
平成２８年度補正　革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
交付決定一覧

申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 株式会社池畑鉄工
Ｈ型鋼ショットブラスト機導入による高品質な高力ボルト摩
擦接合面処理の実現と生産性向上計画

10,000,000 平成29年4月18日

2
有限会社ショウナンエンジ
ニアリング

高精度な精密切削加工を実現するクーラントろ過装置の
安定製造と効率化

10,000,000 平成29年4月21日

3 有限会社道免家具店
「高周波巾はぎ接着機」導入による巾はぎ集成材の生産
効率化

10,000,000 平成29年4月21日

4 有限会社野元鉄工建設
高精度ドリルマシン導入による、生産性向上と品質強化
事業

10,000,000 平成29年4月21日

5 有限会社出水食品
安定的な生産体制の構築を図るための全自動豆乳プラン
ト等の導入

5,000,000 平成29年4月21日

6 有限会社Ａ・デンタルラボ
歯科医院来院の患者様の高度な要求に応える高品質素
材への新たな取り組みと普及

9,830,000 平成29年4月24日

7 有限会社スカイピーシー 中華加工品を量産するための製造ライン整備 1,893,000 平成29年4月24日

8 株式会社エヌチキン
個食化に対応した鶏肉の炭火焼製造工程プロセスの改
善強化事業

10,000,000 平成29年4月25日

9
東フロコーポレーション株
式会社

新規設備導入による、ＩＤＳ（集積フローコントロールユニッ
ト）の開発加速化で自動車産業への参入

12,386,666 平成29年4月25日

10
ひまわり歯科・こども歯科ク
リニック

骨再生医療導入による入れ歯のいらない社会の実現に
向けた挑戦

10,000,000 平成29年4月25日

11 有限会社ファン・テック
高精細化部品の生産性向上と短納期化の実現による新
事業拡大

9,833,333 平成29年4月25日

12 有限会社誠工社
高精度高能率加工の複合ＮＣルータ機導入による高品
質、高性能家具の製作及効率化、生産性向上を図る

10,000,000 平成29年4月25日

13 ヤマグチ株式会社
最新ＩＣＴ技術導入により測量効率を上げ生産性及び収益
力向上を図り、更に事業領域の拡大計画

7,859,412 平成29年4月25日

14
株式会社鹿児島北斗製作
所

「自動車向けドアラッチ部品のバリレス化」による加工コス
ト４０％削減

5,000,000 平成29年4月27日

15
有限会社鎌石ステンレス工
業

高性能曲げ加工機の導入によるオーダーキッチンの市場
開拓

10,000,000 平成29年4月28日

16 株式会社菊永鉄筋工業
鉄筋の端材・廃材を再利用する為、短尺な鉄筋の切断・
曲げ加工機の導入による資材の有効活用及びコスト削減

3,284,000 平成29年4月28日

17
アイラメカトロニクス株式会
社

炭酸ガスレーザー加工機の導入による切断工程の生産
性向上

10,000,000 平成29年4月28日

18 株式会社薩摩鉄筋工業
ＱＲコードで管理システムを構築し、加工から出荷までの
革新的生産体制の確立

13,683,000 平成29年5月10日

19 元田技研有限会社
ＣＮＣ旋盤導入により部品加工工程の効率化を図り売上
増と付加価値向上を目指す

20,000,000 平成29年5月10日

20 有限会社谷口商店
安心・安全な小ロットの精米商品開発による大都市・海外
販売と作業効率改善

5,000,000 平成29年5月10日

21
西日本エンジニアリング株
式会社

十段パレット炭酸ガスレーザー加工機導入による生産性
向上

10,000,000 平成29年5月10日

1／4



平成２８年度補正　革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
交付決定一覧

申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

22 有限会社古市製茶
茶製造工程における金属検出機と成分分析計導入による
異物混入減及び付加価値の強化を通じた販路拡大事業

5,000,000 平成29年5月10日

23 日建ラス工業株式会社
水素・燃料電池分野における高品質な給電体及び電極基
材の製造

9,766,666 平成29年5月11日

24 鹿児島ケース株式会社
レーザネットワークを活用した新規設備と既存設備への
レーザ供給ラインシステムの構築

30,000,000 平成29年5月11日

25 姶良ふれあい歯科医院
３次元ＣＴを用いた精密な術前診断に基づく安全で経営力
のある歯科医療の実践

6,900,000 平成29年5月11日

26 福山黒酢株式会社
鹿児島伝統の壷づくり黒酢製法による機能性表示食品の
製造

3,000,000 平成29年5月15日

27 濵田酒造株式会社
原料処理技術導入による地元特産品を用いた酒類の効
果的効率的製造

6,166,666 平成29年5月15日

28 有限会社パン工房麦穂
「出水市初の公認新商品誕生」における生産基盤整備向
上と効率化

5,000,000 平成29年5月16日

29 加治木産業株式会社
複合旋盤導入による工程数削減と品質向上及び当社オリ
ジナル製品の国内及び海外販路拡大事業

10,000,000 平成29年5月16日

30 株式会社飯塚製作所
世界市場を見据えた自動車用ターボチャージャー等の一
貫生産体制の強化計画

10,000,000 平成29年5月16日

31 有限会社清木場果樹園
画期的な冷凍保存による、特産品の国内外への販路拡
大事業

2,828,532 平成29年5月16日

32 鹿児島製茶株式会社
国内外向け緑茶販路拡大のための生産ラインの改善・商
品提案力の強化

7,813,333 平成29年5月16日

33 有限会社アリーナ
地元素材を活かした触感に拘った新商品開発と労働環境
改善への取組み

4,843,333 平成29年5月17日

34 有限会社昭和テント
高性能機械導入による災害用仮設テント短納期受注シス
テムの構築

3,858,665 平成29年5月18日

35 みずぐち歯科クリニック
革新的な院内衛生環境の改善による治療サービスの圧
倒的高付加価値化の実現

9,240,962 平成29年5月18日

36 株式会社イチノセ
部品加工の内製化と生産プロセスの効率化に向けたワイ
ヤーカット機の導入

9,533,333 平成29年5月1日

37 畳のたなべや
「洋室の一部和室化」簡易に和室空間を生み出せる縫着
加工による薄畳製造

10,000,000 平成29年5月1日

38 ほたる醸造
麹製造工程の機械化による高品質米麹の量産化と安定
供給

8,493,333 平成29年5月22日

39 吉村醸造株式会社
甘口味噌及び新規の発酵調味料の製造を可能にする機
械装置（製麹・加工）の導入

9,573,000 平成29年5月22日

40 有限会社池田仏壇本店
環境に優しい塗装技術の開発による納骨堂開発と販路拡
大事業

5,879,000 平成29年5月22日

41 エス・パックス株式会社 原紙自動搬送ロボット導入による段ボール生産効率向上 30,000,000 平成29年5月22日

42 株式会社アルナ
レーザー加工技術の応用による付加価値を高めた製品
開発と新市場開拓

3,303,200 平成29年5月23日
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43 株式会社いわきり
包装工程の自動化によりきざみ揚げの消費期限２５％向
上と省力化を目指す

9,293,333 平成29年5月24日

44 株式会社クロスメディア
特殊素材への印刷にも対応した高付加価値の商品での
売上増

9,420,800 平成29年5月24日

45 渕上印刷株式会社 封入封緘ロボット導入による印刷物受注体制の強化 30,000,000 平成29年5月24日

46
株式会社アルプスエステッ
ク

工程改善のための自動アライメント機能付き露光装置の
導入

10,000,000 平成29年5月24日

47 有限会社内山製作所
マシニングセンタ＋付加１軸回転テーブルの活用によるコ
スダウン実現と生産性向上確立

10,000,000 平成29年5月24日

48 冨士屋製菓有限会社 麦芽製法の技術を活かし小ロットへの対応 10,000,000 平成29年5月24日

49 有限会社宮畳工場
生産プロセス改善による高品質畳の開発と超短納期の新
サービス提供事業

9,140,000 平成29年5月26日

50 小正醸造株式会社
温風冷却設備導入による新酒質及び新商品開発への取
り組み

10,000,000 平成29年5月26日

51 株式会社鹿鳥食品
日本一おいしい冷凍とんかつの製造とその販路の拡大・
構築事業

25,666,666 平成29年5月26日

52 株式会社丸庄水産
設備導入による鹿児島県産にこだわった水産加工品製造
事業への参入

4,666,666 平成29年5月26日

53 有限会社イケハタ
鉄筋加工における機械制御の容易化による人材確保と
生産体制増大の確立

10,000,000 平成29年5月2日

54 有限会社奥建具製作所
複数の精緻を必要とする加工を、ＮＣ機械導入で短時間
で実施し、生産性及び品質の向上

19,713,333 平成29年5月2日

55 有限会社九面屋
新商品開発（土産用カップケーキ）に係る生産体制構築と
生産の効率化

6,165,733 平成29年5月2日

56 有限会社上山自動車
最新修正機器導入による車体整備事業の商品質化及び
作業の効率化

8,197,200 平成29年5月2日

57 株式会社セグ
ドローン（ＵＶＡ：無人航空機）と先進技術による新たなビジ
ネスへの展開

3,213,333 平成29年5月30日

58 有限会社鹿児島ますや
地元を中心の魚等を原料にした「カルシウム豊富な無添
加ハンバーグ、コロッケ」等の開発・販売

8,000,000 平成29年5月31日

59 有限会社久永ボデー
最新高性能水性塗料ブース導入による作業環境改善と
塗装作業効率化への取組

18,333,333 平成29年5月31日

60 鹿児島土木設計株式会社 ３Ｄ技術導入による測量設計サービスの向上 5,000,000 平成29年5月8日

61
有限会社時計メガネのサ
サヤマ

眼鏡レンズの特殊加工機導入によるエレガントなジュエ
リー眼鏡の一貫加工体制構築事業

2,952,000 平成29年5月8日

62 株式会社キンコー
超精密小径打抜きパンチの先端部微細加工全自動無人
運転システムの確立

28,573,000 平成29年5月9日

63 株式会社秦野精密
高速複合加工機導入による労働生産性の向上と コスト競
争力強化

8,000,000 平成29年5月9日
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64 株式会社ラピス 野菜を食べよう「発酵野菜プロジェクト」 2,397,407 平成29年6月19日

65 株式会社奄美新興産業
養殖マグロの残渣を適切に処理した土壌改良材の製造と
販売事業

3,666,666 平成29年6月19日

66
北薩材プレカット事業協同
組合

６軸モルダー加工機導入による製品品質向上と造作材加
工分野への進出

7,333,333 平成29年6月1日

67 有限会社サンワ技研
顧客ニーズに対応した円筒研削盤の導入による新たな売
上の創出

19,930,000 平成29年6月1日

68 株式会社サクラバイオ
新技術乾燥装置の日本初導入で革新的な体に良く美味し
い乾燥食品の開発

4,730,000 平成29年6月23日

69 株式会社ココ・ファーム
商品の鮮度保持と異物混入防止を高度化し、商品や会社
の信頼性向上を図る

9,633,333 平成29年8月2日
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