
 



5 山口県の中小企業 （2014年２月号）

ものづくり補助金

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その３

（技術分野）鍍金
（類　　型）試作開発＋設備投資
（形　　態）生産プロセス強化
（会社概要）
　当社は、昭和29年９月に設立され、湿式めっき，アルマイト，湿式研磨といった表面処
理を中心に60年間、多方面のユーザーニーズに応え技術の研鑽に努力を重ねて来ました。
　創業は、耐摩耗性を必要とする工業用（硬質）クロムめっきからスタートし、現在までに耐摩耗性、硬さや
肉盛り性に優れた硬質クロムめっき、装飾ニッケル-クロムめっき、寸法精度が必要な無電解ニッケルめっき、
アルマイト処理、電解研磨及び化学研磨といった多種多様に対応できる表面処理を幅広く展開しています。
（事業概要）
　今回の開発は、厚付け無電解ニッケルめっき皮膜の品質劣化の原因となっているザラ（異物を取り込んだめっ
き皮膜）発生を抑制することにより、皮膜の高品質化を図るため、ザラの発生源となるめっき浴中の異物や分
解生成物等を常時又は間欠的に除去できる濾過循環システムを開発するものです。

　高品質の厚付け無電解ニッケ
ルめっきが可能となった際は内
製化が可能となり、短納期対応
等の付加価値が付与され、新た
に自動車分野のピストン部品や
医療分野のモーター部品等にも
用途が拡大されると期待してい
ます。

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その４

下関鍍金株式会社
〒750‒0323
下関市長府港町７－13
TEL：083‒245‒0171　FAX：083‒245‒5069
E-mail：smk@bronze.ocn.ne.jp
URL：http://www.s-m-k.co.jp/

代表取締役
岩佐　裕児 氏

無電解ニッケルめっき槽

『高品質厚付無電解ニッケルめっき装置の開発』
下関鍍金株式会社

　ものづくり補助金により、当社の受注増、
売上増につながり収益性の向上、さらには雇
用増が期待できると確信しております。

（技術分野） 組込みソフトウェア、冷凍空調、
プラスチック成形加工

（類　　型）設備投資のみ
（形　　態）生産プロセス強化
（会社概要）
　当社は、昭和42年に創業し、学校給食を対
象に魚加工製造業を営んでいる。今後、少子
化の影響から、児童・生徒数が減少し、学校給食市場が縮小されることが予測されています。
　そこで、当社では、企業連携し、食品スーパー市場に本格的に市場参入したいと考えています。食品スーパーのニー
ズは、個包装や短納期の面など、学校給食のニーズとは異なる部分があり、そのニーズに対応するための取組みを行っ
ています。
（事業概要）　既存の学校給食市場から食品スーパー市場への市場開拓を図る

ため、製造工程のカット、
包装、冷凍の製造工程にお
けるボトルネックを解消、
高度化し、コストダウンと
生産性及び生産能力の向上
を図りたいと考えています。

ウサガワ有限会社
〒742-1111
山口県熊毛郡平生町大字佐賀2054番地の４
TEL：0820-58-1144　FAX：0820-58-1602
URL：http://www.usagawa.co.jp/

代表取締役
宇佐川　滋 氏

『食品スーパー市場進出に向けた生産工程のボトルネック解消による
生産能力の向上』

ウサガワ有限会社

高速包装機

　ものづくり補助金の活用により、切身ロボットに新
たなソフトウェアを組み込み、新たなニーズに対応す
ることができ、それに合わせ、高速包装機の導入により、
増産、コストダウンが図られる計画としております。
　また、増産に伴い、冷凍設備を整えることで、製造
工程の一連の流れを構築でき、生産能力を向上させる
ことが可能となり、さらなるコストダウンが図られる
ものと期待しています。



5 山口県の中小企業 （2014年３月号）

ものづくり補助金

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その５

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その６

（技術分野）　切削加工
（類　　型）　設備投資のみ
（形　　態）　小口化・短納期化
（会社概要）
　当社は、「お客様のニーズにお応えすることこ
そ我々の使命」という強い思いを持って、主に
鉄鋼メーカー向けの生産設備用資材及び生産設備用部品の製造・補修をおこなっております。
我々が長年培ってきた経験と、最新の加工設備・加工技術を活かして、鉄の生産活動を、全員
全力で支えることを目的としております。
（事業概要）　山口県の中心的な産業である、鉄鋼などの基礎素材型産業は、世界をマーケッ
トとしたグローバル競争が激化しています。こうした産業において、国内で生産に要求される、高品質・多品
種少量・短納期の課題に対応するため、最新の「ＮＣロータリーテーブル付

きマシニングセンタ」を導
入し、製造プラントから生
産用資材及び生産用設備部
品製作・改善、補修依頼に
対して、超短納期でサービ
スを提供出来る革新的シス
テムの構築を目指していま
す。

白井興業株式会社
〒743-0063
山口県光市島田２丁目27-１
TEL：0833-71-0044　FAX：0833-71-2604
URL：http://www.shirai-kk.co.jp/
（メカトロ周南協同組合）

代表取締役
白井　博之 氏

『短納期製造・補修サービスの構築事業のための
「ＮＣロータリーテーブル付きマシニングセンタ」導入』

白井興業株式会社
　今回のものづくり補助金を活用して、最新の加工設
備を導入することができました。
　今後は、弊社の既存事業のさらなる拡大・高効率化
を図るとともに、各種製造プラントからの、超短納期・
高品質加工のご要望に威力を発揮するものと期待して
おります。

（技術分野） 　溶接
（類　　型）　設備投資のみ
（形　　態）　小口化・短納期化
（会社概要）
　当社は、新幹線を始めとする鉄道車両の
内装部品メーカーで、出入台、配電盤ユニッ
ト、仕切り（妻）パネルなどを製作しています。設計から材料の切断、曲げ、加工、溶接、
組立艤装まで一貫製造を行い、日立製作所、川崎重工業、近畿車両、日本車輌製造、総合
車両製造所へ納入しています。
（事業概要）
　利用顧客サービス向上のためにデザインが複雑化し、多品種化する鉄道
車両製造において、車両メーカーから求められる小口化・短納期化したジャ

ストインタイム納入に対
応するために、独自の生
産管理システムを構築
し、部品メーカーとして
業界高シェアを堅持する
ことを目指しています。

株式会社弘木技研
〒744-0061
山口県下松市葉山２丁目904番15
TEL：0833-46-3535　FAX：0833-46-3838
URL：http://www.hiromoku-giken.co.jp/
（日立笠戸協同組合）

代表取締役
弘中　善昭 氏

『小口化・短納期化する鉄道車両内装部品に
対応する生産管理システム等の構築』

株式会社弘木技研

生産管理システム

　今回の「ものづくり補助金」の活用により、時流にあっ
た生産管理システムの構築を計画しております。
　当社は、平成21年度に「鉄道車両装部品における押
型材の成形プレス品の試作開発」というテーマに続き
２回目の補助金活用になります。今回の取組みの成果
により、車両メーカーの要求する高品質、短納期に応
えられるものと期待しています。

マシニングセンタ



7 山口県の中小企業 （2014年４月号）

ものづくり補助金

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その７

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その８

（技術分野）　位置決め、溶接、部材の締結
（類　　型）　試作開発＋設備投資
（形　　態）　生産プロセス強化
（会社概要）
　昭和53年設立、大手住宅メーカーの住宅ユニット製
造、鉄骨部材機械加工・曲げ・溶接・組立、機械装
置筐体・架台（太陽光発電等）・オリジナルジグ・台車
等製造を行っています。
　昔ながらの職人の技を追求し他の会社や大企業にはない細かいところ、かゆいところに手が届
くような製造ができる会社です。
（事業概要）　住宅市場は消費税増税前の駆け込み需要により、業務量は急激に増加しており、溶接ロボットの
導入及び専用シグの開発による住宅鉄骨部材の生産量の拡大・効率化を実現

します。
　溶接ロボットの導入に合
わせ、作業の標準化及び分
業化を実現し生産時間の短
縮化を及び組立作業時にお
ける煩雑業務の軽減化など
を図ります。

有限会社尾中鉄工所
〒754-1102
山口県山口市秋穂西321－２
TEL：083-984-3622　FAX：083-984-2538

代表取締役
尾中　貴宏 氏

『溶接ロボット導入、専用ジグ開発によるハウスメー力部材製作の
生産性向上/小口短納期対応事業』

有限会社尾中鉄工所
　今回のものづくり補助事業では、部材製
作の生産性向上と小口短納期対応を図るた
め、専用治具開発とロボット導入を行い、
現在その検証を行っています。今までは技
術者が付き切りで行っていた作業が自動化
され、空いた時間は他の行程を担当でき、
多能工化が見込めます。新たな取組も平成
25年度補正ものづくり・商業・サービス補
助金を活用したいと思います。

（技術分野） 　金型
（類　　型）　設備投資のみ
（形　　態）　ワンストップ化
（会社概要）
　当社は昭和25年に創業し、
戦後の混乱期を乗り越え、経
済成長する時代とともに産業機械の部品製作に携わり日本の発展を陰ながら支えてきたと
自負しております。弊社は、レーザー加工機による材料切断から製缶、溶接、機械加工、
マシニングセンタによる加工まで何にでも対応でき、また短納期にも応じられるよう材料
を取りそろえて、鉄工業界のコンビニエンスストアを目指して営業しております。
（事業概要）　顧客の３次元設計の導入により、３次元部品が増えてきています。今までは3DCAMは外注、製
品加工は４割外注で対応していましたが、３次元CADCAMと高速高精度マシ

ニングセンタを導入するこ
とにより社内での対応を可
能にし、短納期低コストで
精度の高い製品を作製し、
食品、医薬品、航空機分野
のものづくりを支え地域経
済に貢献したいと考えてい
ます。

株式会社大野製作所
〒740-0024
山口県岩国市旭町一丁目13－33
TEL：0827-21-7275　FAX：0827-22-1697
E-mail：ohnossk@knh.biglobe.ne.jp
（エレマ協同組合組合員）

代表取締役
石生　睦美 氏

『食品、医薬品、航空機分野における３次元形状ワークの
３D CADCAM導入と高速高精度マシニングセンタ加工』

株式会社大野製作所

マシニングセンタ

　今回の「ものづくり補助金」の活用により、お客様の需要に合った品質
精度、コスト、納期等に対応できる最適な製品を提案、作製していけると
考えています。
　当社は、『短納期高品質で素材から製品へ』をモットーに、他社との差別
化、競争力の強化に対応できるよう、従業員一丸となって、期待に応えら
れるよう頑張っていきたいと思っています。

溶接ロボット



 



 



 



6山口県の中小企業（2015年３月号）

ものづくり補助金活用事例紹介

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その15

（技術分野）　　革新的サービス
（類　　型）　　一般型（設備投資のみ）
（会社概要）　 　当社は、衣類等のクリーニングを

中心に事業を展開している企業で
す。技術・サービスを含む「質」を
追求し、それを出来る限り低価格で
提供するための努力を惜しまず、初めての方にも分かりやすいシステムで運営して
います。

（事業概要）　 　当社は、山口市小郡を中心に、山口市南部で事業を展開されておりますが、当該地域は、支店
や事務所が多く、そこで働く女性も多くおります。また、同時に、共働き世帯も増加傾向にある
ことから、ブラウスクリーニングの需要も増えて行くことが予想されます。

　そこで、本事業に取り組み、ブラウスの人体型乾燥仕上げ
機の導入を図ることで、仕上げにかかる人件費コストの大幅
削減が可能となり、料金を現状の６割程度まで下げることが
可能になりました。
　これらの取り組みの成果を活
かして、家庭で洗濯されている
ブラウスのクリーニング市場へ
の獲得を目指しています。

有限会社たかせん
〒754-0001
山口県山口市小郡下郷371－１
TEL：083-972-2236　FAX：083-972-2236
（山口県クリーニング業生活衛生同業組合）

専務
髙木　　廉 氏

『人体型乾燥仕上げ機の導入による、女性用ブラウスクリーニン
グ市場開拓とシェア獲得』

有限会社たかせん
今回のものづくり補助金の活用で、人体型乾燥仕
上機が導入できました。従来のブラウスの仕上げ
工程は、ある程度の熟練スタッフがアイロンで一
点一点手仕上げしていましたが、導入後はアイロ
ンを使ったことのないスタッフでも完成品の８～９
割を生産できるようになりました。市場開拓・シェ
ア獲得の大きな強みになりました。

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その16

（技術分野）　　精密加工
（類　　型）　　設備投資
（形　　態）　　ニッチ分野特化
（会社概要）　 　当社は、昭和52年に創業し、

「高度な品質と精度を追求し続
けること」をテーマとし、半導
体製造装置・ポンプ・鉄道車両、各種産業の専用機、近年は医療分野にまで取
引の幅を広げ、最新の機械の導入と技術力により、超高精度な仕上がりを実現す
るとともに、ＫＥＳ環境マネージメントシステムスタンダードを2007年11月に取得し、企業の社会的責任
（CSR）を自覚し社会に必要とされる企業となるべく社業に励んでいます。

（事業概要）　 　約20年前に量産から多品種少量生産、高機能高付加価値ワークへの変化を実感し、複合加工に
特化する方向性を決め工場を運営してまいりました。リーマンショック以後の劇的な市況変化に

対応する為、「ものづくり補助金」を活用し、最新鋭複合加
工機を導入し、よりフレキシブルに
短納期、コストダウン、高品質、高
精度、高付加価値を実現する環境を
構築するとともに、新規雇用や従業
員の待遇改善、技術の伝承等を行う
機会にもなり、地域経済の発展に寄
与することができました。

岡本産業株式会社
〒744-0027
下松市南花岡５－２－１
TEL：0833-44-0003　FAX：0833-43-1328
URL：http://www.okamoto-sangyo.jp/

代表取締役
岡本　　哲 氏

『最新鋭複合加工機導入におけるフレキシブル生産体制の確立』解説
岡本産業株式会社

　今回「ものづくり補助金」を活用し品質ＵＰ、生産効率
ＵＰによりさらなる短納期対応が可能になりました。また、
半導体製造装置部品や医療機器の微細部品などの高精度
部品製造などにどんどんチャレンジしていきたいと思い
ます。女性でも高齢者でも現場で楽しく働ける環境をさ
らに整えられたことを感謝しています。「複合加工の岡本
産業」とイメージされるように頑張りたいと思います。



10山口県の中小企業（2015年４月号）

ものづくり補助金活用事例紹介

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その17

（技術分野）　　金型
（類　　型）　　試作開発＋設備投資
（形　　態）　　小口化・短納期化
（会社概要）　 　当社は、71年の歴史を有する線材総合二次メー

カーです。高い世界シェアを誇る光ファイバー固
定用アルミスペーサーをはじめ、ステンレス製ワイ
パー用バーティブラ、メガネフレーム用チタン線など、技術力を要する製品を数多
く生み出しています。

（事業概要）　 　自動車用新ワイパーシステムのバーティブラは、ワイパーのゴムを支えるステンレス製の骨材
で、従来のバーティブラより肉厚があり、かつ高強度が必要です。生産効率の向上によるロス率
改善や、短納期を実現し、品質向上を実現することで海外メーカーの追随を許さず、５年後の月

産約150万本（40トン）で年間3.8億円の売上を目指します。

永岡鋼業株式会社
〒743-0021
光市浅江５－23－21
TEL：0833-71-0092　FAX：0833-72-0229
URL：http://www.nagaokakogyo.co.jp/

専務取締役
永岡　昌弘 氏

『自動車新ワイパーシステム用ステンレス製バーティブラ材の生
産効率向上および品質向上』

永岡鋼業株式会社
　今回のものづくり補助金を活用
して検査器具および治具を導入
したことで、品質確認が容易と
なり、また品質の安定化を図る
ことが出来ました。お客様から
の高まる品質要求に応えていき
たいと考えています。

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その18

（技術分野）　　革新的サービス
（類　　型）　 　成長分野型　環境・エネ

ルギー（設備投資のみ）
（会社概要）　 　当社は、山口県全域及び

広島県・福岡県の一部にお
いて、地盤調査・地質調査・
地盤改良工事・井戸ボーリング工事などを行っています。『地域の皆様とともに歩む』
をモットーに、地元に根付く地域密着型企業を目指し、『目に見えない地下の仕事
を目に見える仕事へ』を社員一同が心がけ、日々取り組んでおります。

（事業概要）　 　住宅地で一般的に利用されている地盤改良法（柱状改良法）は、六価クロムが土壌を汚染し、
撤去時に高額な費用が掛かるという問題があります。
そこで、当社では、地盤改良機とＥＧケーシングとい

う鉄製の筒状の
ケースを用いた、
山口県初の環境配
慮型の新・砕石杭
工法を導入し、環
境に配慮した、新
たな工法に取り組
みました。

株式会社周南ボーリング
〒745-0612
周南市大字呼坂1197－９
TEL：0833-92-3010　FAX：0833-92-3012
URL：http://syunan-br.com/

代表取締役
原田　徳之 氏

『水質を守り液状化対策を行うための、新たな地盤改良工法への参入』
株式会社周南ボーリング

　今回の補助事業に取り組んだ事で、工期の短縮やコスト削
減のみならず、宅地地盤に対して安全、安心な工法だという
ことが確認出来、今後の事業拡大が期待できます。
　御施主様の大事な土地の資産価値を高め、これからもずっ
と保持していける様な事業展開を推進して行きます。
　今後共、㈱周南ボーリングがより一層御客様のニーズに応
えていける様、社員一同精進して行く所存です。
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