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
鹿児島県採択案件一覧（74件/74事業者）
公募回
１次公募

：

受付番号 都道府県

（受付番号順）
申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2946110001 鹿児島県 有限会社トライメック

9340002022628 中型サイズの高精度加工の内製化による生産性向上計画 株式会社鹿児島銀行

2 2946110003 鹿児島県 アロン電機株式会社

3340001009078

半導体製造装置向け高精度部品の難削材加工プロセス改
鹿児島県商工会連合会
善による差別化

3 2946110006 鹿児島県 株式会社中礼義肢製作所

6340001002798

高齢化社会と働き方改革に対応した生産性向上のための
株式会社エフアンドエム
生産体制の構築計画

4 2946110007 鹿児島県 有限会社浜田茶業

1340002024350

抹茶の海外需要拡大に対応する短納期化と自社ブランド
株式会社エフアンドエム
確立のための体制構築

5 2946110008 鹿児島県 ドリーミィ大和株式会社

2340001000070

杉の幅広フローリングの開発と生産効率を向上する取り
株式会社商工組合中央金庫
組み

6 2946110011 鹿児島県 国基建設株式会社

4340001013905

柱と梁の鉄骨加工ラインを分離独立させることで大幅増
株式会社鹿児島銀行
産を図る
新鮮で質の良い魚介類を加工販売するための高機能な工
鹿児島県商工会連合会
業用冷凍庫の設置

7 2946110013 鹿児島県 浜のかあちゃん
8 2946110014 鹿児島県 有限会社夢創

8340002009592

特別仕様マシニングセンタ導入による航空機部品の製造
田平實俊
試作と開発

9 2946110016 鹿児島県 有限会社道免家具店

9340002006556

曲面セミオート縁貼機導入による注文家具の生産効率化
鹿児島相互信用金庫
と売上げ拡大

10 2946110017 鹿児島県 キンコー醬油株式会社

9340001001269

こだわり醤油を使用した小袋商品の生産性向上および売
株式会社鹿児島銀行
上増加計画

11 2946110022 鹿児島県 福山黒酢株式会社

5340001007468

海外のビール酵母を使った個性派ビールの開発およびミ
鹿児島県商工会連合会
ニサイズの樽詰めビールの製造

12 2946110023 鹿児島県 株式会社光放電精工

6340001015734

マシニングセンターの導入により加工サイズの大型化へ
株式会社宮崎太陽銀行
の対応と生産能力の増強を図る
高齢者の負担を軽減する３Ｄデジタルデータ採取による
東昭二
革新的歯科治療

13 2946110024 鹿児島県 曽山歯科・けいこ矯正歯科

機械情報の電子カルテ化と予知保全サービスによる顧客
株式会社商工組合中央金庫
工場の操業安定化への貢献

14 2946110025 鹿児島県 株式会社山椎商会

7340001005131

15 2946110027 鹿児島県 キリシマ精工株式会社

8340001008199 極小径ワークの加工技術の構築と生産性向上事業

16 2946110028 鹿児島県 有限会社帖佐製作所

4340002016857

霧島商工会議所

半導体製造装置等の需要拡大に応じた、納期２５％短縮
株式会社エフアンドエム
の実現
高温高圧調理機導入による新規事業「食品加工塾」の効
鹿児島県商工会連合会
果的スタートアップ

17 2946110030 鹿児島県 Ｈｅｌｌｏさつま
18 2946110035 鹿児島県 株式会社大木

3340001000680

レーザー切断機の導入により大型案件獲得とＱＣＤの改
株式会社マネジメントアシスト
善を目指す

19 2946110036 鹿児島県 株式会社シュウエイ

8340001009387

「指宿産“ごろっと”やさいのさつま揚げ」開発による
上岡ひとみ
経営力強化

20 2946110041 鹿児島県 有限会社南日本新聞郡元南販売所

4340002009530

最新機器導入による折込作業の効率化と経営の事業多角
鹿児島相互信用金庫
化戦略

21 2946110043 鹿児島県 有限会社坂之上板金塗装

8340002004239

降灰対策された機械による屋根の板金加工技術の高度化
鹿児島相互信用金庫
と生産性の向上

22 2946110044 鹿児島県 有限会社ＳＷＥＥＴ

8340002024740

郷土の食文化を次世代へ！
の開発と生産の効率化

23 2946110047 鹿児島県 株式会社並松自動車

9340001003182

畜産バルク車のボディリビルト事業を通じて、早く、安
鹿児島商工会議所
く、安定的にお客様にバルク車輌を供給する

24 2946110048 鹿児島県 国分電機株式会社

9340001007241

ロボット導入による塗装熟練作業の効率化とノウハウの
株式会社商工組合中央金庫
電子化

25 2946110049 鹿児島県 渕上印刷株式会社

9340001003769

製版システムと自動断裁プログラム付き新世代断裁機の
小迫義仁
連携による生産体制の強化

26 2946110051 鹿児島県 猩々農園株式会社

6340001020593

伊佐もち米ブランド「さつま雪もち」の甘酒と甘酒加工
鹿児島県商工会連合会
品の商品開発による地域おこしへの挑戦

27 2946110052 鹿児島県 後藤漬物株式会社

4340001015298

自動裁断機導入による作業効率の改善と顧客ニーズに応
税理士川路卓朗
じた商品の販売

28 2946110060 鹿児島県 宇都酒造株式会社

4340001012502

新規設備導入による高品質な焼酎原酒製造、及び酒質の
南さつま商工会議所
多様化による販路拡大事業

29 2946110062 鹿児島県 瀬涯機工株式会社

4340001011776

食鳥処理装置部品の製造プロセス改善による生産能力強
金子浩一
化への取り組み

30 2946110064 鹿児島県 有限会社加世田テント企画

9340002023452

高周波ウェルダー導入によるオーダーメードテントの短
鹿児島興業信用組合
納期化と多品種化

31 2946110065 鹿児島県 株式会社キンコー

9340001008776

無停電腐食レス加工による粉末成形金型の生産性向上の
株式会社鹿児島銀行
実現

32 2946110067 鹿児島県 株式会社ＹＳフーズ

1340001006325

真空ガス置換トレーシーラー導入と自社技術融合による
株式会社鹿児島銀行
生産性向上と日持ち性に優れた食品生産

33 2946110070 鹿児島県 有限会社マルサ工業

3340002000416

数値制御式木工機導入による不良材・端材を利用した生
株式会社商工組合中央金庫
産性向上計画

34 2946110072 鹿児島県 株式会社垂水南

1340001014749

自社養殖のカンパチを使った簡単手間いらずの加工品の
鹿児島県商工会連合会
製造・販路開拓事業

ＬＡＢＥＬ

デザイン性の高い郷土菓子

株式会社南日本銀行

地元特産品の特長を活かした新商品開発と設備導入によ
株式会社宮崎銀行
る生産性向上

35 2946110073 鹿児島県 菓子工房亜ん寿
36 2946110075 鹿児島県 中園機工株式会社

1340001008627

新世代知能化ＣＮＣ旋盤の導入による熟練工に依存しな
税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナース
い生産加工

37 2946110077 鹿児島県 有限会社伊集院食品工業所

7340002000453

輸出商品製造のための、高速のラベラー機及び転写式押
鹿児島県商工会連合会
印機の導入

38 2946110078 鹿児島県 有限会社池田製作所

9340002024888

スポット溶接機導入による高品質・高機能・高安全ダク
鹿児島県商工会連合会
トの製造販売事業

39 2946110079 鹿児島県 五月産業株式会社

5340001001875 現場と営業の３次元化で生産性向上と受注率拡大

40 2946110080 鹿児島県 株式会社九州タブチ

3340001007222

人型外観検査システムを用いた検査工程の自動化による
若松進介
省力化及び工程整流化

41 2946110090 鹿児島県 カクイ株式会社

5340001001108

個別原料の事前処理による色物異物の少ない脱脂綿の製
株式会社鹿児島銀行
造

鹿児島商工会議所

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

42 2946110093 鹿児島県 株式会社岡商店

8340001000734

最新異物選別ライン設備導入による食の安心安全品質の
角幸憲
向上と効率化による生産性向上への取組

43 2946110095 鹿児島県 有限会社北薩農産加工場

6340002018389

深絞型自動真空包装機の導入による生産能力拡大および
税理士法人福田・酒匂会計
筍業界初の水煮パック包装形態の導入
半自動ロールマシンの開発を主体とした生産ラインの省
鹿児島県商工会連合会
力化

44 2946110103 鹿児島県 サンコーフーズ
45 2946110104 鹿児島県 ＺＡＨＮ

ＤＥＮＴＡＬ

鹿児島から世界に向けて、ＩＴ化された革新的歯科技工
中村太郎
物提供プロセス事業

ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ

46 2946110105 鹿児島県 株式会社ショーワ

7340001013217

鹿児島初！新機器導入で時短による生産性ＵＰ、競争力
株式会社南日本銀行
強化、県外会社との戦い！

47 2946110109 鹿児島県 有限会社川畑動物病院

8340002013561

大隅地域初の３ＤＣＴ装置導入による診断効率及び正確
霧島商工会議所
さの向上と地域診療の発展への取組

48 2946110111 鹿児島県 株式会社大島紬村

6340001010561

さとうきびチョコレートの量産体制構築による商品の多
鹿児島県商工会連合会
様化

49 2946110115 鹿児島県 株式会社ゆいの里

2340001017164 無農薬有機栽培黒ニンニクの効率的生産システムの導入 鹿児島県商工会連合会

50 2946110116 鹿児島県 株式会社エヌチキン

7340005006068

鶏肉の生食文化を継承し拡大するための過熱蒸気による
鹿児島県商工会連合会
殺菌工程強化事業

51 2946110118 鹿児島県 有限会社成紀鋼業

1340002017437

鉄筋加工の自動化による生産体制で顧客の求める品質と
税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナース
短納期へ

52 2946110119 鹿児島県 株式会社コーユー技工

8340001011979

５面加工機の導入により複雑加工の生産性向上と難加工
株式会社鹿児島銀行
案件の受注獲得を目指す

53 2946110121 鹿児島県 有限会社松山

7340002021326

奄美大島の特産品「純黒糖」を活用した３層構造のオ
シャレ和洋菓子の開発と量産体制の確立

54 2946110123 鹿児島県 株式会社南光

7340001003044

３ＤＣＡＤ，３ＤＣＡＭ導入による金型設計の効率化と
鹿児島県商工会連合会
最新設備導入による収益力の向上

55 2946110126 鹿児島県 株式会社ビックス

1340001011820

鹿児島の町工場から特殊工具製造革新による世界５０ヶ
出水商工会議所
国への挑戦

56 2946110127 鹿児島県 将桜工機株式会社

8340001011491

形鋼加工の自動化による生産性と安全性の向上と製品対
税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナース
応の拡大

57 2946110128 鹿児島県 株式会社サタコンサルタンツ

3340001001877

測量生産システムの改善と建設プロセスにおける品質向
永吉哲哉
上

58 2946110131 鹿児島県 有限会社鬼塚製茶

3340002027640

最新火入機導入による、香り・甘み・水色の優れた茶製
鹿児島県商工会連合会
造体制確立

奄美大島商工会議所

新たな機械設備導入による「薄畳」の試作開発とＳＮＳ
鹿児島県商工会連合会
等の活用による市場拡大・新規雇用確保の為の事業

59 2946110133 鹿児島県 祝迫重徳畳店
60 2946110135 鹿児島県 株式会社ＭＲＣ

7340001018117

節類削り機器導入による高付加価値加工品の商品化と製
枕崎商工会議所
造

61 2946110138 鹿児島県 有限会社神薗鉄工建設

4340002024182

一次加工生産能力の増大を図り、短期納期で高精度の鉄
浜園鉄志
骨加工を実現する。

62 2946110142 鹿児島県 株式会社池田建設

6340001013787

次世代測量器による３Ｄデータを活用した、クラウド連
株式会社鹿児島銀行
携型の高精度・安全な施工の実現

63 2946110145 鹿児島県 株式会社木村ブロック工業

2340001007867

寸法精度の高い新製品ブロックの製造による、作業工程
株式会社鹿児島銀行
の効率化と若手職人の即戦力化

64 2946110147 鹿児島県 株式会社久永建装

4340001003600

鹿児島の看板業界を下支えするルータ加工アウトソース
鹿児島商工会議所
受託サービスの展開

65 2946110151 鹿児島県 株式会社和香園

6340001015107 Ｘ線異物検出機の導入によるブランディング強化事業

66 2946110152 鹿児島県 株式会社ウォームブリーズ

4340001018788

フィジオショックマスター導入による、整骨院における
株式会社鹿児島銀行
施術技術の向上と患者層の拡大

67 2946110158 鹿児島県 株式会社新協

3340001010275

測量効率改善、精度向上による工期短縮と人材不足解消
鹿児島県商工会連合会
を図るＩＣＴ事業

68 2946110161 鹿児島県 株式会社堀口園

8340001015071

残留農薬分析器の導入による茶の輸出体制確立と検査工
鹿児島県商工会連合会
程の効率化

69 2946110162 鹿児島県 有限会社姫城鉄工建設

1340002014038

最新レーザー加工機の導入による、金属加工製品の高精
株式会社鹿児島銀行
密・高感性化および大幅な生産性の向上と省力化

70 2946110166 鹿児島県 株式会社萩原技研

3340001003493

立ち入りができない現場の測量や作業効率化を可能とす
鹿児島信用金庫
る写真測量の実施体制構築

71 2946110167 鹿児島県 日高水産加工有限会社

3340002018037

加熱工程と包装工程の革新的設備導入による付加価値生
いちき串木野商工会議所
産性の向上

72 2946110171 鹿児島県 株式会社宮後印刷

6340001011849

高精細ソリューション搭載ＣＴＰ導入による高付加価値
出水商工会議所
印刷の実現

73 2946110177 鹿児島県 株式会社コマロツク

1340001001730

ＩＴを取り入れた消波ブロック養生シート再生のための
株式会社鹿児島銀行
環境に優しい設備の導入による再生プロセスの構築

74 2946110182 鹿児島県 有限会社中塩農園

6340002023315

植物揉摺機で生成した竹パウダーを米作土壌の改良に利
濱卓朗
用する事業

鹿児島県商工会連合会

