平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名
焼酎ラベル等の特徴のある紙に金・銀の印刷を最適で簡

交付決定額

交付決定日

1 有限会社中央制作センター 易に施す取組み

9,000,000

平成28年6月22日

2 協業組合ドゥ・アート

白インクを使った事業・デザイン展開

4,650,000

平成28年6月23日

3 有限会社道免家具店

５軸モルダー加工機導入による造作家具製造の効率化

6,676,000

平成28年6月27日

4 株式会社内野ケルン

超精密ワイヤーカット導入による金型の加工精度及び生
産効率向上確立事業

10,000,000

平成28年7月4日

5 有限会社海野鉄工

形鋼切断機の導入で高品質化・高生産化を図り受注拡大
に繋げる

4,460,000

平成28年7月4日

6 有限会社中野木材

木材の薪製造への対応と効率性及び生産性を高める薪
製造機械の導入

4,066,666

平成28年7月4日

7 渕上印刷株式会社

鹿児島県産食品のおいしさが伝わる高品質商品ラベルの
提供

10,000,000

平成28年7月4日

8 株式会社小田畳商会

浴室向けのデザイン性に優れた「耐水床パネル」の開発
製造及び量産化

4,871,804

平成28年7月4日

9 井ノ上珈琲有限会社

ＩｏＴによる連動生産管理のできる最新型焙煎機と包装機
導入による品質維持と生産効率向上の実現

30,000,000

平成28年7月4日

10 有限会社南州メディカル

多様化する介護福祉用具ニーズに対応する洗浄・殺菌機
能の高い最新鋭設備導入

10,000,000

平成28年7月4日

11 小正醸造株式会社

シェリー樽貯蔵による新酒質及び新商品開発への取り組
み

9,833,333

平成28年7月4日

株式会社マンボウ・サービ 磁場熱分解炉の導入による太陽光発電パネル再生及び
リサイクル事業への取組

10,000,000

平成28年7月4日

13 株式会社コズマ

高性能刺繍機等を導入し生産システムをＩｏＴ化し生産性
と効率を強化する

3,843,333

平成28年7月4日

14 株式会社薩摩鉄筋工業

鉄筋加工における主筋自動曲げ装置を導入し、作業工程
の短縮化と品質・生産性向上による競争力強化

10,000,000

平成28年7月5日

15 有限会社松原製作所

ＣＮＣ旋盤の導入により中型部品加工領域で地域Ｎｏ．１
を目指す

10,000,000

平成28年7月5日

16 徳田酒造株式会社

冷却機導入による製造環境改善への取組みと黒糖焼酎
の品質向上

2,466,000

平成28年7月5日

17 株式会社シリウス製作所

次世代有機ＥＬパネルの製造に不可欠な長尺樹脂材料精
密加工技術開発事業

6,533,333

平成28年7月7日

18 九州浪華合成株式会社

射出圧縮成形機を導入し、アルミ製品を熱硬化性樹脂の
低価格圧縮成形品に代替する

10,000,000

平成28年7月7日

19 日建ラス工業株式会社

高品質な極薄箔製品の生産に伴う最新鋭金型製作設備
の導入

30,000,000

平成28年7月7日

20 カクイ株式会社

画期的な『綿包製品』を製造するための自動綿包製造装
置の導入

10,000,000

平成28年7月7日

21 有限会社ファクトリーヒロ

高精度５軸加工機導入による高精度化と生産性向上、コ
スト削減への実現

30,000,000

平成28年7月7日

12 ス
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22 秋元ガス株式会社

ＬＰガス集中監視システムの導入拡大およびサービス（ガ
スの見える化サービス）の導入

10,000,000

平成28年7月7日

23 山川造船鉄工株式会社

環境配慮型設備の導入による表面処理工程の品質・生
産性強化

9,866,666

平成28年7月7日

2,686,666

平成28年7月7日

アイスクリーム新製品開発ライン導入による品質向上・需
要拡大への取り組み

10,000,000

平成28年7月7日

日本ハードウェアー株式会 研削・放電加工から、油圧プレスを用いた塑性 加工法に
転換した成形ピンの製造

6,666,666

平成28年7月7日

27 株式会社萬來

機械導入により冷凍商品を常温・冷蔵商品に革新し新販
路を開拓

3,851,666

平成28年7月7日

28 松元機工株式会社

側面加工機能付きＣＮＣ旋盤の導入により生産プロセス
の効率化を目指す

10,000,000

平成28年7月8日

7,633,333

平成28年7月8日

10,000,000

平成28年7月8日

万能串刺機の導入による商品付加価値及び収益の向上

24 有限会社マルフク川畑水産 を図る！
25 セイカ食品株式会社
26 社

ひまわり歯科・こども歯科ク マイクロスコープを活用した、時間と場所を選ばないお手
軽治療説明サービス

29 リニック

30 有限会社宮崎商會

竪型袋詰真空包装機を使用した設備での、パウチパッ
ケージングの生産強化の体制を整る

31 有限会社内山製作所

三次元測定機導入による検査時間短縮等と測定の標準
化、及び取引先拡大

5,890,000

平成28年7月8日

32 いわきり歯科クリニック

革新的３Ｄ計測による患者負担を減らし
歯科医療の実践

4,402,000

平成28年7月8日

33 株式会社アート

建設工事と廃棄物処理をワンストップで行うビジネスモデ
ルの構築

5,000,000

平成28年7月8日

34 株式会社キンコー

ナノレベルの面粗度を実現する超精密切削鏡面加工技術
の確立

28,833,000

平成28年7月8日

30,000,000

平成28年7月8日

正確で安全な

株式会社アルプスエステッ 大型セラミックス対応の新型（大型）グラインディングセン
ターの導入

35 ク

36 株式会社ｄａｎｋｅｎ

新商品開発への課題克服し専門店としての ブランド強化
とかごしま銘菓への取組み

9,433,333

平成28年7月8日

37 有限会社北園鉄工

新型バンドソーによる 作業工程プロセスの改善強化事業

4,240,000

平成28年7月8日

38 キリシマ精工株式会社

ＣＮＣ三次元測定機及びＣＡＤＣＡＭネットワーク連携によ
る高効率化とトレーサビリティ体制の構築

21,000,000

平成28年7月8日

39 有限会社カミノ

立体的で特殊な形と生地の素材を活かしたテントで大型
テント受注と新たな需要の発掘

4,981,333

平成28年7月8日

40 株式会社南光

最新３Ｄレーザー加工機導入による一括生産で生産性向
上

30,000,000

平成28年7月8日

41 藤安醸造株式会社

個包装充填における多様な商品開発とロスの低減

10,000,000

平成28年7月8日

42 濵田酒造株式会社

スラリー処理技術導入による芋焼酎の生産効率化と酒質
の多様化

6,153,333

平成28年7月8日
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株式会社鹿児島北斗製作 車載センサー向け光学レンズの超高精度（±８／１０００
ｍｍ）の要求に応える生産体制構築

3,733,333

平成28年7月8日

44 徳之島物産株式会社

特産品焼き菓子工場の手作業工程機械化による生産性
向上、売り上げ拡大事業

4,200,000

平成28年7月11日

45 鹿児島精機株式会社

自動三次元測定機導入による検査体制の強化と売上・利
益拡大

10,000,000

平成28年7月11日

鹿児島県醤油醸造協同組 生揚醤油の品質と回収率を大幅に向上させる諸味圧搾
工程改善への取り組み

10,000,000

平成28年7月11日

47 有限会社姫城鉄工建設

穴あけ・切断加工機導入と複合ライン自動化による高精
度加工・能力向上・短納期の実施

24,000,000

平成28年7月11日

48 柿原製菓株式会社

少量多品種対応新製品開発及び規格外品の有効活用
オーブンの購入

5,000,000

平成28年7月11日

49 株式会社フォーエバー

講座映像のコンテンツ配信による教育機会の普及促進

1,219,000

平成28年7月11日

50 有限会社若林印材

薩摩柘の伝統を守り革新的な機械導入による加工技術・
生産性の向上を図る事業

4,880,000

平成28年7月11日

51 株式会社和香園

無化学農薬栽培粉末緑茶の生産効率向上による販路開
拓・拡大

9,866,666

平成28年7月11日

52 株式会社霧島ソーイング

ハイクオリティスーツの品質向上と生産効率向上の構築

7,166,666

平成28年7月12日

53 元田技研有限会社

ボトルネック工程の生産能力増強に向けた焼付塗装設備
の導入

8,829,333

平成28年7月12日

2,929,333

平成28年7月12日

廃棄物をリサイクルし生活用品として再活用するサービス
事業

1,111,666

平成28年7月12日

たまご屋のＳｗｅｅｔｓ工房Ｒ 実家の農場で採れた規格外の卵を活用したバウムクーヘ
ンオーブン導入に伴う新商品開発・販売事業

4,616,666

平成28年7月13日

13,079,200

平成28年7月13日

8,185,332

平成28年7月13日

43 所

46 合

合資会社新原味噌醤油工 自社ブランド「美しい麦みそ」製造の生産プロセス改善に
よる高付加価値商品化事業

54 場

55 有限会社ミヤウチ

56 ＡＮＫＯ
57 式会社

東フロコーポレーション株

クリーン流量計の確立、部品の安定化及び生産性向上に
よるコストダウンで売上向上

58 株式会社下園薩男商店

「旅する丸干し」等高付加価値製品の生産設備拡大

59 株式会社藤田ワークス

ＩＯＴの活用による曲げ機ネットワーク型多品種少量生産
の高効率化

23,106,666

平成28年7月13日

60 アジア印刷株式会社

色の配合値を分析・データベース化し顧客ニーズに即した
印刷の確立とＵＶ印刷による短期納品へ

24,666,666

平成28年7月13日

61 株式会社堀口園

スティック包装機導入による、コスト削減と国内外販路拡
大事業

10,000,000

平成28年7月13日

62 インターマン株式会社

廃校を活用した、医療・健康機能素材ミリン科紅藻類の種
苗陸上培養

3,399,999

平成28年7月13日

63 有限会社六葉煙火

打上タイミングを正確にコントロールした躍動感あふれる
花火演出

10,000,000

平成28年7月13日
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64 株式会社池畑鉄工

最新鋭の溶接ロボットシステムによる 高品質化及び生産
体制の強化を図る計画

10,000,000

平成28年7月14日

65 澤田農園

我が家で生産した有機米の加工品製造の効率化と品質
向上

2,641,000

平成28年7月14日

66 有限会社輝広

屋久杉と大島紬を融合させた新しい製品開発と生産効率
向上

10,000,000

平成28年7月14日

67 株式会社わくわく園

スティック充填機導入による高付加価値桑青汁製品の開
発

7,060,000

平成28年7月14日

68 有限会社サンワ技研

生産体制の効率化とものづくり技術の向上

9,600,000

平成28年7月14日

69 株式会社かしい

国内産原木乾椎茸の粉体加工による 「出汁原料」等の製
造技術

4,733,000

平成28年7月14日

70 有限会社ケーエムオート

新型車両整備機器導入による整備・塗装工程作業の効
率化及び高品質化

1,298,199

平成28年7月15日

71 株式会社髙浜蒲鉾

海外展開も見据えた新規市場の開拓に必要な最新型冷
却設備の導入

30,000,000

平成28年7月19日

72 株式会社吾平重機土木

情報化施工による建設現場の生産性向上への取組み

4,317,000

平成28年7月19日

73 有限会社海潟ドライ

企業への販路開拓に向けた自動化設備導入による「即日
配達」の展開

5,630,840

平成28年7月19日

74 久保醸造合名会社

「醤油・酢」製造の熱殺菌工程におけるエネルギー効率の
改善及び品質向上事業

3,872,800

平成28年7月20日

75 株式会社ナルオ

最新モデル自転車部品の複雑かつ高精度化及びコスト削
減の実現

30,000,000

平成28年7月22日

76 有限会社新栄物産

新たな地元の特産品 ６次産業による赤米を使ったジェ
ラート計画

1,967,284

平成28年7月22日

77 有限会社奥建具製作所

性質・素材の異なる物の接着ができる最新式高周波プレ
ス機の導入

22,513,333

平成28年7月22日

78 福山黒酢株式会社

醸造飲料の増産およびＩＳＯ２２０００認証取得に向けた設
備投資

10,000,000

平成28年7月22日

79 有限会社丸八水産

量販店等向け惣菜ＰＢ商品の 「製造下請けサービス」展
開事業

2,319,332

平成28年7月22日

80 株式会社サツマ超硬精密

大型プレート加工内製化を通じ大型金型にも高品質・高
精度・高美観を実現及び海外進出事業

30,000,000

平成28年7月25日

81 ウノキ産業株式会社

鹿児島産米と黒酢を活用した世界への寿司の普及展開
サービス事業

10,000,000

平成28年7月26日

3,758,066

平成28年7月26日

1,534,000

平成28年7月26日

有限会社南九州きのこセン

82 ター

学校給食及び病院食用の「カットえのき」商品の開発

株式会社ボタニカルファクト 高品質オーガニック化粧品製造のための 特注常圧蒸留
器の整備

83 リー

4／6

平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧

申請者名称
合同会社あまみ徳之島絆

事業計画名

交付決定額

交付決定日

84 ファーム

冷凍キャッサバイモの商品化に係る技術開発

6,913,670

平成28年7月26日

85 有限会社竹下商店

最新型選別機、エア吸引式搬送装置導入による高品質化
と生産効率向上の実現

5,000,000

平成28年7月27日

5,731,391

平成28年7月27日

様々な素材と新工法による新商品「タタミマット」を用いた
快適な生活空間の提供事業

6,933,340

平成28年7月27日

88 業協同組合

ダチョウの飼養に最も適したオーガニック自給飼料製造の
為の設備の導入

7,533,333

平成28年7月27日

89 タートルベイ醸造

少量・多品種の炭酸飲料加工システムの導入

5,000,000

平成28年7月27日

90 株式会社コーユー技工

加工精度と生産性の向上に向けた最新型加工機の導入

22,868,000

平成28年7月29日

91 有限会社渡辺産業

鹿児島県産玄蕎麦を用いた石臼製粉による高品質蕎麦
粉の製造・販売

3,892,332

平成28年7月29日

株式会社センショウ・クリー 焼酎カス、有機汚泥等の適正処理により液肥化を行うリ
サイクル事業

10,000,000

平成28年7月29日

86 株式会社中園久太郎商店 高菜加工ラインの効率化と生産性向上計画

87 有限会社山下製畳
鹿児島県オーストリッチ事

92 ン

93 有限会社大成畜産

郷土保存食製法の桜島灰干しによる長期保存可能な 豚
肉加工品開発

9,273,999

平成28年7月29日

94 株式会社島のタカラ

種子島産ノコギリガザミの陸上養殖における生産性向上
と種苗生産の確立

7,702,329

平成28年7月29日

95 株式会社船倉

「より健康になる珈琲」への挑戦。 その一歩として「しょう
が珈琲」等の試作開発と 県内産物消費拡大を目指す。

5,000,000

平成28年7月29日

96 株式会社オーガランド

空袋ラベラー機導入による製造安定およびブランド力強
化

1,333,000

平成28年7月29日

97 有村茶生産

遠赤外線火入機及び粉砕機の導入による荒茶製造から
仕上茶製造転換への取組

2,209,876

平成28年7月29日

98 有限会社森山水産

生産効率アップと品質向上及び需要増加に対応すべき
血合い除去機等の機械導入

8,066,666

平成28年7月29日

有限会社鹿屋ヂーゼル機 運送業と自動車等整備業を救う！！超高圧圧力の見える
化とインジェクター自動再生サービス

6,352,000

平成28年7月29日

100 有限会社徳永製菓

設備導入による生産性向上と試作品開発による販路拡大
と地域の活性化

1,686,665

平成28年7月29日

101 日生化学株式会社

プラスチックトレーの生産能力増強

9,186,666

平成28年7月29日

102 中園機工株式会社

高精密ワイヤー放電加工機の導入による精密部品加工
事業の強化・新規分野への参入

10,000,000

平成28年11月9日

103 株式会社サンライズ精工

背面主軸付きＣＮＣ複合旋盤および高精度画像測定機の
導入による生産プロセス改善

10,000,000

平成28年11月14日

99 器
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平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名

株式会社シーンプランニン 奄美長寿食材と地域資源を活用した 機能性冷凍フルー
ツ青汁の開発

104 グ２１
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交付決定額

4,800,000

交付決定日

平成28年11月17日

