
（受付番号順）

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

1 3046110004 鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340 仕上げ工程の省略による生産性向上と新硬材試作開発 明和マネジメント税理士法人

2 3046110006 鹿児島県 有限会社上山自動車 5340002016534
３次元計測機導入による数値の見える化を行い、新規顧客
による売上の向上

川内商工会議所

3 3046110008 鹿児島県 有限会社山之口建設 6340002026689 ＩＣＴ建設機械システム導入による施工の高度化と効率化 鹿児島県商工会連合会

4 3046110011 鹿児島県 有限会社エスランドル 3340002024729
乾燥野菜の特殊製造（幅広い粒度の均一な粉末・顆粒製
造）による新分野への実現化事業

鹿児島県商工会連合会

5 3046110012 鹿児島県 株式会社九州タブチ 3340001007222
オートローダーを備えたＮＣ旋盤によるコアなどの部品加工
時の省力化及び生産効率の向上

若松進介

6 3046110009 鹿児島県 株式会社ダイゼンファーム 8340001013281
鹿児島県推奨『黒さつま鶏』生産ライン改善による競争力強
化

上岡ひとみ

7 3046110013 鹿児島県 アジア印刷株式会社 9340001000270
ユーザーが求める更なる色彩再現性の実現と、デザイン性
の向上による付加価値の創造

株式会社鹿児島銀行

8 3046120016 鹿児島県 有限会社トライメック 9340002022628
全数検査も可能にする検査工程の自動化による測定精度
の均一化とリードタイム短縮計画

株式会社鹿児島銀行

9 3046120017 鹿児島県 株式会社内野ケルン 2340001011712
複合加工機導入による工程数削減と高精度追求で更なる事
業拡大のプロセスの確立

株式会社南日本銀行

10 3046120019 鹿児島県 はしぐち綿業株式会社 9340001014056
輸送コストの削減と顧客の利便性を高めるためのサービス
強化事業

鹿児島県商工会連合会

11 3046120020 鹿児島県 フェニックスプロテクノ有限会社 7350002006210
高精度平面研削技術の確立及び生産工程改善による高生
産性実現と販路拡大

株式会社宮崎銀行

12 3046120021 鹿児島県 株式会社サンテック 6140001048977
高性能マシニングセンタの導入による生産性向上と付加価
値向上の取組

株式会社日本修身経営

13 3046120022 鹿児島県 株式会社いわきり 8340001000494
消費期限の改善により当社オリジナルの豆乳麺等の全国展
開を図る

株式会社南日本銀行

14 3046120025 鹿児島県 国基建設株式会社 4340001013905
溶接工程の自動化により品質向上と納期短縮を図り受注拡
大を目指す

株式会社鹿児島銀行

15 3046120026 鹿児島県 株式会社ＳＨＩＭＯ製作所 2340001020886
業界初の機能を持つ三次元測定機導入による効率化を目
指す

出水商工会議所

16 3046120027 鹿児島県 日建ラス工業株式会社 4120001068500
培われてきた高技術・高品質へのこだわりを世界評価に結
びつけるための最新測定機の導入

株式会社商工組合中央金庫

17 3046120031 鹿児島県 株式会社鹿児島北斗製作所 1340001000071
光学レンズの製造ライン自動化による工数９４％削減・生産
性向上

株式会社鹿児島銀行

18 3046120032 鹿児島県 株式会社フジ技研カゴシマ 6340001015164
アルミニウムの精密加工技術を習得し次世代自動車市場に
進出する

海江田博士

19 3046120038 鹿児島県 株式会社青友社 7340001002335
特注家具・建具・造作部材の品質向上及び生産プロセスの
改善の為の設備導入

佐藤哲郎

20 3046120040 鹿児島県 協業組合ユニカラー 1340005000992
印刷品質管理システムによる人の目に依らない検査体制の
構築と生産性の向上

税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

21 3046120041 鹿児島県 有限会社うめだ 7340002000321
クックチル調理方式による食の安心・安全と食提供プロセス
の効率化による販売拡大

鹿児島商工会議所

22 3046120043 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 9340001000898 粉体用全自動ガス充填包装機の導入による生産性の向上 小迫義仁

23 3046120044 鹿児島県 株式会社末吉精密工業 8340001015146
ＱＲコードを利用した図面管理サービスの提供及び刻印業
務の改善

鹿児島興業信用組合

24 3046120045 鹿児島県 紫原動物病院
鹿児島県初となるペットの末期がんの完治を目指すがん治
療への挑戦

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

25 3046120047 鹿児島県 福山黒酢株式会社 5340001007468
小規模ビール醸造所が取組む瓶詰めビールの商品化と製
造プロセスの省力化

鹿児島県商工会連合会

26 3046120050 鹿児島県 エス・パックス株式会社 4340001002131
段ボール用中型グルアー導入による生産性向上及び省力
化

税理士法人宇都宮会計

27 3046120051 鹿児島県 有限会社内西フライス 8340002016457
高性能ワイヤーカット導入で高付加価値製品の生産プロセ
ス確立事業

川内商工会議所

28 3046120052 鹿児島県 株式会社お茶の沢田園 2340001000756
海外で需要が拡大する日本産茶の生産工程刷新による販
売拡大計画

株式会社エフアンドエム

29 3046120053 鹿児島県 三州木材市場株式会社 3340001002000
木材販売の付加価値を高めるための合板加工機導入によ
るプレカット加工内製化

株式会社鹿児島銀行

30 3046120054 鹿児島県 株式会社寿精密 9170001010972
ニッケル水素電池リチウムイオン電池金型部品の生産プロ
セス強化

鹿児島県商工会連合会

31 3046120056 鹿児島県 株式会社朋友 1340001010211
病院・施設向けベッドマットの消毒・クリーニング新サービス
事業

鹿児島県商工会連合会

32 3046120059 鹿児島県 中園機工株式会社 1340001008627
三次元座標測定機による検査の高精度化と機械化による生
産性の向上

税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

33 3046120064 鹿児島県 株式会社テクノクロス九州 2340001007215
超精密平面研削盤の導入により超精密高品質化を実現し、
競争力強化と生産性向上を目指す

角幸憲

34 3046120067 鹿児島県 九州化工株式会社 5340001013870 低メタルクエン酸の製造技術開発 鹿屋商工会議所

35 3046120071 鹿児島県 有限会社中村酒造場 5340002013952
高品質で安定的な量産を実現する自動製麹装置の導入で
海外市場を狙う

角幸憲

36 3046120081 鹿児島県 株式会社東八重製茶 9340001020194
真空ガス封入機の導入によって実現する、茶葉の長期保存
と販路拡大

鹿児島県商工会連合会

37 3046120088 鹿児島県 株式会社大友組 5340001010546
測量精度安定と工期短縮による生産性向上を図るＩＣＴ対応
事業

鹿児島県商工会連合会

38 3046120089 鹿児島県 株式会社中島測量設計 5340001007550
人手不足対応のための「測量・設計業務の生産性・品質向
上」及び「未経験者の採用・育成強化」

鹿児島信用金庫

39 3046120093 鹿児島県 株式会社三翔精工 1130001026996
産業用インクジェットプリントヘッドの外観自動検査による品
質管理体制の強化。

アイネックス税理士法人

40 3046120096 鹿児島県 久保醸造合名会社 2340003001240
最新型ラベラー導入による印字・貼付工程の自動化と海外
展開への対応

鹿屋商工会議所

41 3046120101 鹿児島県 大隅物流事業協同組合 7340005006662
新たな高付加価値の熟成乾燥野菜生産のための恒温熟成
乾燥機の整備

鹿屋商工会議所

42 3046120103 鹿児島県 株式会社アリモト工業 9340001013768
木材表面加工機を導入しスギ材の高品質化と加工時間短
縮による生産性の向上

角幸憲

43 3046120104 鹿児島県 株式会社ブンカ巧芸社 2340001003676
精密なルーター加工、さらに、ＵＶプリンターの立体物直接印
刷による付加価値増強

税理士法人押井会計

44 3046120105 鹿児島県 有限会社ゆたか建装 3340002021965
可変比率油圧式混合装置の導入による防水塗装施工精度
向上事業

鹿児島県商工会連合会

45 3046120108 鹿児島県 有限会社奥建具製作所 3340002002230
建具のほぞ組加工仕上げの機械化による効率と品質向上
及び作業の汎用化による生産性向上の実現

鹿児島興業信用組合

46 3046120112 鹿児島県 佐藤食品工業有限会社 7340002000536
人手不足に対応した自動化設備導入による革新的な生産
性向上計画

鹿児島県商工会連合会

47 3046120113 鹿児島県 株式会社松栄軒 6340001011691
ブランド食材を使用した高級弁当市場における米飯製造工
程の高度化

出水商工会議所

48 3046120114 鹿児島県 株式会社南光 7340001003044
最新レーザー溶接機導入による作業時間の短縮と製品の
高品質化

迫貞義

49 3046120117 鹿児島県 濵田酒造株式会社 4340001009011
革新的焼酎の売上拡大に向け、原料を効果的効率的に熟
成するための設備導入

株式会社商工組合中央金庫

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
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50 3046120118 鹿児島県 有限会社カネタマル 8340002023775
新型優良カビ菌繁殖発酵熟成装置導入による最高級品質
製品の生産と製造工程短縮の実現

枕崎商工会議所

51 3046120121 鹿児島県 Ｃａｓｔａｎｏ
生産性・品質向上、新たなジェラート開発が可能な充填シー
ラー機の導入

鹿児島県商工会連合会

52 3046120122 鹿児島県 有限会社白石酒造 3340002017889 簡易貫流蒸気ボイラーの導入による生産性の向上 鹿児島県商工会連合会

53 3046120124 鹿児島県 有限会社古市製茶 4340002024364
最先端の茶葉用火入機械導入による仕上げ茶加工の効率
化と付加価値の向上

鹿児島県商工会連合会

54 3046120125 鹿児島県 タネオ建具店
自動一面鉋盤導入による組子細工の「組入れ工程」改善で
生産性向上と短納期化の実現

鹿児島県商工会連合会

55 3046120130 鹿児島県 テックス株式会社 5340001009134
食品関連産業のニーズに対応した既設ステンレス設備の電
解研磨処理技術の開発

株式会社鹿児島銀行

56 3046120137 鹿児島県 株式会社隆光産業 9340001021556
高品質純国産皮革加工の自動化システム構築によるスマー
ト工場化とさらなる品質向上によるブランド力強化

鹿児島相互信用金庫

57 3046120138 鹿児島県 株式会社中村建設 3340001010688
３Ｄスキャナーで働き方改革を促進、雇用の創出で地域経
済を底上げ

鹿児島県商工会連合会


