
公募回          ： １次公募 （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 2945110001 宮崎県 株式会社田中たたみ屋 4350001008103
～洗える・光る置き畳～高付加価値・高級極薄置き畳の
製造開発事業

株式会社宮崎銀行

2 2945110002 宮崎県 吉玉研磨技研株式会社 5350001007087
最新鋭ＣＮＣ立型複合研削盤導入による、セラミック製
品他のワンステップ高精度加工による競争力向上。

株式会社宮崎銀行

3 2945110003 宮崎県 プロテック
最新鋭高精度ワイヤ放電加工機導入による大型高硬度金
属部品の高品質加工実現による売り上増

延岡信用金庫

4 2945110005 宮崎県 株式会社金城精機 5350001009018
最新鋭ＣＮＣ旋盤導入による小ロット製造の革新的な生
産性向上計画

株式会社宮崎銀行

5 2945110008 宮崎県 有限会社佐土原機械 4350002007467
複合加工ＣＮＣ旋盤導入による工程集約確立と生産性向
上の実現

株式会社宮崎銀行

6 2945110009 宮崎県 千徳酒造株式会社 7350001006822
酒類用振動式密度計（ＳＤＫシステム）導入による国内
外への販売拡大の実現

延岡信用金庫

7 2945110010 宮崎県 株式会社冨永鋼建 2350001001167
高速穴あけ加工機導入による鉄骨建築物の生産性向上と
販路拡大事業

株式会社宮崎太陽銀行

8 2945110011 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024
三次元測定機を導入し、品質管理体制構築と信頼性向上
で受注拡大を図る。

延岡信用金庫

9 2945110012 宮崎県 海晴機械株式会社 5350001011023
熟練技能内臓のＣＮＣ旋盤導入によるタイヤ成形機製造
への新規販路開拓計画

税理士法人ティーアローズ

10 2945110013 宮崎県 ナンテック株式会社 2350001001225
焼酎や清涼飲料の生産に不可欠な小型貫流ボイラの製造
設備刷新計画

株式会社エフアンドエム

11 2945110014 宮崎県 株式会社興電舎 7350001006764
高機能検査・診断機器の導入による電気及び計装設備の
メンテナンスサービスの高度化

株式会社宮崎銀行

12 2945110015 宮崎県 株式会社クワハタ 3350001008459
高速ＣＮＣ加工機導入による小ロット多品種生産体制の
高度化

宮崎県商工会連合会

13 2945110019 宮崎県 株式会社都城印刷 3350001008343
高付加価値印刷の短納期化を実現させることによる競争
力強化の実現

株式会社エフアンドエム

14 2945110020 宮崎県 ミクロエース株式会社 9350001001912
次世代型電気自動車向けＥＶ電池製造装置への表面処理
システムの開発

株式会社宮崎銀行

15 2945110022 宮崎県 株式会社Ｆ・Ｃ 8350001011219 ３Ｄスキャナーを活用した総合高精度測量事業への展開 木下博義

16 2945110024 宮崎県 有限会社瀬戸山ブロック工業所 9350002014343
仕上げロボットの導入による養豚用コンクリートスノコ
製造の効率化並びに労働環境の改善

公益財団法人宮崎県産業振興機構

17 2945110025 宮崎県 有限会社メディカル・カグラ 6350002013505
最新の調剤支援システムを活用した調剤工程の効率化と
高付加価値化

株式会社宮崎太陽銀行

18 2945110026 宮崎県 株式会社新生工業 8350001005897
マスキング冶具の内製化でコスト競争力、品質向上、生
産性向上を図る

高鍋信用金庫

19 2945110027 宮崎県 一心園
急須いらずで手軽に飲める釜炒り茶の製造・販路拡大事
業

宮崎県商工会連合会

20 2945110028 宮崎県 大平シャツ株式会社 3350001004128
裁断工程の改善により地域同業者と協力した生産体制を
構築する

株式会社宮崎銀行

21 2945110029 宮崎県 株式会社宮防 5350001002063
畜産経営を安定させる暑熱対策及び畜舎内清浄の普及
ツール構築

宮崎商工会議所

22 2945110033 宮崎県 株式会社杉本商店 7350001007250 森林循環型再生しいたけ事業に伴う生産性向上計画 宮崎商工会議所

23 2945110036 宮崎県
株式会社エヌ・アイ・ティコーポレーショ
ン

4350001007468 フェーズドアレイ超音波探傷法による事業展開 株式会社宮崎太陽銀行

24 2945110038 宮崎県 合同会社安徳産機 8350003002265
同業種等との連携による新しいビジネスモデル構築の為
の設備投資計画

日南商工会議所

25 2945110039 宮崎県 株式会社アシストユウ 3350001002858 建設現場働き方改革支援カメラの試作と事業化 株式会社宮崎銀行

26 2945110040 宮崎県 株式会社ナンノ 2122001005682
超小型錠剤製造のための耐久性に優れた打錠用金型製造
の短納期化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

27 2945110041 宮崎県 有限会社亀山工業 5350002011889
多機能ＮＣルータ及びＣＡＭの導入による工程統合・生
産性向上事業

延岡信用金庫

28 2945110042 宮崎県 株式会社ニチワ 2350001009482
３Ｄ形状測定機の導入による製品の測定効率向上及び品
質管理の厳格化による競争力向上

公益財団法人宮崎県産業振興機構

29 2945110043 宮崎県 株式会社エスエヌシー 6350001009792
新型射出成形機導入による生産性の向上と新規分野への
事業展開

株式会社ＶＩコンサルティング

30 2945110044 宮崎県 有限会社財部とうふ店 2350002014399
最新型充填機導入による生産性向上と高品質化及び個食
のニーズに対応可能な商品拡売

株式会社宮崎銀行

31 2945110046 宮崎県 有限会社福島測量設計調査事務所 9350002009459
無人飛行機と地上型３Ｄレーザースキャナーを併用した
高精度三次元測量技術の確立

西都商工会議所

32 2945110047 宮崎県 株式会社イチマル水産 5350001006345
新型２連式電気式フライヤー導入による食味の良い個人
消費向けはんぺん製造事業

延岡信用金庫

33 2945110053 宮崎県 有限会社綾建設 3350002011354
３次元レーザースキャナーシステム導入による建設業に
おける受注競争力強化事業

株式会社宮崎太陽銀行

34 2945110061 宮崎県 ごんげんの森歯科医院
ＣＡＤＣＡＭ装置導入による日帰りセラミック歯科治療
の実現

宮崎商工会議所

35 2945110062 宮崎県 株式会社グローバル・クリーン 9350001006465
電解水とウルトラファインバブル水を活用した新たなサ
ニテーションサービス

日向商工会議所

36 2945110063 宮崎県 ＷＥＥＤＳ有限会社 6350002009981 横型マシニングセンタ導入による増産要求への体制構築 株式会社宮崎銀行

37 2945110065 宮崎県 ｈａｉｒｆａｃｅＣＯＬＯＲＢＡＲ
地域内高齢者や障がい者の顧客満足度向上と利用促進の
為の新設備導入計画

日南商工会議所

38 2945110066 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 2350001007049
精密平面研削盤の導入による航空機エンジン部品関連分
野への事業展開

株式会社宮崎太陽銀行

39 2945110067 宮崎県 有限会社南建興業 2350002016214
焼成加工による殺菌ボラ土の生産性及び付加価値向上に
関する事業

一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会

40 2945110070 宮崎県 株式会社協和精機 2350001009573
高精度加工による精密鋳造金型の受注拡大に向けた加工
設備投資事業

宮崎県商工会連合会

41 2945110071 宮崎県 宮崎ひでじビール株式会社 8350001010567
ＰＥＴ容器を活用した九州産クラフトビールの開発、販
路開拓

株式会社宮崎銀行

42 2945110072 宮崎県 Ｂｅｅｒ Ｍａｒｋｅｔ ＢＡＳＥ
宮崎産素材を活用したビール工房開設で製販一体型の事
業展開による業容拡大

株式会社宮崎太陽銀行

43 2945110073 宮崎県 條徹建装有限会社 4350002005438
クライアントの絶対的ニーズである納期に完璧に応える
ための生産性向上設備の導入。

宮崎県商工会連合会

44 2945110077 宮崎県 八幡屋商工有限会社 5350002005008
最新印刷機導入による新商品の開発及び製造・加工の内
製化による生産性向上

宮崎商工会議所

45 2945110079 宮崎県 有限会社ヤマショウ木材 7350002018305
素材供給に適応した製造ラインの高度化（自動化）を図
り、オーダーメイド受注生産による生産性向上と技術の

宮崎県商工会連合会

46 2945110080 宮崎県 株式会社キサヌキ 1350001006720
大型組立機導入による検査工程の生産性向上と中量生産
市場への進出

延岡信用金庫

47 2945110081 宮崎県 有限会社ナップ 5350002003390 革新的な広告事業による経営力の強化 堤太郎

48 2945110083 宮崎県 有限会社サングラビア 3350002001982
高性能新型スリッター機導入によるボトルネック解消、
生産性向上を目指す

株式会社宮崎太陽銀行

49 2945110084 宮崎県 新光パッケージ株式会社 8350001008462
段ボール箱への様々な顧客ニーズに応え、製造工程の省
力化を図るための最新設備導入。

株式会社宮崎銀行

50 2945110085 宮崎県 有限会社清光工業 8350002012216
汎用旋盤の機械・技術を基にアーク溶射を内製化し付加
価値・稼働率向上

延岡信用金庫

51 2945110086 宮崎県 株式会社延岡高圧ガスセンター 3350001006933
液化炭酸ガス貯槽（タンク）及び液送ポンプ設置による
生産性向上計画

延岡信用金庫

52 2945110087 宮崎県 有限会社豊包装 3350002005125
印刷巻き取り機およびエア圧ドクター導入による印刷加
工の効率化

高鍋信用金庫

53 2945110088 宮崎県 株式会社エミオテクノロジー 2350002010431
高機能型実装機導入による新分野基板への展開及び量産
ラインのネットワーク化への取り組み

株式会社宮崎太陽銀行

54 2945110093 宮崎県 有限会社山田工業 1350002012791
高精度・高品位加工を実現する立形マシニングセンタ導
入による鉄道車両分野の受注増大

延岡信用金庫

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

宮崎県採択案件一覧（110件/110事業者）



55 2945110094 宮崎県 有限会社平松建商 3350002003896
現場環境に左右されず高品質な施工が可能な寸法可変型
屋根材のワンストップ対応事業の構築

株式会社宮崎銀行

56 2945110097 宮崎県 有限会社松岡畳床工業所 9350002016868
防カビ、防ダニ効果のある新素材畳の加工販売に伴う生
産性向上・販路拡大事業

日南商工会議所

57 2945110098 宮崎県 北一株式会社 3350001000440
刺繍事業による既存顧客への新たな展望と新規顧客獲得
による受注拡大

株式会社宮崎銀行

58 2945110099 宮崎県 株式会社ＨＤＳ 7350001001550
ＣＡＤＣＡＭによる超高能率加工技術の確立と生産性向
上による販路拡大事業

久野浩史

59 2945110103 宮崎県 有限会社津隈機工 8350002013552 多目的形綱加工機の導入による加工工程の生産性向上 株式会社ＶＩコンサルティング

60 2945110104 宮崎県 松本歯科医院
診療ニーズへの対応と難度化する治療に伴う高度診療の
整備化

宮崎商工会議所

61 2945110105 宮崎県 株式会社石井木工 7350001012952
５軸制御切削機と３次元ＣАＤ連動で挑戦する「木材＋
アクリル家具」事業

延岡信用金庫

62 2945110106 宮崎県 株式会社広瀬 4350001009233
ピーマン計量包装ラインの導入による増産体制の整備と
付加価値の向上

宮崎県商工会連合会

63 2945110107 宮崎県 有限会社向栄食品工業 7350002007084
野菜残渣の「微生物分解装置」導入による循環型生産体
制の構築

宮崎県商工会連合会

64 2945110109 宮崎県 株式会社高千穂ムラたび 8350001011400 地元農産物を使用した新商品の増産体制を実現する事業 宮崎県商工会連合会

65 2945110110 宮崎県 有限会社ワークス・宮崎 4350002013077
高速・高精度ワイヤ放電加工機を活用した外注切削工程
の内製化によるコスト削減、短納期化の実現

延岡信用金庫

66 2945110117 宮崎県 株式会社熱田本店 6350001000082
子どもの安全を守るＧＰＳ機能付きランドセル搭載の防
犯ブザーチャーム商品の試作機開発

株式会社宮崎銀行

67 2945110119 宮崎県 かわさき屋株式会社 2350001011744 宮崎県産の食材を使用した調味料の開発・販売強化 宮崎県商工会連合会

68 2945110121 宮崎県 株式会社海の森 4350001012765
高速自動フィレカットマシンの導入による、代替品の開
発にて生産力の平準化を狙う新商品開発戦略

延岡信用金庫

69 2945110123 宮崎県 有限会社桜建 3350002005414
木材自動切断機等及の導入による型枠製造現場の革新的
な生産性・品質向上

株式会社宮崎銀行

70 2945110125 宮崎県 有限会社あがりお畳 4350002007351
技術的に難しい“へり無し畳”の製造工程改革（機械
化）による生産性・品質向上

宮崎県商工会連合会

71 2945110127 宮崎県 株式会社ユニフローズ 3013101001210
５軸マシニングセンタ導入によるバルブのコストダウン
と安定供給

西武信用金庫

72 2945110129 宮崎県 有限会社冨永精密 5350002018463 立型マシニングセンタ導入による金型量産体制の確立 高鍋信用金庫

73 2945110131 宮崎県 株式会社教育情報サービス 9350001010442
英語入試改革に対応する、ＡＩを活用したオンライン英
会話サービスの構築

宮崎商工会議所

74 2945110132 宮崎県 株式会社宮崎血流研究所 6350001014561
電子発生機械装置とホイールローダの導入による生産性
向上と残留農薬問題の解消

宮崎県商工会連合会

75 2945110133 宮崎県 サスティア株式会社 6350001012714
宮崎県の少子化対策として出会いを創造する婚活事業自
動化ＷＥＢシステムの開発

宮崎商工会議所

76 2945110134 宮崎県 株式会社餃子の馬渡 1350001012248
ボトルネック工程（餃子の皮プレス工程）解消による生
産性向上・販路拡大

高鍋商工会議所

77 2945110135 宮崎県 寺田測地設計有限会社 5350002012326
革新的ドローン写真測量による生産性向上と市場拡大・
創出事業

延岡信用金庫

78 2945110136 宮崎県 株式会社サンライフ 7350001011624
自社オリジナル開発商品「ライフジビエカレー」量産の
ための内製化

小林商工会議所

79 2945110138 宮崎県 有限会社光陽電機 8350002012026
住友重機械工業サービス指定店に向けての設備拡充品質
向上計画

延岡信用金庫

80 2945110139 宮崎県 都栄工業株式会社 8350001005600
生コンクリート車の配車管理及びテストピース採取工程
の生産性向上

株式会社宮崎銀行

81 2945110140 宮崎県 株式会社メディカルシード 9350001010599 呼気連動型自動痰吸引装置の開発 延岡信用金庫

82 2945110141 宮崎県 有限会社桐木工作所 5350002011939
高精度吸着チャック加工における大型化に対応した製造
技術強化

株式会社宮崎銀行

83 2945110145 宮崎県 南榮工業株式会社 6350001008167
九州沖縄に特化したハイブリッド農薬散布大型ドローン
の試作開発

都城商工会議所

84 2945110146 宮崎県 株式会社藤元建設 6350001004174
３次元データを用いた重機自動制御システム活用による
工期短縮・コスト削減

宮崎県商工会連合会

85 2945110147 宮崎県 相馬工業株式会社 3350001004045 サブマージ溶接システムの導入による競争力強化 大串智之

86 2945110148 宮崎県 富士圧送株式会社 9350001012827
生コンスラッジの無害化への挑戦による生産性向上・商
圏拡大事業

高鍋信用金庫

87 2945110149 宮崎県 株式会社あうわ 9350001012661
新ＦＣ事業の展開に伴う製造ライン構築と生産効率アッ
プ事業

宮崎商工会議所

88 2945110150 宮崎県 有限会社はたやリネンリース 4350002012517
シーツ投入機の導入（生産性向上）による宮崎県内唯一
の革新的布団レンタルサービスの確立

延岡商工会議所

89 2945110151 宮崎県 宮﨑紙工印刷株式会社 8350001001772
「ピッタリ糊で、ガッチリ製本。」　～ ＰＵＲ製本で
差別化を図る ～

株式会社宮崎銀行

90 2945110152 宮崎県 株式会社優和 9350001014071
高性能な動力切断機・折曲機の導入により、低コストで
高精度な建築板金の実現

宮崎県商工会連合会

91 2945110154 宮崎県 株式会社ジーアイエス南九州 9350002016389
ドローンを活用した農業分野（生育診断、農薬散布）へ
の新規参入

株式会社宮崎銀行

92 2945110155 宮崎県 有限会社慶珉 3350002018606
宮崎を餃子王国とするため宮崎県内の豊かな農産物・水
産物をコラボした餃子を開発する事業

株式会社宮崎太陽銀行

93 2945110161 宮崎県 有限会社松尾ボーリング工場 8350002004361 「フレキシギア」量産化に向けた試作開発 米倉博彦

94 2945110164 宮崎県 有限会社南日本設備サービス 8350002012760
高度なＡＩ搭載ＣＡＤと積算システム導入による設計・
積算・見積もりの正確化・迅速化による競争力向上

株式会社宮崎太陽銀行

95 2945110165 宮崎県 株式会社ビッグハウス 8350001012159
南九州ではじめての木質トラス製造分野への進出と既存
事業とのシナジー効果による企業力強化

株式会社宮崎銀行

96 2945110166 宮崎県 有限会社新垣ミート 4350002005652 ＨＡＣＣＰ認証取得による熱加工食品の製造販売 公益財団法人宮崎県産業振興機構

97 2945110168 宮崎県
マイスター・パネル・メンテナンス宮崎合
同会社

8350003002406
作業プロセスが短縮できる機器の導入による労働生産性
の向上

株式会社宮崎銀行

98 2945110169 宮崎県 マルマン株式会社 8011201005218
ライン自動袋詰め機の導入により高品質・高生産性向上
を目指す。

岩城哲夫

99 2945110170 宮崎県 株式会社イート 7350001013224
宮崎大学と連携し学生のマーケティングデータを活用し
た「キャラいも」の土産品開発事業

株式会社宮崎銀行

100 2945110171 宮崎県 合資会社鳥原鮮魚店 9350003000103
冷凍庫・冷蔵庫の増強と超低温冷凍庫導入による顧客
ニーズに沿った販路拡大

株式会社宮崎太陽銀行

101 2945110173 宮崎県 マツタ工業株式会社 5350001007013
最新鋭ＮＣ旋盤導入による量産部品加工の工程集約及び
競争力強化

延岡信用金庫

102 2945110175 宮崎県 安井株式会社 2350001006199 腹腔鏡手術用デバイスの開発 宮崎県商工会連合会

103 2945110176 宮崎県 株式会社甦る大地の会 4350002009975
省エネ農業システム導入による生産性向上と付加価値農
業の実現

高鍋商工会議所

104 2945110179 宮崎県 株式会社測進開発 5350002017127
最先端ドローン及び３次元データ作成ソフト等を活用し
た「測量業務の生産性・品質革命」

宮崎商工会議所

105 2945110180 宮崎県 株式会社夕刊デイリー新聞社 8350001007076
電子新聞導入で新サービス開発及び効率化による新規顧
客開拓

延岡商工会議所

106 2945110186 宮崎県 新サンフード工業株式会社 2350001000771 冷凍野菜の需要拡大時期における迅速な供給体制の整備 株式会社宮崎銀行

107 2945110187 宮崎県 株式会社中村食肉 4350001008474
たれ漬け製造ラインの高度化による生産性の向上と市場
ニーズに応じた商品開発

宮崎県商工会連合会

108 2945110188 宮崎県 株式会社そら彩 5350001014793
焼き菓子の生産性向上と営業力強化を目的とした設備導
入事業

宮崎県商工会連合会

109 2945110191 宮崎県 有限会社オークラ製作 3350002011528 高周波プレス導入による生産性向上と納期短縮化事業 株式会社宮崎銀行

110 2945110194 宮崎県 ゴールド工業株式会社 4122001021934
自動ラック倉庫増設による生産プロセス改善・効率化実
現事業

尼崎信用金庫


