
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 新日本金属株式会社
高速マイクロ複合ヘッダー機導入による新規業種開
拓と新規顧客の獲得

10,000,000 平成26年5月26日

2 中島ゴム工業株式会社
接着剤フィルムを自由な形状で製造可能とする装置
の開発

15,000,000 平成26年5月26日

3 株式会社ナダヨシ
病院手術室向けクリーンファンユニット極薄材の高
効率ベンディングシステムの構築

15,000,000 平成26年5月28日

4 株式会社アルファタカバ
デザイン性豊かな家具作りのための立体造形技術
を活用する木工機械の導入事業

10,000,000 平成26年5月29日

5
千代田工業九州株式会
社

非接触三次元測定機導入による開発期間短縮化へ
の対応と品質向上

10,000,000 平成26年6月2日

6 八祥産業株式会社
大型太陽光発電システム架台の短納期・低コスト生
産システムの構築

15,000,000 平成26年6月5日

7 戸畑鉄工株式会社
非接触三次元測定機による鋳物製品の工程内検査
技術確立とリードタイム短縮

7,981,136 平成26年6月5日

8 株式会社丸信 紙器製造事業における画像処理検査装置の導入 10,000,000 平成26年6月5日

9
株式会社九州パッキング
製作所

高性能ウォータージェットカッター導入による事業拡
大

10,000,000 平成26年6月6日

10 株式会社虎変堂
カラシ抽出物を活用した食中毒並びにノロウィルス
感染防止に役立つ抗菌剤の製造。

5,602,733 平成26年6月6日

11
タイキ薬品工業株式会
社

塩化第二鉄液製造設備の高品位・多品種・低コスト
化対応事業

10,000,000 平成26年6月11日

12 株式会社大光研磨
航空機産業向け難削材及び特殊形状加工用高能率
エンドミルの開発

15,000,000 平成26年6月11日

13 株式会社石橋製作所
風力発電用増速機　ショットブラスト表面改質工程の
強化

15,000,000 平成26年6月11日

14 エムファイン有限会社
高速マシニングセンター導入による、燃料電池用セ
パレーター金型の短納期化・高精度化への生産体
制の強化

15,000,000 平成26年6月16日

15 株式会社テクノ光暉
門型ＮＣフライス導入による、最大加工能力の強化
そして航空機分野参入への展開

15,000,000 平成26年6月16日

16 株式会社有薗製作所
義肢装具士のノウハウを集約したモジュラー式座位
保持装置のオーダーシステム構築

10,000,000 平成26年6月18日

17 有限会社中島鍍金工業 タングステンワイヤーへの高速金めっき技術の開発 10,000,000 平成26年6月19日

18 有限会社ウエキモールド
小ロット要求を満足するプラスチック簡易金型の製
作期間短縮を実現する

6,000,000 平成26年6月20日

19 株式会社ソルブ
麻酔カート組込型「極小版」注射薬認識装置及び、
簡易麻酔記録システムの試作開発

1,763,134 平成26年6月20日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

交付決定一覧（１次公募一次締切分）
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20 株式会社福岡技研
超精密加工事業及び金型一貫製造組立事業への進
出

10,000,000 平成26年6月20日

21 株式会社フコク
車両用成型フェルト端材の効果的リサイクルと連続
再製品化技術の開発

9,453,333 平成26年6月20日

22 株式会社第一工業所
高耐久性ステンレス製オリジナルコンべアカバー高
効率生産ラインの構築

10,000,000 平成26年6月23日

23 株式会社戸畑製作所
難燃性マグネシウム合金の加工性向上を実現する
セミソリッド鋳造技術の開発

15,000,000 平成26年6月23日

24 オリオ精機株式会社
医療介護ロボット用部品の試作生産システム構築に
よる開発サイクルの高速化

15,000,000 平成26年6月24日

25 イシバシテクノ株式会社 ロボットアーム（鋳物製）の軽量化試作品の開発 14,998,000 平成26年6月25日

26 陣山技研工業株式会社
鉄道用軌道関連部品の加工高能率化による生産性
改善事業

10,000,000 平成26年6月25日

27 株式会社西部技研
ロボット設備の導入による製造技術の最適化と合理
化推進

15,000,000 平成26年6月25日

28 アイエムティ－株式会社
ファインバブルを用いた医療機器（介護）・自動車部
品・半導体への精密洗浄装置開発

15,000,000 平成26年6月25日

29 信和工業株式会社
Ｓ－ＰＭ（Ｓｅｎｓｏｒｌｅｓｓ－Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｍａｇｎｅｔ）
モータ用高精度シャフトの開発と量産化。

15,000,000 平成26年6月26日

30
有限会社職彩工房たく
み

農家の素材を生かす果汁ジュース製品の商品開発・
受託加工サービス事業

7,584,661 平成26年6月26日

31 三扇工業株式会社
鉄道車両用継電器盤の電線配線部プリント基板化
事業

7,620,000 平成26年6月26日

32 晃大商事株式会社
精密金型に重要なモールドベース加工リードタイム
短縮の実現

10,000,000 平成26年6月27日

33 株式会社太陽工機
ＮＣ旋盤と３次元ＣＡＤＣＡＭの連携による、加工技
術・精度の向上と均一化

10,000,000 平成26年7月2日

34 株式会社ピーエムティー
３Ｄ計測データーを用いた、個々の立体形状に合わ
せたインソール加工専用機の開発

10,485,599 平成26年7月7日

35 有限会社一柳
フードプリンタによる写実的装飾又はデザイン、量産
性・低コストの菓子の生産と販売

10,000,000 平成26年7月8日

36 有限会社石橋屋 医療向けコンニャク新素材開発事業 7,533,333 平成26年7月8日

37
株式会社マツシマメジャ
テック

粉塵濃度計に於ける省配線化と通信プロトコルの重
畳による拡販

6,483,960 平成26年7月8日

38 株式会社三松
３Ｄモデルと各種センサを活用した医療機材等向け
高品位ロボット研磨システムの試作

12,000,000 平成26年7月8日

39 藤井精工株式会社
医療機器部品加工を見据えた超精密ワイヤー放電
加工機の導入

15,000,000 平成26年7月8日

40 株式会社ファインテック
光学板（液晶パネル用導光板等）の切断刃物量産事
業立上げ

15,000,000 平成26年7月8日
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41
株式会社岡部マイカ工
業所

発電機用コイル向け耐コロナ性半導電シートの生産
体制の構築

15,000,000 平成26年7月8日

42
株式会社ロジカルプロダ
クト

機械制御のワイヤレス化のための高速応答無線通
信装置の開発

6,600,000 平成26年7月8日

43 株式会社富士精工
医療向け樹脂部品の高精度化実現のための割出機
能付き複合加工機の導入

15,000,000 平成26年7月9日

44 株式会社豊光社
３次元プリント配線基板の製造プロセス確立と実用
化

10,000,000 平成26年7月9日

45 大光炉材株式会社
環境適応型低コスト高性能クロムフリー耐火物の開
発

15,000,000 平成26年7月9日

46 株式会社山一製作所 船舶用チタン製排気二重管の低価格化 10,000,000 平成26年7月9日

47 有限会社英ルーテック
新鋭５軸加工機と三次元測定機導入での成長分野
への受注増の新たな取組

15,000,000 平成26年7月9日

48 精巧印刷株式会社
高性能オンデマンド印刷機および造形装置の導入に
よる新規需要開拓

5,940,726 平成26年7月9日

49 株式会社イワモト
高性能マシニングセンター導入による難削材加工及
び短納期化

10,000,000 平成26年7月9日

50 株式会社ムナカタ
プラスチック再生処理工程の機械化推進による増
産、工期短縮及び品質向上

15,000,000 平成26年7月9日

51 株式会社ソフトサービス
３次元計測技術を活用した手術後の医療器具自動
分別装置の開発

9,200,000 平成26年7月10日

52
株式会社イージーメ
ジャー

洋上大型風車向け回転体テレメータの試作 8,833,258 平成26年7月10日

53 株式会社ＧＧＧＦｏｒａｌｌ
湧水にしか生息しない希少な「スイゼンジノリ」を活
用したＰＢ化粧品の開発

2,986,049 平成26年7月10日

54 株式会社コードキュー 配線工事不要なスマートエントリ型電子錠の開発 6,920,670 平成26年7月14日

55
株式会社プラテクノマテ
リアル

高硬度プラスチックの再生処理プロセス開発および
工程コストの削減

8,955,896 平成26年7月15日

56 株式会社丸和技研
異種金属接合部の診断を目的とした超音波探傷装
置導入と診断技術の確立

2,790,726 平成26年7月15日

57 若波酒造合名会社
パストライザーの導入によるリキュール類の品質改
善と少量多品種化

6,166,666 平成26年7月16日

58 株式会社九研
外科手術で開いた傷口を短時間で安全に閉じる為
の医療機器の試作開発

15,000,000 平成26年7月18日

59 シスメット株式会社
携帯電話回線を活用した気象予測システムの開発
及び新サービスの提供

10,000,000 平成26年7月18日

60 株式会社インフォグラム 災害対応地理情報集約システム 5,467,634 平成26年7月24日

61 鷹取鋳造株式会社
高周波押湯加熱法を用いた銅合金鋳物の品質向上
技術の高度化開発

10,000,000 平成26年7月25日
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62 佳秀工業株式会社
健康食品用ブタ由来高機能性プラセンタエキス粉末
の試作開発

15,000,000 平成26年7月25日

63 イーアイエス株式会社
競技場の芝生育成のためのＬＥＤ照明制御システム
の開発

13,837,360 平成26年7月25日

64
株式会社フジエンジニア
リング

Ａｌ－（５％）Ｍｇ溶射ボルト自動溶射加工機の試作機
開発による生産性向上と低コスト化確立事業

5,450,000 平成26年7月25日

65 株式会社オークマ
木製防火ドアの需要増加に対応できる生産ラインの
構築

10,000,000 平成26年7月29日

66
有限会社ビーウィズデザ
イン

世界初音響専用マグネシウム合金採用純正交換型
高級カーオーディオの開発

10,000,000 平成26年7月29日

67
森尾プレス工業株式会
社

熱可塑性炭素繊維材（ＣＦＲＴＰ）の低コスト量産加工
技術確立に関する試作開発

10,000,000 平成26年8月8日

68 アイクォーク株式会社
健全な保育環境を創造する保育施設用揺動型ベ
ビーベッドの開発

15,000,000 平成26年8月11日

69 ネオシステム株式会社
被災地の高齢者、地域コミュニティーの生活を支援
する見守りシステムの開発

10,788,633 平成26年8月12日

70 株式会社エコロニューム
被災地の高齢者、地域コミュニティーの生活を支援
する見守りシステムの開発

4,801,600 平成26年8月12日

71 株式会社九州メディカル
海洋乳酸菌を利用した感染性胃腸炎の予防を目的
とする健康食品の開発

2,904,889 平成26年8月18日

72 ソフトケア有限会社 医療機器：糖尿病画像診断装置の開発と製品化 6,594,057 平成26年8月18日

73 大一食品工業株式会社
真空フライヤーと減圧水蒸気蒸留装置の特性を活
かした地場産規格外梨の加工品の開発・販売

10,000,000 平成26年8月18日

74 ダイヤ糊工業株式会社 冷感持続型新規首巻き型保冷剤の試作開発 4,859,074 平成26年8月18日

75
株式会社八洲セメント工
業所

ソーラー式災害時避難誘導無線通信システムの事
業化

5,201,334 平成26年8月20日

76 宮田織物株式会社
伝統的な織物を幅広い商品に活用する為の低コスト
量産技術の開発

9,795,381 平成26年8月20日

77
株式会社ファイブホー
カーズ

ミャンマーでの道路状況等や粗悪燃料に対応した輸
出用中古自動車の試作開発・販売

7,104,727 平成26年8月20日

78 有限会社中村ツキ板 高品質不燃木材の開発・製造 8,750,189 平成26年8月27日

79
株式会社システム・ジェ
イディー

蓄電池用高精度劣化診断装置の試作開発 6,462,851 平成26年8月27日

80 株式会社九州電化
圧排子開発における素材および製品形状造形の機
械化、再使用可能な製品の開発。

15,000,000 平成26年9月8日

81 株式会社苅野
リサイクル超硬合金粒を複合化する耐摩耗鋳造素
材製造設備の導入

10,000,000 平成26年9月11日

82 株式会社スティル
多品種少量生産現場における２次元コード認識機を
利用した技術支援システムの導入

10,000,000 平成26年9月11日
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83
メディアインターナショナ
ル株式会社

双方向遠隔コミュニケーション機能を有する介護補
助システムの開発・製造

13,988,157 平成26年9月12日

84
シャボン玉石けん株式会
社

迅速簡便で初期消火に有効な環境配慮・投てき型
石けん系消火用具の開発

6,639,200 平成26年9月12日

85 株式会社東洋製作所
海外生産品の国内回帰を先導し雇用拡大を目指す
精密金属加工設備の導入

10,000,000 平成26年9月18日

86
有限会社九州電化工業
所

めっきを利用した高温耐摩耗性に優れたサーメット
皮膜の形成方法の実用化

15,000,000 平成26年9月29日

87
株式会社昭和電気研究
所

ウェハクラック及びチッピング検査装置開発 10,000,000 平成26年9月29日

88 株式会社アステック
バイオ医薬品を高効率に生産するための簡易型自
動細胞培養装置の開発

9,733,333 平成26年10月14日

89 株式会社プリマベーラ
爬虫類皮革製品（高級ハンドバック）のメンテナンス
サービスの展開

4,409,359 平成26年12月3日
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