
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 有限会社協同ファーム
ふるさと納税ニーズに対応するための製造能力強
化事業

8,333,000 平成28年6月22日

2 株式会社旭工業
経営体質の強化に向けた脱水処理作業場の整備に
よる事業の効率化

5,000,000 平成28年6月23日

3 有限会社テクノ
ファイバーレーザーを活用した業界初新製品の試作
開発及び製造工程の革新

30,000,000 平成28年6月24日

4 株式会社オガタ
屋根設置型太陽光パネルの多機能架台による新規
市場開拓事業

26,400,000 平成28年6月24日

5
有限会社谷山機械製作
所

高剛性マシニングセンタを活用した高効率生産によ
る販路拡大事業

10,000,000 平成28年6月27日

6
有限会社瀬戸山ブロック
工業所

施工効率向上に向けた擬似目地ブロックの製造 3,200,000 平成28年6月27日

7 株式会社奈良鐵工
高速・高精度ベンディングマシン導入による曲げ加
工の高度化

19,666,666 平成28年6月27日

8 株式会社ニチワ
最新モデルの冷間鍛造設備を導入し、品質向上と
生産性向上による事業強化

30,000,000 平成28年7月1日

9 海晴機械株式会社
５軸制御複合加工機導入によるタイヤ金型製造へ
の新規事業参入計画

30,000,000 平成28年7月1日

10 オリンピア工業株式会社
パイプベンダー導入による溶接製品のコスト削減と
短納期、高品質化への取組み

4,800,000 平成28年7月1日

11 都城管工事協同組合 漏水調査効率化の実現化事業 3,533,333 平成28年7月1日

12 株式会社ミヤザキ
最新鋭工作機械導入による生産性向上と納期短縮
の実現

30,000,000 平成28年7月1日

13 宮崎市印刷協同組合
高精細印刷及・偽造防止デザインシステムによる高
付加価値印刷事業

10,000,000 平成28年7月1日

14
有限会社日南ファミリー
ソーイング

新型自動八刺しミシン導入による品質・生産性の向
上

7,153,333 平成28年7月1日

15 株式会社エム・テック
デザイン性の高い家具等の複雑加工技法の習得に
よる新市場の開拓

13,066,666 平成28年7月1日

16 有限会社古川製作所
３ＤＣＡＤ高精度加工技術を活用した次世代型新エ
ネルギー自動車部品事業への参入

4,700,000 平成28年7月4日

17 株式会社金城精機
多軸制御技術による難削素材への高能率切削加工
システムの確立

21,000,000 平成28年7月4日

18 有限会社白水舎乳業
「百白糀」の機能性、保存性、安全性を高めるため
の空気清浄ラインの構築

5,000,000 平成28年7月4日

19 古澤醸造合名会社 冷却装置導入による品質安定 2,585,999 平成28年7月4日

平成２７年度補正　ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

１次公募交付決定一覧

1／7



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

20 株式会社山口鉄工建設
溶接ロボット導入による鉄骨建築物の溶接工程の改
善及び生産体制の強化

10,000,000 平成28年7月4日

21 吉玉精鍍株式会社
中間処理装置と検査機器導入による生産技術力の
向上及び売上増加

10,000,000 平成28年7月4日

22 ゴールド工業株式会社
電子デバイス自動実装用薄型導電シートの安定生
産体制の確立

7,660,000 平成28年7月4日

23
ヒラサワプレシジョン株
式会社

工具負荷解析による最適加工条件探索と金型製作
工程の効率化

30,000,000 平成28年7月4日

24 肉のくろぎ
ドライエイジングミートセラー導入による熟成肉等の
開発

4,273,333 平成28年7月4日

25
株式会社高橋精機製作
所

航空機シート部品の試作および一貫生産体制の整
備

30,000,000 平成28年7月5日

26 有限会社百市建鉄工業
最新の孔あけ・切断複合機の導入による生産工程
の高効率化の実現

30,000,000 平成28年7月5日

27
株式会社アステックコー
ポレーション九州

発泡スチロール成形機の成形工程データ共有によ
る鮮魚輸送保冷箱の生産管理体制の構築

30,000,000 平成28年7月5日

28 サファリウッド協同組合
うづくり加工機導入による商品価値向上と飫肥（オ
ビ）杉の販路拡大

6,413,333 平成28年7月6日

29
西臼杵共同生コン株式
会社

生コンプラント遠隔式操作盤と非接触型細骨材表面
水測定装置の新設

10,000,000 平成28年7月6日

30 京屋酒造有限会社
国内外に向けて地産の食材等を使った「和風ＧＩＮ」
製造のための専用蒸留装置導入事業

9,800,000 平成28年7月6日

31 株式会社イマムラ
業界初の設備導入による高品質畳の増産体制確立
とオーダーメイド置き畳の新規製造販売

9,360,000 平成28年7月6日

32 株式会社橋詰家具
宮崎県産の杉材、楠材の家具製造で材料の充実を
図り新たな製品で販売拡大を実現する事業

23,333,333 平成28年7月6日

33
ヤマエ食品工業株式会
社

濃縮つゆ類の生産体制の確立 17,340,000 平成28年7月6日

34 株式会社ビッグハウス
自動釘打ち３Ｄカット墨付機導入による高品質製品
の安定供給の実現

30,000,000 平成28年7月6日

35 有限会社東京庵
新型製麺機を用いた宮崎県産蕎麦の生産性向上と
新規市場創出

2,180,000 平成28年7月7日

36 株式会社池上鉄工所
部分最適から全体最適へ！　～ＩｏＴ生産革新による
競争力強化事業～

30,000,000 平成28年7月7日

37 株式会社井上商店
解梱機、ラベル剥離機導入により品質向上、顧客信
用と受注拡大の実現

21,293,000 平成28年7月7日

38 有限会社亀山工業
高度切削加工及び製造ライン改善によるＱＣＤ向上
事業

11,240,000 平成28年7月8日

39
みやざきライス卸協同組
合

精米事業の拡大等を目的とした、最新式精米機の
導入による安全性向上、高品質化、業務効率化事
業

6,666,666 平成28年7月12日

40 株式会社宮防 ガラス遮熱塗装時の表面洗浄処理装置の開発 4,198,500 平成28年7月12日
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41
株式会社清水製作所宮
崎

高精度三次元測定器導入による競争力強化及び市
場拡大を図る

3,022,000 平成28年7月12日

42 株式会社島津商会
付加価値の高い青果物用包装フィルムを製造する
設備の導入

7,938,000 平成28年7月12日

43 株式会社昭和
単品、超短納期対応に向けた新型設備導入・無人
化による競争力強化

30,000,000 平成28年7月12日

44
（株）日南トロ－ザ－ソ－
イング

国内外企業との競争に勝ち抜くために国際的なレベ
ルでの品質・生産性の向上

3,866,666 平成28年7月12日

45 ミツイシ株式会社
液体・粘体自動包装充填機導入による新商品製造
に伴う新規販路の拡大構築

9,000,000 平成28年7月12日

46 マルマン株式会社
市場ニーズを捉えたライン自動穴あけ製本機導入に
より、高品質・高生産を目指す

10,000,000 平成28年7月12日

47 株式会社かぐらの里
中間山地における通年雇用を創出するための高付
加価値のピール皮製造販売事業

4,046,000 平成28年7月12日

48 株式会社キサヌキ
高周波フラッシュ接着機の導入と工程改善による短
納期化事業

12,840,000 平成28年7月13日

49 都城生コン株式会社 水を制し環境保護に繋ぐ生コン製造体制の確立 10,000,000 平成28年7月14日

50 株式会社アーム
３Ｄプレゼン・積算見積ソフト導入による省エネ住宅
リフォームの提案力強化で他社と差別化する事業

1,793,333 平成28年7月14日

51 田辺精密工業株式会社
高精度測定機器導入による測定精度の向上、 短納
期化、検査事業への業務拡大の実現

5,000,000 平成28年7月14日

52
株式会社スカイプランニ
ング

ブロー成型ラインの導入による受託製造費の低コス
ト化・短納期化・新規販路拡大

30,000,000 平成28年7月14日

53 東諸建設事業協同組合
ＰＮＳ（パーフェクト・ネットワーク・システム）導入によ
る、「品質管理」を軸としたトータルでの生産管理の
強化

18,332,000 平成28年7月14日

54 株式会社井崎製作所
最新炭酸ガスレーザー加工機の導入によるアセンブ
リ課の新設と新規顧客獲得

30,000,000 平成28年7月15日

55 有限会社木佐貫鉄工所
高精度プレス曲げ機を新規導入し、製造工程の短
縮化及びコストダウンの実現

10,000,000 平成28年7月15日

56 ミツワハガネ株式会社
最新モデルの設備導入による航空機部品事業の更
なる強化・拡大

30,000,000 平成28年7月15日

57 株式会社藤元建設
「３Ｄマシンガイダンスシステム」導入・活用による工
期短縮、コスト削減

14,851,000 平成28年7月15日

58
西諸地区生コンクリート
事業協同組合

出荷監査・販売管理システム導入による生コン協同
事業の近未来型モデルの確立

18,000,000 平成28年7月20日

59 株式会社岡﨑組
ＩＴ活用による一般土木工事の生産性向上及びコン
クリート点検・診断事業の強化

10,000,000 平成28年7月20日

60
有限会社長友コンクリー
ト工業所

雷サージ対応の最新操作盤等の導入による、生コン
の安定的な製造・供給

10,000,000 平成28年7月21日

61 甲斐精密
細穴放電加工機の導入による作業効率の改善及び
短納期化

2,330,000 平成28年7月21日
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62 株式会社松長鐵工
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産工程の高効率
化・受注拡大への実現

3,200,000 平成28年7月21日

63 ミクロエース株式会社
半導体集積回路形成部品に対する 全自動表面処
理システムの開発

30,000,000 平成28年7月21日

64
農業生産法人合同会社
あや社中

綾町採れの日向夏天然酵母を使ったパンの製造販
売

10,000,000 平成28年7月21日

65 株式会社オンザマーク 新商品生産体制の整備を目指した加工所の新設 10,000,000 平成28年7月22日

66 大和工機株式会社 最新式５面加工機導入による製造力の強化 30,000,000 平成28年7月22日

67 有限会社美国フーズ
鶏炭焼き商品充填作業の自動化による生産量強化
事業

10,000,000 平成28年7月22日

68
株式会社エミオテクノロ
ジー

噴流式ハンダ槽導入による、リフロー炉との併用方
式の製造技術の確立

9,666,000 平成28年7月25日

69
株式会社八光開発コン
サルタント

３Ｄレーザースキャナ導入による測量業の生産性の
向上と短納期化の実現

10,000,000 平成28年7月25日

70 株式会社水耕舎
小型化・軽量化・作業能率向上のための新型ボーリ
ングマシンの開発

10,000,000 平成28年7月25日

71
株式会社サニー・シーリ
ング

小ロット・多品種・短納期のニーズに対応した設備導
入と印刷機械更新による生産体制強化

30,000,000 平成28年7月25日

72 マツタ工業株式会社
大型立型マシニングセンター導入で大型金型製作
の競争力強化

30,000,000 平成28年7月25日

73
有限会社長友ビニール
ハウス

最新式アングルベンダーを活用した、短納期かつ高
品質なビニールハウス製造技術の開発

17,366,000 平成28年7月25日

74
株式会社ドローンソ
リューションズ

無人航空機を活用した３次元モデリングシステムの
導入で測量・計測業務の生産性向上を実現

3,000,000 平成28年7月25日

75 株式会社システム技研 薄板多孔高精度精密部品の技術確立と事業拡大 28,666,666 平成28年7月25日

76 株式会社デイリーマーム
ゴボチ等の小袋製造能力アップのための新規設備
（自動包装機）導入による売上増大計画

9,633,333 平成28年7月25日

77 新光工業株式会社
最新ＣＮＣ旋盤・検査顕微鏡の導入による部品精度
向上で医療産業分野へ本格参入

10,000,000 平成28年7月25日

78 有限会社宮崎エヌフーズ
宮崎産肉巻きおにぎり棒・介護食のレトルト加工化
による商圏拡大

4,010,000 平成28年7月25日

79 株式会社ミートスタイル あじ豚ランチ弁当創設事業 3,466,000 平成28年7月25日

80
宮崎デリカフーズ株式会
社

介護食商品として「たまご豆腐」を通年商品に仕立て
あげる事業

30,000,000 平成28年7月25日

81 株式会社森のめぐみ 菌床椎茸製造工場の整備による製造販売強化事業 30,000,000 平成28年7月25日

82
細島港荷役振興株式会
社

細島港コンテナヤード管理システム導入による効率
化推進

9,405,333 平成28年7月26日
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83 株式会社プティパ
粉もの製造ラインの全自動化による生産性向上、販
売力強化を実現する事業

23,333,333 平成28年7月26日

84 株式会社ニッチフーズ
手羽詰め製造を機械導入による自動化システムの
構築

3,066,000 平成28年7月26日

85 有限会社丸哲
水産加工品の品質保持と安定供給の実現のための
急速冷凍設備の整備充実事業

30,000,000 平成28年7月26日

86 株式会社宮崎忠漬
漬物商品の少量多品目発注に対応した製造販売体
制の強化事業

10,000,000 平成28年7月26日

87 有限会社大田商店
全自動の発電機を導入することで、荒天時の養殖用
海水の安定供給を実現する事業

4,533,333 平成28年7月26日

88 株式会社上沖産業
５０％消エネ加熱殺菌ラインの導入による増産体制
の確立

21,986,666 平成28年7月27日

89 株式会社ＦＯＲＣＵＭ
家畜伝染病（口蹄疫等）の防疫対策のための車両
用簡易消毒ゲートの製造・受注

10,000,000 平成28年7月29日

90 株式会社あうわ
トマトラーメンのスープ製造工程での生産性アップと
品質向上プロジェクト

7,060,666 平成28年7月29日

91 株式会社大久保商店
浅漬製品の自動袋詰め機導入により、生産工場で
時給アップを図る

10,740,000 平成28年7月29日

92 有限会社新堀水産 活け締めブリ等の高付加価値化実現事業 10,000,000 平成28年7月29日

93 佐藤漬物工業株式会社
漬物作業の徹底効率化による生産コスト削減の実
現事業

6,666,000 平成28年7月29日

94
キムラ漬物宮崎工業株
式会社

スライスカット自動計量包装ラインの新設 6,994,400 平成28年7月29日

95 道本食品株式会社 宮崎県産野菜を用いた「干し野菜」事業 30,000,000 平成28年7月29日

96
有限会社スーパーやま
さ

惣菜用設備の導入と惣菜センターの開設を通じた顧
客満足度向上事業

4,692,666 平成28年7月29日

97 ツカサ電工株式会社
サーボプレス導入によるプレスタイプの新型ギヤ
ヘッド開発

15,800,000 平成28年7月29日

98 株式会社都城田中家 最新自動包装機械導入による生産工程の高効率化 20,000,000 平成28年7月29日

99
株式会社宮崎サンシャイ
ンエフエム

放送機材の防災対応能力強化事業 10,292,000 平成28年7月29日

100 トヤマ産業株式会社
設備導入による安心安全な作業環境の構築と作業
効率化による生産性向上の実現

10,000,000 平成28年7月29日

101 株式会社マスコ
販売用加工品の製造ラインの新設と販売体制の確
立事業

30,000,000 平成28年7月29日

102 有限会社加藤えのき
ポッド再利用工程の自動化によるえのき茸安定生産
化の実現事業

10,000,000 平成28年7月29日

103 吉田産業株式会社
乾燥材切削仕上げ工程を検査機能付き自動仕分ラ
インにより完全無人化生産事業

30,000,000 平成28年7月29日
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104 ウッドエナジー協同組合
最新のＮＣ型木材加工機を導入運用することにより
多品種小ロット製材の生産性倍増を実現する事業

30,000,000 平成28年7月29日

105 有限会社鬼目養鶏場
自家生産鶏糞ペレットを活用した暖房システム運用
による経費軽減策実現事業

10,000,000 平成28年7月29日

106 株式会社エム・ティ・シー
加工業務のグループ内製化による事業効率化及び
地域雇用創出の実現事業

14,550,000 平成28年7月29日

107
株式会社みやざきサン
ミート季穣

地元畜産農家と連携した安心・安全をアピールでき
る地元産食肉加工品開発事業

9,466,000 平成28年7月29日

108 株式会社ゲシュマック
新たな食肉加工場建設による高品質自社ブランド豚
肉加工品販売拡大事業

30,000,000 平成28年8月1日

109 宮崎高砂工業株式会社
窯のデジタル管理化による製品の品質安定化の実
現

20,603,999 平成28年8月1日

110 株式会社丸正フーズ
肉豚の、と畜解体処理及び豚枝肉のカット処理の作
業効率の改善

30,000,000 平成28年8月2日

111 株式会社小田工業 省力化マシン導入による生産工程改善強化事業 10,000,000 平成28年8月5日

112
有限会社井ヶ田製茶北
郷茶園

茶自動包装能力倍増化による生産・販売能力強化
事業

14,666,000 平成28年8月5日

113 株式会社宮﨑茶房
荒茶製造工程の機能向上を図り品質を保持したま
ま量的生産量を増大させる事業

30,000,000 平成28年8月5日

114 株式会社工藤工務店
納期短縮と重労働の軽減の実現で、受注拡大と高
齢者・若手雇用の環境を作る

8,400,000 平成28年8月5日

115 大和検査鉱業株式会社
畜産敷き材高騰・不足の対策として、新たな原材料
で安定した供給を図る事業

12,533,000 平成28年8月5日

116 樋口産商株式会社
最新型自動溶着機による農業用ポリフィルム溶着技
術の高効率化事業

18,455,000 平成28年8月8日

117 株式会社ヨコム
最新モデル設備導入による高性能自動車用吸音材
生産性向上と市場拡大

30,000,000 平成28年8月9日

118 坂本園
萎凋技術を活用した新商品開発及びボトルネック工
程の解消

7,074,074 平成28年8月17日

119 千徳酒造株式会社
キャップ供給機と自動ラベラー導入による瓶詰め工
程一貫生産ラインの構築

7,813,333 平成28年8月17日

120 桃乃屋
日向特産「へべす」の皮を活用した香り高い焼き菓
子の開発と販路拡大事業

5,000,000 平成28年8月17日

121
株式会社教育情報サー
ビス

教材紙面から動画・添削へ「ワンストップ英語学習
サービス」の提供

29,666,666 平成28年8月23日

122 株式会社ＩＫＯＭＡ
建設業の新分野進出としての「えごま」生産及び加
工品の開発生産販売事業

10,000,000 平成28年8月23日

123 有限会社東水産
定置網の潮流の自動計測、把握の実践による活け
締め事業の生産性向上事業

10,000,000 平成28年8月26日

124 株式会社河宗本店
３Ｄプリンタ導入による住宅デザインの『見える化』で
未来志向の家づくりを目指す

9,884,666 平成28年8月30日
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125 株式会社ＭＯＭＩＫＩ
高温恒湿熟成機増設及び自動包装ライン化による
黒ニンニク及び黒生姜の増産体制事業

20,786,000 平成28年8月30日

126 株式会社新海社
養殖魚加工場への最新マシ ン導入による増産の実
現

30,000,000 平成28年9月1日

127
株式会社高千穂ムラた
び

限界集落での雇用創出、地元産農産物の高付加価
値化を実現する事業

10,000,000 平成28年9月6日

128 株式会社ＳＰＩＣＥ
宮崎県産農水産物を活用したスリランカ料理食材加
工事業の創設

13,386,000 平成28年9月7日

129 株式会社バクティ
小ロット・短納期・新規マーケットに素早く対応する最
新型インクジェットプリンター機の導入

22,746,000 平成28年9月9日

130 株式会社山崎産業
高性能林業機械導入による木質バイオマス燃料配
給事業参入

22,000,000 平成28年9月9日

131
ジャパンキャビア株式会
社

キャビア加工場建設に伴うＩｏＴを活用した設備投資
によって海外展開を視野にした一括生産管理の実
現

30,000,000 平成28年9月9日

132
株式会社エビデンスアグ
リ

画像解析による農作物収穫量予測サービス事業 10,000,000 平成28年11月28日
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