入による国産ワイン・ウイスキー樽の開発

京都銀行

79 2645110190 宮崎県

株式会社器

水産加工品の１次加工品から２次加工品製造への事業拡大

海野理香税理士事務所

80 2645110192 宮崎県

有限会社奥松農園

トマト加工品商品開発生産化事業

海野理香税理士事務所

都城商工会議所

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

81 2645110193 宮崎県

有限会社丸哲

魚類の２次加工品の開発製造事業

海野理香税理士事務所

82 2645110194 宮崎県

株式会社甲斐精肉店

県内畜産物を利用した加工食品及び調味料の販売事業

いすず税理士法人

