
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 有限会社小川製作所
射出成形による多品種少量生産品の品質・価格・納
期改善のための電動化設備導入

10,000,000 平成26年10月27日

2
株式会社　東洋プレシ
ジョン

加工工程のボトルネックを解消する最新細穴加工機
の導入

10,000,000 平成26年10月28日

3
株式会社　ネットワーク
応用技術研究所

ウェアラブルな筋電センサと操作インタフェースにタ
ブレットを用いた運動装置

5,341,580 平成26年10月29日

4 ナサ工業株式会社
医療機器用精密板金部品の高精度加工方法確立に
よる競争力の強化

14,670,000 平成26年10月30日

5 創研プロテック株式会社
プラスチック精密金型用の高精度金型部品加工の
リードタイムの短縮

10,000,000 平成26年10月30日

6 力丸鋼機株式会社
鋼板加工（一次加工、二次加工）における加工原点
の併用による高精度加工

10,000,000 平成26年10月30日

7 有限会社　ｋ，ｄｅｎｔａｌ
ＣＡＤＣＡＭ導入による革新的入れ歯の品質の向上
及び販路拡大

10,657,088 平成26年11月4日

8 株式会社アイエム特基
液状化対策と環境対応を行う地盤改良事業への参
入

15,000,000 平成26年11月6日

9 北九食品加工有限会社
最新型包餡機の導入による国産和菓子の輸出を含
めた生産量増加計画

10,000,000 平成26年11月6日

10
ナゴヤパッキング製造株
式会社

自動車内装に使用する独自技術「背割スリット加工
技術」の量産化

10,000,000 平成26年11月6日

11 株式会社ユアーズ 高齢者介護施設や医療施設用の家具の試作開発 7,606,666 平成26年11月10日

12 株式会社エイコー産業
高性能機械の導入で内製化率を向上し、高品質お
よび低コスト化

9,330,000 平成26年11月11日

13 有限会社水上製作所
『２０１５年度省エネ法対応の産業用モーター部品製
造に伴う、加工精度・生産効率向上』

15,000,000 平成26年11月11日

14 株式会社幸和
液晶パネル製造装置の“新型熱処理炉”の製作の為
の“試作ユニット機製作と効果の解析”

9,980,000 平成26年11月11日

15 ダイワインクス株式会社 新デジタル印刷機導入によるＰＯＤの販路拡大事業 8,600,000 平成26年11月12日

16 有限会社松原産業
ミーリング機能付き複合旋盤導入による短納期製造
工程の構築

10,000,000 平成26年11月13日

17 竹藤開発工業株式会社
新型耐熱ステンレス鋼の溶接において、ミグ溶接法
を導入することによる生産性の向上

1,906,000 平成26年11月13日

18 株式会社　ジュントス
コンクリート橋梁構造物における損傷画像処理シス
テムの開発

10,000,000 平成26年11月13日

19
ヒカリハイテック株式会
社

０．０１ｍｍの精度を求めた刃物を製造するための精
密加工に優れた研削盤導入事業

10,000,000 平成26年11月13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（２次公募分）
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20 福岡金属興業株式会社
製鋼原料製造における、処理時間の短縮と環境負
荷の低減

10,000,000 平成26年11月13日

21 シバタ精機株式会社
金型及び機械部品用高精度金属プレート生産にお
ける高速・高精度面取機の開発・導入

6,400,000 平成26年11月13日

22 株式会社しんこう
実演販売が可能なファクトリーショップ（体験型の直
販店）の開設

10,000,000 平成26年11月14日

23 株式会社岡田鋼材
次世代ファイバーレーザー切断機の導入による風
力・火力分野への進出

10,000,000 平成26年11月14日

24 有限会社和光研磨
超硬丸のこ再研磨作業における自動供給装置付研
磨機導入による効率化並びに販路拡大

10,000,000 平成26年11月14日

25
有限会社　ケーキハウ
ス・アン

完全オーダーメイド３Ｄケーキの販売・宅配事業の全
国展開

9,695,000 平成26年11月14日

26
ＭｅｃｈａＴｒａｃｋｓ株式会
社

携帯電話網経由で常時ネット接続する通信・制御一
体型組込機器の開発

6,881,738 平成26年11月14日

27 株式会社タック技研工業
最新設備導入による環境配慮型トップランナーモー
タの主要部品の開発

9,600,000 平成26年11月14日

28 有限会社カホテクノ
ペットの腫瘍性疾患の診断に役立つ、高精度な遺伝
子検査法の開発

5,999,399 平成26年11月17日

29 イースタジオ
スマホを利用した屋内における次世代型マーケティ
ングシステムの開発

5,119,799 平成26年11月17日

30 有限会社佐野商会
光透過性に優れる医療用プラスチック製品の新規開
発に伴う射出成形システムの導入

10,000,000 平成26年11月17日

31 渕上鉄工所
ＣＮＣ普通旋盤導入による技術継承及び生産プロセ
ス強化による受注増への取組み

10,000,000 平成26年11月18日

32 株式会社　飯山工作所
５軸マシニングセンター導入による新分野進出での
受注増への取組

15,000,000 平成26年11月18日

33
土井インテリヤ工業株式
会社

引出用レール取付装置導入による低価格・高品質
家具の生産

7,933,333 平成26年11月19日

34 株式会社タムラ
新しい微量計量機の導入による、品質の均一化と安
心・安全の実現

10,000,000 平成26年11月19日

35 物流企画株式会社
ＩＴ技術を活用した倉庫管理システムの導入による販
売の拡大

5,081,000 平成26年11月25日

36
ジャパン・エンジニアリン
グ・ネットワーク株式会社

製鐵用金型（連続鋳造用鋳型）の機能ニーズ対応と
市場競争力確保

10,000,000 平成26年11月25日

37
有限会社　津留﨑製作
所

ＣＮＣホブ盤の新規導入による新規分野参入および
生産プロセス強化

15,000,000 平成26年11月25日

38 株式会社脳力アルファ
脳活性を促す「直脳式」トレーニングシステムの構
築・展開

5,110,000 平成26年11月26日

39 有限会社チクシセイカン
ディスプレイ用陳列棚の樹脂化－組立式プラスチッ
ク段ボールの開発

10,000,000 平成26年11月26日

40
九州鉄道機器製造株式
会社

鉄道分岐器用レール表面処理作業の機械化による
品質及び生産効率の向上

10,000,000 平成26年11月26日
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41 有限会社大創工芸
高性能自動縁貼り機導入による高機能・特殊デザイ
ンの家具・装備品等の新規商品開発及び事業の強
化、拡大

10,000,000 平成26年11月27日

42
杉プラスチック工業株式
会社

最新ブロー成形機導入による耐熱性プラスチックボ
トル製造技術の高度化

10,000,000 平成26年11月28日

43 久留米工具研磨
５軸ＣＮＣ工具研削盤導入による高品質・短納期対
応・生産性向上の実現

10,000,000 平成26年11月28日

44 吉川精密株式会社
大型モータコア金型の短納期化・高精度化に対応す
る為の生産体制の改革

10,000,000 平成26年11月28日

45
株式会社　ユニテック
ジャパン

初期起動性能に優れた高発電効率磁気浮上垂直型
風力発電機の開発

14,999,000 平成26年11月28日

46 久留米印刷株式会社
特殊用紙の新たなニーズに対応し生産性と品質を
高めるオリジナル印刷工程に取り組む

10,000,000 平成26年11月28日

47
株式会社村上精機工作
所

交流ドラム式新型電磁ブレーキの開発と高性能振動
発生装置の工数削減

10,000,000 平成26年11月28日

48 株式会社大阪精密
ダイスポッティングプレスの導入による次世代自動車
向け大型ＣＦＲＰ金型技術の構築

15,000,000 平成26年11月28日

49 広松木工株式会社
希少価値の高い木材の有効活用と端材を使った商
品開発

10,000,000 平成26年11月28日

50
ウメザキシートメタル株
式会社

最新鋭の曲げ加工機導入による精密板金製函プロ
セスの生産性向上及び新規案件開拓

10,000,000 平成26年11月28日

51 株式会社筑紫製作所
ユニット（イージーベース）を組み合わせた中規模施
設の基礎鉄筋事業進出

10,000,000 平成26年12月1日

52 株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ
ユーザーフレンドリーなＢＬＥ開発向け汎用通信プロ
ファイルの開発

6,997,000 平成26年12月1日

53
カネックス刃物工業株式
会社

全自動放電加工機導入による納期短縮・商品安定
供給・量産体制の構築

10,000,000 平成26年12月1日

54 株式会社クロワッサン
医療用塩分規制・無塩・低塩パン専用の製造ライン
の確立による生産効率化と増産体制の実現

8,510,000 平成26年12月2日

55 大川木材事業協同組合
帯鋸目立加工機械の更新による製材機能の向上と
新たな事業機会の確保

9,876,666 平成26年12月2日

56 株式会社メイホー
３Ｄプリンターと小型射出成形機による試作・少量生
産体制の構築

7,984,686 平成26年12月2日

57 平田産業有限会社
フレッシュオリーブオイル純国産（九州産）ブランド拠
点化事業

10,000,000 平成26年12月2日

58 中川印刷
作成アプリの多様化に対応するシステムの導入によ
る短納期化と新規顧客の開拓

1,800,000 平成26年12月3日

59 池田設計・企画
高機能洗濯物干しカバー（マジカルカバー）の革新的
開発

2,494,130 平成26年12月3日

60 九州計測器株式会社 バイオセンサおよびセンサチップの量産化 10,631,053 平成26年12月4日

61 株式会社川崎鉄工所
風力発電用増速機の大型化、部品の高精度化対応
「高度部品加工プロセスの強化」

15,000,000 平成26年12月5日
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62 株式会社　リッツウェル
海外市場への競争力強化を目的とする高級家具ブ
ランドの確立と開発力強化の実現

4,488,000 平成26年12月5日

63 株式会社　増田桐箱店
顧客ニーズに対応したデザイン性や付加価値が高
い桐箱の製造

10,000,000 平成26年12月5日

64 やまもと歯科
セレック治療とＣＴスキャン導入による歯科治療の時
間短縮と高度化の実現

15,000,000 平成26年12月5日

65
株式会社協栄エレクトロ
ニクス

ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム）
次世代プラットフォームの試作開発

7,000,000 平成26年12月8日

66 安心計画株式会社
今後のリフォーム市場に対応して地場工務店が高度
な内装デザイン提案を実現するＷｅｂシステムの開
発

8,400,000 平成26年12月9日

67 株式会社ユーピーシグマ
不可能とされた超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷ－
ＰＥ）曲げ加工の実現

9,229,700 平成26年12月9日

68 株式会社ケーワン
多様性のある強固な耐震性を有した軽量鉄骨下地
材（外装用Ｗバー）の開発

9,919,905 平成26年12月9日

69
ジャパンシステムエンジ
ニアリング株式会社

次世代自動車向け電力制御用電子部品のインライ
ン超音波検査装置の開発

10,000,000 平成26年12月9日

70 株式会社ワイエスピー
無浸漬豆乳プラントの生産能力向上における試作開
発

15,000,000 平成26年12月9日

71
株式会社　加来野製作
所

未利用廃木材・廃竹材を利用した熱分解方式による
新型の『多目的簡易ボイラー』の試作・開発

5,749,122 平成26年12月9日

72 九州沖通信機株式会社
独居老人向け通話機能付ペンダント型緊急通報シ
ステムの開発

10,000,000 平成26年12月10日

73 株式会社アドウェルズ
超音波カッターホーンの高品質量産体制構築による
消耗品事業の拡大

13,722,600 平成26年12月10日

74
株式会社　藤本コーポ
レーション

機能繊維・編立構造・ファッション性の融合によるオ
ンリーワン製品での競争力強化

6,666,666 平成26年12月10日

75 池田製作所
熱変位補正機能を持つ新鋭複合ＮＣ旋盤の導入に
よる生産性の向上と受注増への取組

10,000,000 平成26年12月10日

76 有限会社ＳＧラボラトリー
新規耐酸性油脂分解菌の量産化技術および粉体製
剤製造技術の開発と事業化

6,838,323 平成26年12月10日

77 株式会社スカイディスク
ＰＭ２．５など複数の大気環境を計測できるセンサと
大気環境データマップの開発

13,264,000 平成26年12月10日

78 株式会社　ミドリ印刷
高付加価値の印刷版出力機とＷｅｂを活用した営業
改革による競争力の強化と、新自動現像機導入によ
る環境への配慮

10,000,000 平成26年12月10日

79 合名会社　早田材木店
知育玩具の要素を持つ木製おもちゃの加工精度や
生産性を上げる取組み

9,800,000 平成26年12月11日

80 株式会社エコマテリアル 容リプラ原料を活用した鞄の中敷板製造 15,000,000 平成26年12月11日

81 株式会社　ミツワ
複合旋盤導入による医療装置部品の高精度の製
作、及び短納期化の実現

15,000,000 平成26年12月11日

82 株式会社大建
社会インフラ書類等のＤＢ化でサービス・利便性向上
を図るシステムの実用化

5,441,407 平成26年12月12日
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83 有限会社　テンマ
超精密・立体・複雑形状の金型加工法の確立と３次
元測定機の導入による生産能力拡大

10,000,000 平成26年12月12日

84 桑野新研産業株式会社
機会損失額の解消と通販サイト（欧米人対象）の拡
充で収益の柱へ

7,042,843 平成26年12月12日

85 株式会社フリント
スマートフォン向け基盤カット面品質向上のための新
型プレス金型の開発

9,828,666 平成26年12月15日

86 株式会社　庄分酢
地域農産品を発酵させたお酢、及びそのお酢を使用
した加工品の開発と販路開拓

10,000,000 平成26年12月15日

87 エグチ株式会社 大川組子ベット事業 10,000,000 平成26年12月15日

88 アンコール・アン
本邦初！「あまおう」のフリーズドライでオリジナルか
りんとうまんじゅうを開発する

6,593,333 平成26年12月15日

89 株式会社アール
バイオマス資源である樹皮を利用した環境浄化資材
の製品開発

6,412,000 平成26年12月15日

90 アトラス化成株式会社 工業用シリンジ（注射器）の高性能化を実現する。 10,000,000 平成26年12月15日

91
株式会社環境フォトニク
ス

植物工場栽培レタスの発色性を促進するＬＥＤ光源
の試作・実証

2,923,999 平成26年12月15日

92
株式会社高山プレス製
作所

精密プレス部品の排出・搬送プロセス改善による生
産性向上・品質改善計画

15,000,000 平成26年12月16日

93
株式会社　田中信鉄工
所

海外展開を見据えた、旅客鉄道向け高精度鉄枕木
の開発及び生産体制構築

15,000,000 平成26年12月16日

94 山の壽酒造株式会社
高品質特定名称酒の携帯端末醪温度管理システム
による製造能力強化モデルの確立

10,000,000 平成26年12月16日

95 柴田産業株式会社
小型家電に含まれる希少金属・廃プラスチックの高
濃縮リサイクルラインの構築

15,000,000 平成26年12月16日

96 株式会社シスコム
ＥＴＣ車載器を利用したコンテナ輸出入管理システム
の開発

9,792,174 平成26年12月19日

97 直方精機　株式会社
ＤＥ対応３次元測定機を基軸にした成形解析と金型
の高精度・短納期化

10,000,000 平成26年12月24日

98 株式会社ＴＫＳ
新製品「ダブルヘッドツール」の量産体制を図るため
の生産工程の改善

10,000,000 平成26年12月24日

99 西日本住機株式会社
木質パネルの多品種小ロット大量生産に対応した革
新的高周波連続プレス機の開発

10,000,000 平成26年12月24日

100 株式会社新興精機
０．５～１ＫｅＶの高密度中性ガス原子・分子ビーム照
射装置の試作

10,000,000 平成26年12月26日

101 株式会社ヴィンテージ
病院の収益改善を実現する「診療報酬加算計算・管
理システム」の試作開発

5,333,332 平成26年12月26日

102 野崎機器工業株式会社
酸素透過性シートを利用した細胞培養プレート製作
のための設備投資

11,664,671 平成26年12月26日

103
株式会社デキャンター
ジュ

ペットに対しての飼い主の知識を深めるためのシス
テムの開発

2,579,998 平成27年1月5日

5／7



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

104 有限会社ＴＲＩＡＲＴ
スマホ・タブレットで実現する軽微でセキュアな遠隔
医療システムの構築・普及

5,038,480 平成27年1月5日

105
株式会社米村エンジニア
リング

熱処理設備による熱効率向上・排熱ロス低減による
省エネルギー化

6,156,132 平成27年1月6日

106
ＳＡ－ＫＵコンサルティン
グ

定点画像モニタリング装置を活用した、飲食店向け
業務改善サービスの提供

4,000,000 平成27年1月7日

107 株式会社　内藤鍛造所
大型ローターシャフト生産のための金敷の試作開発
に要する２０００トン油圧鍛造プレス導入

10,000,000 平成27年1月7日

108
株式会社　福岡生物産
業開発研究所

飲食店・食品工場における機能的グリーストラップ※
システムの開発

1,999,960 平成27年1月7日

109
株式会社ソフトサービス
ライフケア

リハビリ効果を促進する　”リハプロモーションシステ
ム“　の開発

13,625,666 平成27年1月7日

110
株式会社　古賀歯車製
作所

ＪＩＳ０（Ｎ４）級高精度ラックの標準品開発 9,999,998 平成27年1月7日

111
ＣＴＣ－ＬＡＮＫＡ　株式会
社

栄養豊かな地元の雑穀・野菜・果物を使った乾の燥
雑炊やリゾットにする缶詰の開発

8,097,320 平成27年1月8日

112 株式会社芦屋ボデー
パネル、装備のモジュール化により実現するセミ
オーダーメイド移動販売車の試作開発

6,988,666 平成27年1月8日

113 株式会社バンブーテクノ
竹由来バイオマス－廃プラスチック複合材料の側溝
用溝蓋の開発

6,999,660 平成27年1月8日

114 平川産業株式会社
手で簡単に開封可能な重量物の包装を想定したポ
リ袋の拡販

9,500,000 平成27年1月8日

115 蛭子屋合名会社
多品種小ロット生産型醸造装置の導入によるオリジ
ナル味噌の開発

6,216,666 平成27年1月8日

116
株式会社グローバルエ
ンジニアリング

電力需要予測の最適化と部分供給対応システムに
よる電力供給コスト削減計画事業

4,984,932 平成27年1月8日

117 緒方鋳造株式会社 短納期に対応した高強度薄肉鋳造プロセスの開発 5,274,862 平成27年1月9日

118
株式会社　成田美装セン
ター

食品廃棄物の真空乾燥処理による飼料化、肥料化
設備の開発

9,999,999 平成27年1月13日

119 有限会社トマト
３次元の凹凸を持ったツキ板貼り不燃ボード商材の
商品開発

10,000,000 平成27年1月14日

120 有限会社ＱＰＳ研究所
ＴＣＰ／ＩＰインターフェイスを有した小型人工衛星用
ユニットの試作開発

8,423,000 平成27年1月15日

121 株式会社　　大坪鉄工 新型全自動海苔乾燥機の試作開発と事業化 10,000,000 平成27年1月16日

122 中村産業開発株式会社
培養装置開発によるジャガイモそうか病用微生物殺
菌剤の量産化体制の確立

10,000,000 平成27年1月23日

123 株式会社リョーワ
『多品種・高速コンベアラインにおける画像検査ユ
ニットの開発』

10,000,000 平成27年1月26日

124 株式会社喜多屋 薮田式自動醪搾機改造による高品質化 10,000,000 平成27年1月27日
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125 マーク建設株式会社
土壌汚染の現地改良を目的とする安全で低価格な
混和材開発

15,000,000 平成27年1月27日

126
有限会社ジェイズファクト
リー

知的障害者のアートテキスタイルによるオリジナル
商品開発とオーダー生産システムの確立

6,962,600 平成27年3月17日

127 有限会社坂田織物
久留米絣における新しい織り組織の開発と生地幅の
拡張化

8,387,863 平成27年3月20日

128
株式会社アジアケータリ
ングサービス

料亭の味を介護施設に給食するための作り置きしな
い独自の集中調理システム

8,225,066 平成27年4月8日

129 野村織物有限会社
糸切れ防止機能を組み込んだ久留米絣織機の導入
と化学染料を用いた新商品の開発

4,056,499 平成27年4月15日

130
株式会社ダイキ・ジャパ
ン

冷解凍技術を活用した処理方法による食肉等の鮮
度保持技術の開発

10,000,000 平成27年4月22日

131 株式会社平戸屋
豆腐や厚揚げの個食化に対応した包丁を使わない
でよい一口サイズ商品の開発

10,000,000 平成27年4月27日

132
株式会社　筑水キャニコ
ム

工作機械更新による加工精度向上とそれによる社
内加工比率向上

8,300,000 平成27年5月11日
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