
平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（７１件）

（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 2845110001 宮崎県 吉玉研磨技研株式会社 5350001007087
最新鋭マシニングセンタ導入による超硬質セラミック製品複
合研削加工の実現化

宮崎銀行

2 2845110002 宮崎県 有限会社森本テント室内装飾 6350002004974
高周波ウェルダーを活用した大中規模テントの生産プロセ
ス改善による販路拡大事業

宮崎銀行

3 2845110004 宮崎県 株式会社宮崎南印刷 6350001001923
データ処理装置とリモート校正装置で生産性と顧客サービ
スを向上して受注を拡大する

高鍋信用金庫

4 2845110013 宮崎県 株式会社巧研 3350001000564
高速形彫り放電加工機を活用した超精密金型仕上げ工程
の省力化

宮崎太陽銀行

5 2845110015 宮崎県 勝田被服株式会社 4120001014553
企業制服及び「終活」に対応した葬祭最高級装束の生産体
制強化事業

高鍋商工会議所

6 2845110016 宮崎県 オリンピア工業株式会社 3012801000307
加工工程の内製化によるコスト削減、納期短縮、受注拡大
への取組み

商工組合中央金庫

7 2845110020 宮崎県 株式会社ＳＵＮＡＯ製薬 6350001010825 宮崎県産野菜を使った『ドライベジ工場』の設立 宮崎商工会議所

8 2845110023 宮崎県 アートジャパン株式会社 6350001000025
新開発万能型ゴムパッドの生産プロセス革新による海外需
要拡大事業

宮崎太陽銀行

9 2845110025 宮崎県 株式会社中村商店 8350001006549
高鮮度維持冷凍技術の導入による業界でも珍しい鰻加工
の開発事業

宮崎商工会議所

10 2845110026 宮崎県 有限会社竹炭の里 7350002007142
化粧品基準に適合する高純度竹酢液の効率的な精製方法
の確立とオリジナル化粧品の製造能力の強化

国富町商工会

11 2845110029 宮崎県 株式会社長友精巧 4350001004374
高速ワイヤソー導入による大型インゴット加工の内製化と高
硬度難削材加工体制の確立

宮崎信用金庫

12 2845110032 宮崎県 有限会社花菱精板工業 4350002012509
生産管理システムの導入を行い生産性の向上と航空機部
品の受注増加計画

富高恭宏税理士事務所

13 2845110035 宮崎県 株式会社金城精機 5350001009018
高性能ＣＮＣ旋盤導入によるロールシャフト等の変種変量生
産への対応力強化事業

宮崎銀行

14 2845110038 宮崎県 有明産業株式会社 4130001013777
北海道産ミズナラワイン樽量産化のための側板曲げ加工の
生産性向上

京都銀行

15 2845110040 宮崎県 百合園機械  
最新鋭高精度大型ＮＣ旋盤導入による、大物金属部品切削
加工の高度化

延岡信用金庫

16 2845110041 宮崎県 株式会社協和精機 2350001009573
精密鋳造用ロストワックス金型へ新技術を展開するための
加工設備投資事業

南郷町商工会

17 2845110045 宮崎県 冷化工業株式会社 7350001002185
“特殊混合機能”を用いた大型混合実証試験設備の導入に
よる販路拡大

宮崎商工会議所

18 2845110046 宮崎県 株式会社宮防 5350001002063 飛散ゼロを目指す吹付塗装装置の試作・開発 宮崎商工会議所

19 2845110047 宮崎県 ミクロエース株式会社 9350001001912
自動車外装部品への高耐食・超鏡面研摩表面処理システ
ムの開発

折田武尚税理士事務所

20 2845110048 宮崎県 有限会社山和木工所 3350002015165
新加工方法の最新式設備導入による家具・建具の生産性
向上と短納期化の実現

宮崎銀行

21 2845110051 宮崎県 有限会社川辺印刷 8350002013263
デジタル印刷機導入による生産体制の確立と新規需要の
開拓

高千穂町商工会

22 2845110054 宮崎県 株式会社日向屋 9350001006399
急速に変化しているニーズ（個食、高品質、低価格）に対応
する為の新設備導入

門川町商工会

23 2845110055 宮崎県 はまや株式会社 7350001014321
宮崎産鯔（ぼら）を活用した宮崎県水産加工の新ブランド
「ひむかのからすみ」の創設実現事業

宮崎銀行

24 2845110056 宮崎県 太陽工業株式会社 7350001006830
３次元レーザー加工機導入とＩＯＴによる、高付加価値生産
システムの実現

宮崎銀行

25 2845110059 宮崎県 ゴールド工業株式会社 4122001021934
２軸押出し成形機による生産能力向上とＩｏＴを備えた生産
体制の構築

尼崎信用金庫

26 2845110063 宮崎県 有限会社一平 4350002000414
新社屋における商品物流の効率化と商品開発販売の実現
事業

公益財団法人宮崎県産業振
興機構

27 2845110064 宮崎県 原田建設株式会社 6350001001403
廃瓦を活用した瓦リサイクルの高度化処理及び県内廃瓦循
環システムの構築

宮崎商工会議所

28 2845110065 宮崎県 株式会社豊中ホット研究所 4120901024791
製品仕様と耐圧試験結果のナレッジ化による高圧ホース多
品種迅速開発体制の構築

りそな銀行

29 2845110070 宮崎県 株式会社シーガル 1120101036822
新調理技術を応用した「宮崎・国内産魚」の病院・老健向け
加工食品の開発

近畿大阪銀行

30 2845110073 宮崎県 ツカサ電工株式会社 7011201003362 防塵防水タイプの産業用ドローン専用モーターの開発 株式会社ＶＩコンサルティング
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31 2845110075 宮崎県 日向測量設計株式会社 5350001006089 三次元測量・設計による業務の効率化・省力化と精度向上 日向商工会議所

32 2845110076 宮崎県 株式会社おりなす建材 8350001006045
ビル用サッシ事業の生産性アップで同業他社を顧客に取り
込む

高鍋信用金庫

33 2845110078 宮崎県 森山工業株式会社 7350001007060 チタン製チューブの高精度裏波溶接加工プロセスの確立 宮崎銀行

34 2845110081 宮崎県 有限会社末原産業 8350002002373
家畜を飼育する際の木質系敷料のフレキシブル生産技術
の開発と販売

一般社団法人宮崎県中小企
業診断士協会

35 2845110082 宮崎県 株式会社田村産業 1350001001052 情報化施工による建設現場の生産性向上と経営の改革
公益財団法人宮崎県産業振
興機構

36 2845110083 宮崎県 有限会社嵐建具製作所 9350002000302
自由に空間が造れる可動式間仕切製作の作業効率改善に
よる販路拡大事業

宮崎銀行

37 2845110084 宮崎県 有限会社鈴木組 5350002011385
宮崎県産チョウザメの魚肉有効活用を目的とした新商品量
産のための設備投資事業

椎葉村商工会

38 2845110087 宮崎県 株式会社清水製作所延岡 2350001007131
最新のマシニング導入による継手穴加工の改善及び生産
の飛躍的効率化

木山会計事務所

39 2845110092 宮崎県 株式会社桜木組 6350001008712
３Ｄマシンガイダンス等情報化施工投資による生産性・品
質・安全性の革新的向上

宮崎銀行

40 2845110094 宮崎県 株式会社ＦＯＲＣＵＭ 2350001012908
家畜伝染病（口蹄疫等）の防疫対策のための 「“大型”車両
用簡易消毒ゲート」の開発・製造

小林商工会議所

41 2845110095 宮崎県 有限会社直ちゃんラーメン 7350002016721
生産性アップによる通販部門の強化と卸売部門の新設プロ
ジェクト

日南商工会議所

42 2845110096 宮崎県 株式会社水耕舎 4350001010208
「ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）材料」を活用した商品開発・
加工販売業への新規参入

小林商工会議所

43 2845110098 宮崎県 株式会社熊田原工務店 2350001009433
環境保全に配慮したリサイクル型鶏糞処理事業で生産性向
上をはかる

日南商工会議所

44 2845110099 宮崎県 株式会社岡﨑組 3350001000291
「高性能測量機器（マルチステーション）」導入による情報化
施工の強化

宮崎銀行

45 2845110102 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 2350001007049 大型複雑曲面加工設備とＩｏｔ・ＡＩの導入による生産性向上 宮崎太陽銀行

46 2845110104 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 アーク金属溶射機導入による新事業分野進出、販路拡大 延岡信用金庫

47 2845110105 宮崎県 株式会社大坪計量器店 2350001000276
情報化施工（土工）における測量・３次元データ作成等、異
業種分野への新規参入

鹿児島銀行

48 2845110107 宮崎県 株式会社お菓子の昭栄堂 3350001012196
高精度充填成形機の導入による生産性向上と県産素材を
使用した土産菓子の販路拡大

鹿児島銀行

49 2845110109 宮崎県 株式会社昭和 8350001006813
航空機分野の変化への対応におけるＩＯＴ技術革新による
競争力強化事業

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

50 2845110110 宮崎県 株式会社山崎産業 2350001007065
高性能ドローン及び最新レーザースキャナ導入によるＩＣＴ
工事実現

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

51 2845110113 宮崎県 株式会社モリタ 4350001004102
大型樹脂成形機を導入し、顧客ニーズ（一貫生産体制の構
築）に対応した生産体制の確立

田野町商工会

52 2845110119 宮崎県 株式会社カワノ淡水魚 1350001007909
薬膳料理と言われて来た鯉を「鯉うどん」として日本初の商
品化

宮崎太陽銀行

53 2845110120 宮崎県 有限会社古澤水産 7350002017141
都市部の最新ニーズに対応した水産加工品の大量生産販
売事業

宮崎銀行

54 2845110122 宮崎県 株式会社シンコー精機 3350001005786
射出成形工程の自動化による生産性向上と動物向け医療
器具の製造

株式会社ＶＩコンサルティング

55 2845110123 宮崎県 株式会社修電舎 9350001006812
小型スポット溶接機を導入し板金部品のアセンブリ化対応
へ新事業を展開

宮崎銀行

56 2845110124 宮崎県 株式会社池上鉄工所 9350001006639
自社製品ブランド化に向けた「曲げ工程」インソーシング強
化事業

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

57 2845110128 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社 1350001008411 多品種に対応した自動包装ラインの導入 宮崎銀行

58 2845110130 宮崎県 株式会社ＭＭＹ 8350001012695
ＣＡＤ／ＣＡＭ機導入による、難素材製作及び生産性・品質
向上計画

延岡信用金庫

59 2845110131 宮崎県 有限会社山田工業 1350002012791
高剛性・高精度ターニングセンタを導入し航空・介護分野の
受注拡大

延岡信用金庫

60 2845110135 宮崎県 株式会社ＴＡＮＩ 2350001007395
高精度複合加工機、ＣＡＤ／ＣＡＭ導入とＩｏＴシステム・ＡＩの
活用による技術力・競争力強化事業

宮崎太陽銀行

61 2845110144 宮崎県 株式会社名古屋精密金型 1180001092844 高精度加工による高品質金型の最適製造システム構築 十六銀行

62 2845110147 宮崎県 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449
高機能ＣＡＭ導入による加工プログラム作成工程の付加価
値向上

城寛税理士事務所
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63 2845110153 宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業 8350001006961
テスト用ブースと塗装ロボット導入による塗装品質の向上と
自動車部品受注拡大の実現

富高恭宏税理士事務所

64 2845110156 宮崎県 株式会社教育情報サービス 9350001010442
ＡＩを用いた教育ビッグデータ解析による学習の可視化シス
テムの構築

宮崎商工会議所

65 2845110158 宮崎県 有限会社末永家具 4350002012203
ＣＮＣ多軸複合ボーリングマシン導入による生産工程の高
効率化と、技能継承体制強化の実現

延岡信用金庫

66 2845110161 宮崎県 らぁめん風や  
自家製麺による新メニュー開発、付加価値アップ及び他店
との差別化

延岡商工会議所

67 2845110163 宮崎県 株式会社清水製作所宮崎 5350001008614
最新鋭画像寸法測定器導入によるリードタイムの効率化の
実現及び販路拡大

木山会計事務所

68 2845110169 宮崎県 有限会社権頭木工所 2350002001752
高周波フラッシュ接着機導入による生産性の向上及び曲面
加工を用いた新製品開発

宮崎銀行

69 2845110173 宮崎県 株式会社島津商会 2250001003818
食鳥用のフィルムの増産と、多層構造の高品質なフィルム
の製造

山口銀行

70 2845110174 宮崎県 株式会社ブルーオーシャン 7350001007787 チョコレート成型ライン新設による新商品販売 宮崎太陽銀行

71 2845110179 宮崎県 株式会社クリエイティブテクノロジー 5010001089639
接合型静電チャックの生産性向上のための非破壊検査機
導入

宮崎商工会議所
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