◎

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」の採択結果等について

本事業については、平成３０年２月２８日（水）から平成３０年４月２７日（金）（電子申請：５月１日（火））までの期間において公募を行いまし
たところ、全国で１７，１１２件（１７，２７５者）の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり１２７件（１２７事業者）を採択す
ることといたしました。

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
長崎県採択案件一覧（127 件／127 事業者）
公募回

１次公募
受付番号

（受付番号順）
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 2942110001

長崎県

株式会社Ｋｕｒｕｌｉ

8310001014530

焼き立てパン事業で培った技術とノウハウ活用による
焼菓子市場開拓事業

長崎県商工会連合会

2 2942110003

長崎県

株式会社シーズ

1310001008373

三次元データーを使った障害者のニーズに応えるオー
ダー椅子カバーの製作

株式会社親和銀行

3 2942110005

長崎県

有限会社高木製作所

2310002010617

高精度マシニングセンター導入で精密部品加工受注に
よる事業拡大

公益財団法人長崎県産業振興財団

4 2942110008

長崎県

株式会社ケンコー

8310001000530

最新大型天井クレーン導入による生産性向上および市
場拡大の実現

岩﨑修一

5 2942110010

長崎県

石商イマダ

石材加工用ＣＡＤ・ゴム文字切機導入による生産性向
上

長崎県商工会連合会

6 2942110016

長崎県

株式会社アパレルオオタ

6310001010060

高性能自動延反機導入による高品質・高効率縫製生産
技術の確立

長崎県商工会連合会

7 2942110017

長崎県

株式会社ヤマサキ

9310001002253

新技法によるノーアイロンスラックス開発で市場開拓
と売上拡大を図る

長崎県商工会連合会

8 2942110018

長崎県

大成工業株式会社

3310001006458

ビームワーカー導入による切断・孔明け工程改善と働
き方改革

玉ノ井孝一

9 2942110019

長崎県

株式会社ナカムラ

7310001009135

スーパーの販促用ＰＯＰの印刷業務の生産性を向上
し、売上拡大を図る

長崎県商工会連合会

10 2942110020

長崎県

有限会社西海園

7310002012583

本格茶が手軽に飲める「水出しそのぎシェイク」開
発・販路開拓事業

長崎県商工会連合会

11 2942110021

長崎県

株式会社日野商店

7310001001819

ＨＡＣＣＰ導入と生産能力向上による鯨食文化の県外
戦略の展開

近藤正敏

12 2942110022

長崎県

平野青果株式会社

7310001013293

契約農家の負担を軽減するためのサービス提供プロセ
スの改善

本田剛士

13 2942110023

長崎県

冨士樹脂株式会社

4180001024225

小型水中ロボット製作のため精密ＮＣルーターマシン
の導入による加工精度向上と製作時間

株式会社十八銀行

14 2942110024

長崎県

株式会社勝手

7310002017153

先端設備導入による製造方式の構築及び差別化商品に
ての販路拡大

たちばな信用金庫

15 2942110025

長崎県

協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構

1310005001655

新トラックスケール導入に係る古紙増量計画

株式会社親和銀行

16 2942110026

長崎県

株式会社カイタックファミリー

7260001001717

高齢者が快適に過ごせる日本製高級パジャマの開発と
生産

株式会社エイチ・エーエル

17 2942110027

長崎県

有限会社長崎スチールエンジニアリング

8310002003747

特殊耐震化構造の新商品「鋏み金物」の量産化及び大
型配管設備対応による販路拡大

長崎県商工会連合会

18 2942110028

長崎県

株式会社湘南サンライズ工業

9021001009193

高精度マシニングセンタ導入による高付加価値製品の
内製化及び作業工程の改善

長崎県商工会連合会

19 2942110030

長崎県

株式会社三恵工業

7310002010117

最新鋭の数値制御工作機械による生産量拡大、生産性
向上、コストダウン、納期短縮、新規開拓事業

株式会社親和銀行

20 2942110031

長崎県

有限会社中央電機製作所

6310002007758

ＩｏＴ化対応パンチプレス導入による生産体制強化及
び受注拡大

川崎孝敏

21 2942110032

長崎県

株式会社工藤測量設計

6310001000490

手間と危険を回避する設備導入で生産性向上とコスト
削減を図る事業

長崎商工会議所

22 2942110033

長崎県

株式会社西海建設

2310001000619

ＩＣＴ技術を活用した施工管理システム開発による浚
渫工事の生産性向上

長崎商工会議所

23 2942110034

長崎県

株式会社森口鉄工所

4310001008189

高性能ワイヤ放電加工機の増設とＩＯＴの活用による
生産性の向上

公益財団法人長崎県産業振興財団

24 2942110035

長崎県

株式会社フリーライン

5310001004071

学力評価の「見える化」による新「歯科衛生士学習ソ
フト」の開発

長崎県商工会連合会

25 2942110036

長崎県

扇精光コンサルタンツ株式会社

7310001000283

ＵＡＶ（ドローン）搭載型レーザスキャナによる３次
元地形モデル作成事業

株式会社十八銀行

26 2942110039

長崎県

須崎屋

五三焼カステラの海外展開に対応する生産工程改善計
画

長崎県商工会連合会

27 2942110040

長崎県

有限会社森酒造場

7310002019521

世界へ向けた平戸ブランド日本酒の高品質生産及び生
産性向上を可能にするプロセスの構築を行う

株式会社十八銀行

28 2942110042

長崎県

小浜食糧株式会社

7310001008500

高速自動包装機と多言語対応可変印刷機能の一元シス
テム計画事業

株式会社ドーガン

29 2942110043

長崎県

株式会社バイオジェノミクス

7310001008888

需要に応えるため乳酸菌生産物質の増産体制を整え、
利益拡大に繋げる

園田辰義

30 2942110045

長崎県

株式会社将大

3310001003785

高品質なパン製造の生産性を向上して販路を拡大する

長崎県商工会連合会

31 2942110046

長崎県

株式会社稲沢鐵工

5310001010648

日本一の住宅階段メーカーへ駆け上がる！！
レーザー切断で量産体制構築

伊万里信用金庫

32 2942110047

長崎県

株式会社公精プラント

7310001010076

最新鋭の量産型工作機械の導入による作業現場の刷新
計画

石栄孝志

33 2942110048

長崎県

株式会社司製作所

3310001015129

“未来を担う生産力”
プロセス構築

長崎三菱信用組合

34 2942110050

長崎県

株式会社光工業

4310001014831

法面工事用「コンクリート吹付機」導入による経営力
強化事業

長崎県商工会連合会

35 2942110052

長崎県

有限会社尾崎輸送部

6310002016833

回転式クランプフォークリフトを導入し生産性向上及
び競争力強化

長崎県商工会連合会

36 2942110053

長崎県

株式会社宮崎製作所

8310001009019

ロボット溶接機導入による生産性向上と高品質溶接の
安定化

諫早商工会議所

高精度

人×機械のフレキシブル生産

公募回
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受付番号
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都道府県

申請者名称
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高剛性・高精度ターニングセンタ導入による金属加工
生産性向上

長崎県商工会連合会

7310001002321

“現場力”強化による大型鋼構造物生産活動プロセス
の合理化

長崎三菱信用組合

有限会社里脇製作所

7310002017252

情報処理技術と測定計測技術の同時向上による生産プ
ロセスの改善

たちばな信用金庫

長崎県

有限会社ニシトウ

2310002012844

最新の自動成型機導入による生産プロセスの効率化・
高度化事業

長崎県商工会連合会

41 2942110060

長崎県

株式会社協環

3310001000452

環境計量事業の登録追加による受注拡大と競争力強化

一ノ瀬博人

42 2942110062

長崎県

柴﨑建設株式会社

5310001008618

ＩＣＴ技術にかかるレーザースキャナ導入による効率
化及び受注力強化

長崎県商工会連合会

43 2942110063

長崎県

中村畳店

最新畳縫着機導入による多品種対応と品質及び生産性
の向上

長崎県商工会連合会

44 2942110064

長崎県

株式会社九州ジンク

8310001004671

アルミ合金製陽極の最大生産量拡大による労働生産性
向上

長崎三菱信用組合

45 2942110065

長崎県

有限会社スエオカ

6310002013054

会計処理プロセスの改善による新サービス導入で顧客
満足度向上

税理士法人ウィズラン

46 2942110066

長崎県

有限会社岸本製作所

8310002007681

高精度技術獲得による［ＭＯＴ：技術を武器にする経
営」の促進

長崎三菱信用組合

47 2942110067

長崎県

有限会社翔芳窯

5310002012395

一珍技法を駆使した繊細な絵付けによる和モダン食器
の開発

長崎県商工会連合会

48 2942110068

長崎県

アイアカネ工房

無農薬「食べる藍」の安定生産と焙煎器導入による生
産性の向上

長崎県商工会連合会

49 2942110069

長崎県

協和機電工業株式会社

7310001000473

最新型溶接ロボット導入による水処理機械の生産性向
上及び受注拡大

前田直

50 2942110070

長崎県

株式会社南翔クレーン

3310001013917

既存設備を活用した県内初の杭抜工事受注による売上
の拡大

長崎商工会議所

51 2942110071

長崎県

深堀米穀店

脱酸素剤を袋に閉じ込めたままで開封できる小袋無洗
米の商品開発

長崎商工会議所

52 2942110072

長崎県

九州松下工業株式会社

3310001010501

主力製品の標準化による原価低減と短納期化によって
海外市場での他社との差別化及び競争力の強化

新居誠一郎

53 2942110073

長崎県

株式会社環境衛生科学研究所

6310001000350

液体クロマトグラフ－質量分析装置による高度分析技
術の構築と差別化の強化

株式会社商工組合中央金庫

54 2942110076

長崎県

株式会社松井老舗

6310001012486

創業４００年の伝統を活かした切り込み入り長崎カス
テラの全国販売

株式会社エイチ・エーエル

55 2942110079

長崎県

陶房亀岡

歩留まりの高い製造ライン構築による古陶磁再現とオ
リジナル製品開発

佐世保商工会議所

56 2942110083

長崎県

株式会社インテックス

2310001000156

57 2942110084

長崎県

中野鉄構株式会社

5310001004708

３ＤＣＡＤソフト及びカッティングマシーンの導入に
よるパッケージ類の商品開発と販路拡大による売り上
げ拡大
最新溶接技術と現場力（ヒト）融合による生産プロセ
スの変革

58 2942110087

長崎県

出口工業株式会社

1310001004042

ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性の高効率化で更なる
競争力の強化を図る

長崎県商工会連合会

59 2942110088

長崎県

瀨﨑製作所

ＱＣＤに差をつける製造工程改革で顧客満足向上と新
規顧客への展開

長崎県商工会連合会

60 2942110090

長崎県

有限会社塚ちゃん雲仙たまご村

「鶏糞燃焼温風設備」を導入し生産性を上げ、収益を
拡大する

園田辰義

61 2942110091

長崎県

神谷歯科診療所

歯科用ＣＴによる高齢者向け治療と予防歯科で健康寿
命をサポート

税理士法人ウィズラン

62 2942110093

長崎県

株式会社ホーセイ

9310001005974

最新加工設備の導入で高品質の確保と生産性向上・コ
ストダウンを図る

株式会社親和銀行

63 2942110095

長崎県

株式会社新田鉄工所

4310001009798

形彫（かたぼり）放電加工機の導入により特殊加工機
械を拡充し技術競争力を強化する

公益財団法人長崎県産業振興財団

64 2942110096

長崎県

株式会社白浜工業

7310001005563

次世代ユニッククレーン導入による生産性向上と溶射
ニーズへの対応力強化

佐世保商工会議所

65 2942110099

長崎県

Ｈ．Ｏ．Ｃ株式会社

6310001008690

コンクリート製品へのウオ―タージェット加工で差別
化を図り、受注を拡大

株式会社十八銀行

66 2942110100

長崎県

有限会社平尾ダンボール

7310002004630

特殊段ボールを使った個人消費者向け大型什器の小
ロット商品製造販売による売上拡大事業

株式会社親和銀行

67 2942110101

長崎県

滲透工業株式会社

9310001000769

自動車部品向け整列熱処理治具の高耐久化実現による
生産性向上計画

手塚智三郎

68 2942110102

長崎県

有限会社日見フランソア

8310002004588

しょうがを使った“温活パン”の開発及び生産性向上
による量産化

長崎商工会議所

69 2942110106

長崎県

有限会社牛蒡餅本舗熊屋

4310002019334

創業２５０年老舗企業のカステラ生産設備強化による
海外展開の実施計画

株式会社十八銀行

70 2942110107

長崎県

株式会社大野社

8140001012675

３次元測定器導入による大型・複雑形状の金属部品の
品質向上

株式会社クリエイション

71 2942110108

長崎県

株式会社マルマス

9310001006948

特殊急速冷凍機及びゆで麺機導入による生産性・品
質・顧客満足度の向上

長崎県商工会連合会

72 2942110110

長崎県

株式会社内海鉄筋工業

2310001006871

生産性向上による新工事分野への進出と魅力ある職場
づくりの推進

株式会社親和銀行

73 2942110111

長崎県

株式会社田浦組

8310001001033

ＵＡＶ・レーザ測量システムによる作業効率化とＩＣ
Ｔ対応による企業評価アップ

長崎商工会議所

74 2942110112

長崎県

西日本繊維株式会社

3310001008867

アパレルウエアのプリントから縫製まで一貫生産によ
る提案型企業への挑戦

九州ひぜん信用金庫

75 2942110113

長崎県

株式会社シンコー

4310001006770

艦船修繕工事の工程短縮による品質・生産性向上

税理士法人ウィズラン

76 2942110116

長崎県

総和工業株式会社

7030001004759

溶接ロボット導入による自社製高気圧酸素カプセルの
品質及び生産性向上

株式会社ＳＫＣ

77 2942110117

長崎県

有限会社岸川製作所

8310002001370

全自動型複合加工機導入による、２４時間生産体制の
構築と生産性の向上

株式会社親和銀行

78 2942110118

長崎県

株式会社スワン

3310001000898

五島産椿油配合洗剤によるクリーニングの高品質化及
び競争力強化

株式会社親和銀行

79 2942110121

長崎県

株式会社ユニバーサルワーカーズ

5310001004765

軍艦島上陸観光における外国人向け多言語アプリ導入
でサービス向上

一ノ瀬博人

37 2942110055

長崎県

伊藤工作所

38 2942110056

長崎県

株式会社吉本ハイテック

39 2942110057

長崎県

40 2942110059

3310002018015

株式会社十八銀行
長崎三菱信用組合
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最新ＣＮＣ旋盤による高安全性を求められる食品用ベ
ルトコンベアー製造の生産性向上

税理士法人中央総合会計事務所

溶接姿勢の安定確保で高品質な製品作りと生産性向上
を図る

たちばな信用金庫

6310001015332

特許技術を持つからすみを低温熟成で究極に仕上げた
逸品

團野龍一

有限会社ザブ・テック

1310002015922

半導体・液晶関連分野の大型・精密化への対応と新規
分野への進出

公益財団法人長崎県産業振興財団

長崎県

有限会社立山印刷

9310002010742

地域商店街等の活性化を目的とする「クーポン付日め
くりカレンダー」製造事業計画

佐世保商工会議所

85 2942110129

長崎県

株式会社康真堂印刷

1310002017209

開きやすく読みやすい製本物を実現する製本システム
導入事業

株式会社商工組合中央金庫

86 2942110132

長崎県

大串モータース

高機能な自動車整備機器の導入による車検・修理作業
の生産性向上

長崎県商工会連合会

87 2942110134

長崎県

株式会社エミネントスラックス

6120001075825

ＭＡＤＥ ＩＮ 長崎の自社ブランドとＩｏＴを活用し
た管理で生産性向上を図る

株式会社親和銀行

88 2942110136

長崎県

株式会社津本料理店

9310001013944

オゾン水ナノバブルを活用した高付加価値商品の製
造・販売事業

長崎県商工会連合会

89 2942110137

長崎県

株式会社境鉄工所

4310001011440

鉄骨生産能力強化とコスト削減の為の最新型シャーリ
ング機の導入

株式会社親和銀行

90 2942110140

長崎県

株式会社佐世保木創

2310001012696

耐震性・防火性に優れたＣＬＴ材を用いた木製小屋製
作の新展開

九州ひぜん信用金庫

91 2942110141

長崎県

合資会社三ツ池

9310003002078

既存商品「とうふ蒲鉾」製造技術活用型新商品「島原
魚麺」づくり

長崎県商工会連合会

92 2942110142

長崎県

うえはら株式会社

9310002020089

外国人観光客向け常温対応「伝統料理即席いりやき」
の設備投資と売上拡大

長崎県商工会連合会

93 2942110144

長崎県

重家酒造株式会社

9310003002177

壱岐での日本酒製造復活と市場ニーズにあった高品質
日本酒を製造するための製造ラインの革新計画

長崎県商工会連合会

94 2942110145

長崎県

壱岐牧場

経産牛に価値を与える新たな加工プロセスの構築と新
製品開発

長崎県商工会連合会

95 2942110148

長崎県

有限会社小川興業

6310002009449

Ｐ型ポジショナー導入による生産性の向上及び競争力
強化

佐世保商工会議所

96 2942110150

長崎県

有限会社シロタニ木工

9310002016558

木工作業用の先端設備（２台）を導入し売上・生産性
向上を図る

長崎県商工会連合会

97 2942110151

長崎県

株式会社テクノ・スズタ

4310001001177

病院・施設等院内感染対策を支援する洗浄・消毒委託
請負サービス事業

株式会社十八銀行

98 2942110152

長崎県

やまさ海運株式会社

8310001002254

世界遺産周遊拡大に向けたインバウンド対応ネット予
約システムの構築

株式会社商工組合中央金庫

99 2942110153

長崎県

株式会社丸研特殊印刷

3310001006391

九州発！小ロッド・短納期で付加価値の高いデジタル
ラベルシール印刷環境の構築

長崎県商工会連合会

100 2942110156

長崎県

有限会社善徳丸商店

3310002018386

既存建設資材卸業との相乗効果を発揮する空家解体事
業展開

長崎県商工会連合会

101 2942110159

長崎県

楠田製麺

冷風除湿乾燥機と自動結束機の導入による生産性向上
と売上拡大

長崎県商工会連合会

102 2942110164

長崎県

今里酒造株式会社

8310001006189

殺菌・温度調節器による温度、清浄度等の制御技術向
上事業

株式会社親和銀行

103 2942110165

長崎県

アクトフォー株式会社

9290001006042

利益率向上のための高次加工設備導入による商品付加
価値向上

株式会社親和銀行

104 2942110168

長崎県

株式会社コーロラインズ

7310001009283

ペット写真をアートインテリア商品にするサービスの
受注システム構築

公益財団法人長崎県産業振興財団

105 2942110169

長崎県

有限会社エスケイ・アイ・コーポレーショ
6310002009317
ン

より現物に近く！商品価値を最大限に表現できる印刷
物制作事業

株式会社十八銀行

106 2942110171

長崎県

ハカセクリエーション株式会社

2300001008976

真空冷却機等で適切な温度管理を行い、食の安全性向
上と収益増加を図る

諫早商工会議所

107 2942110172

長崎県

株式会社ドラゴン

3310001011631

駐車場管理で県内初のネット予約システムを導入し、
売り上げ拡大を図る

九州ひぜん信用金庫

108 2942110173

長崎県

有限会社ファームまるだ

2310002014790

ブロッコリーの温度・湿度管理出荷による売上、収益
率向上化事業

長崎県商工会連合会

109 2942110177

長崎県

ミユキソーイング株式会社

2122001008009

紳士オーダースーツ仮縫技術のシステム化を図り競争
力を強化

税理士法人ウィズラン

110 2942110178

長崎県

尚時堂株式会社

1310001006427

高齢者のクオリティ・オブ・ライフを高める！老舗メ
ガネ店の革新的挑戦

株式会社十八銀行

111 2942110180

長崎県

株式会社山一

2310001009759

業務部門ＩＴ化推進による納期短縮で顧客満足度と商
品回転率向上

長崎県商工会連合会

112 2942110184

長崎県

炉端大和

地域資源を活用した新事業の取り扱いによる販路拡大

長崎県商工会連合会

113 2942110192

長崎県

赤木コーセイ株式会社

2310001010403

最新設備を導入し品質の安定化、顧客満足度の向上を
図る

株式会社十八銀行

114 2942110193

長崎県

昭和被服総業株式会社

9260001003439

小学生の成長に合わせ６年間着続けられる制服の製品
化

株式会社商工組合中央金庫

115 2942110194

長崎県

有限会社近代印刷

9310002009669

レーザー加工機と折加工機で紙をデザイン性のある立
体的な販促物に加工

税理士法人ウィズラン

116 2942110196

長崎県

三藤産業株式会社

7310001014242

養殖サバの新規ブランド構築のための最新凍結技術の
導入

長崎県商工会連合会

117 2942110197

長崎県

プロセブン株式会社

9120001096315

有事（地震発生）依存型から安定経営へ変革実現に向
けた新商品開発

株式会社そだてる

118 2942110199

長崎県

髙栁養鶏場

息子への事業承継に向けて飼養羽数倍増による養鶏場
規模拡大事業

長崎県商工会連合会

119 2942110200

長崎県

五島水産株式会社

7310001011041

鮮度管理を重視した鮮魚加工生産工程の短縮化による
生産性向上

長崎県商工会連合会

120 2942110202

長崎県

有限会社野中木工所

9310002017507

長崎県産木材を加工しユーザーのニーズに対応する新
たな木製品の製作

永田吉朗

121 2942110203

長崎県

有限会社池田海陸物産

7310002018507

異物洗浄機とＸ線検査装置導入による品質管理の徹底

株式会社親和銀行

122 2942110204

長崎県

日本紙工印刷株式会社

4310001001689

店舗ショーウィンドウを活用した販促印刷のパッケー
ジ商品の展開

株式会社十八銀行

80 2942110122

長崎県

有限会社青田鉄工所

81 2942110123

長崎県

長崎工業所

82 2942110124

長崎県

株式会社印束

83 2942110127

長崎県

84 2942110128

5310002014846
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卸売用新商品の販路開拓に係る生産体制強化のための
自動包装設備の導入

佐世保商工会議所

3310002003883

独自ブランド「長崎オマガリにゃすてら」製造工程改
善による増産体制構築

長崎商工会議所

あまごころ本舗株式会社

6290001060876

陸上養殖における「うに」「フグ」併用の循環式飼育
設備導入による高品質化

長崎県商工会連合会

長崎県

合資会社林醤油本店

4310003001984

創業１００年の伝統の醤油を島原観光に役立てる新
サービスと新商品の開発

株式会社コムラッドファームジャ
パン

長崎県

鈴田峠農園有限会社

2310002017323

ＩｏＴと気化熱を活用し風を起こす緑化装置の試作開
発

九州ひぜん信用金庫

123 2942110208

長崎県

ストロベリースタイル

124 2942110209

長崎県

有限会社長崎屋

125 2942110210

長崎県

126 2942110213
127 2942110214

