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受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関

2635110001 山県精巧株式会社
省力機械製造における大型マシニングセン
ターの導入

山口銀行

2635110002
株式会社テイケイエンジニア
リング

３Ｄソリューションを活用した計測・調査・提案
事業による付加価値・効率性の向上

西中国信用金
庫

2635110007 株式会社大和製作所
塩ビ樹脂板加工用マシニングセンタ導入によ
る自社生産品目の拡大とコスト削減

山口銀行

2635110010 柴田木材有限会社 木質燃料増産供給システムの構築 山口銀行

2635110013 株式会社長州興業
型枠パネル製作の効率化による生産性の向
上と顧客ニーズへの対応

武居中小企業
診断士事務所

2635110016 株式会社ムサシ機電
粉体塗装ライン導入による内製化推進および
一貫生産体制構築

西中国信用金
庫

2635110017 兵庫ボルト株式会社
「熱間鍛造スクリュープレス機」の改良による
操作性の向上と高精度化、段取り時間短縮
計画

山口銀行

2635110019 共栄産業株式会社
最新式「曲針式両返縫機」導入による顧客
ニーズに沿う製品生産の効率化と品質向上

山口銀行

2635110020 株式会社ソイル・ブレーン
安全・安心な社会づくりに寄与するための地
震関連調査・解析業務の新たな展開

伊予銀行

2635110021 株式会社オートパーツ幸城
自動車ワイヤーハーネスの粉砕により銅資源
を効率的に回収できる循環生産方式を確立
する事業

山口銀行

2635110025 株式会社常盤商会
電話・メール・ＳＮＳに次ぐ革新的コミュニケー
ション基盤の開発

山口銀行

2635110026 株式会社伸和精工
ＣＮＣ旋盤・自動化システムによる多品種・超
少量生産体制の確立

西京銀行

2635110028 有限会社藤田工業所
高精度ＣＮＣ旋盤導入による高品質・短納期
加工プロセスの構築

西京銀行

2635110029 株式会社梅本商会
定寸装置付超硬丸鋸切断装置の導入による
鋼材・鋼管材販売サービスの高付加価値化

西京銀行

2635110031 株式会社曽呂利
高速包装機導入により「一口サイズ菓子」包
装コスト大幅削減で競争力強化＆販路拡大を
図る

広島銀行

2635110032 株式会社シンコウ
タイヤ販売店による廃タイヤリサイクルによる
ゼロ・エミッションと雇用創出の実現

山口銀行

2635110033 有限会社嶋村化成
ポリエチレンパイプの切断処理の高度化等に
よる付加価値向上と新用途開発

萩山口信用金
庫
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2635110035 株式会社富士製作所
マシニングセンタ導入による鉄道車両、医薬
品機械の増産対応

松本利幸税理
士事務所

2635110036 株式会社道の駅豊北
活きイカパックシステムの導入によるブランド
イカの商圏拡大

有限会社柳川
経営研究所

2635110037 大嶺日の丸燃料株式会社
煉炭加工技術を応用して低品質な余剰木炭
粉を成型し、備長炭に匹敵する高品質な燃料
の製造・販売

山口銀行

2635110038 株式会社Ｔ・グローバル
アルミ型材加工の効率化と鉄道車両内装部
品分野への本格参入による売上向上

光商工会議所

2635110042 有限会社お茶の赤星園
病院施設、介護施設及び在宅高齢者向けス
マイルケア食【嚥下食、低タンパク・高カロリー
食】の新製品開発

山口銀行

2635110043 株式会社アカマ印刷
個性的な部屋を演出する色彩表現技術を生
かしたオリジナル壁紙の提供

株式会社エフア
ンドエム

2635110044 フジ美術印刷株式会社
商業印刷を革新するＵＶ－ＬＥＤ印刷技術の
開発と実用化

もみじ銀行

2635110046 三友鋳造株式会社
マシニングセンタの導入によるイギリス向け車
両生産プロセスの新設

山口銀行

2635110048 株式会社アルモウルド
ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ導入による低コスト・短納
期の物作り工場の構築

山口銀行

2635110050 株式会社弘木技研
鉄道車両内装部品製造における接着工程の
接着品質の向上

松田税理士事
務所

2635110051 合同会社おさかなフーズ
製品の安全性、生産性向上を図るためのトン
ネルフリーザー生産方式の導入

山口銀行

2635110054 アリマ工業所
最新型直流スポット溶接機導入による物流資
材製造工程の効率化と新たな市場開拓

田村一徳税理
士事務所

2635110055 株式会社大野製作所
放電加工機導入による高硬度材の高精度製
品生産プロセスの構築

広島銀行

2635110056 株式会社ふく衛門
プロトン凍結技術を活用した高鮮度魚加工品
の開発及び魚加工プロセスの革新

山口銀行

2635110059 エイム工業株式会社
足場仮設計画及びケレン作業の効率化によ
るレンタル・リース・メンテナンス事業の展開

山口銀行

2635110061 株式会社ティーワールド
ＩＴ車両診断機の導入による「状態の見える
化」車検及び車両整備事業

山口銀行

2635110062 永岡鋼業株式会社
ワイヤー伸線加工技術向上に向けた設備の
導入

山口銀行
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2635110063 株式会社エムビーエス
住宅塗装における塗料のコスト削減化等を図
るための調色システムの改善

山口銀行

2635110065 ピーエスピー株式会社
発芽促進処理及び低温特殊処理後の造粒種
子低温乾燥技術の確立

山口銀行

2635110066 株式会社出雲ファーム
自社生産のたまごを使用したバウムクーヘン
の製造販売

広島銀行

2635110068 共同産業株式会社
作業環境改善による作業効率向上と微粉炭
付着を減らした高品質製品の開発

山口銀行

2635110070 株式会社サンライン
フッ素系樹脂製釣糸の大気圧プラズマ処理技
術の開発

山口銀行

2635110071 株式会社徳機製作所
最新鋭溶接ロボット導入による加工品質の向
上、生産能力増強、及び生産環境の改善によ
る生産プロセスの強化

西京銀行

2635110074 株式会社伊藤
安全社会構築へ貢献する階段用「ノンスリッ
ププレート」の開発

西京銀行

2635110075 株式会社山内木工製作所
木工加工ラインに高機能・多機能型スライド
ソー・パネルソーを導入し高能率・高品質化の
実現と受注拡大・雇用創出計画

萩山口信用金
庫

2635110081 株式会社サン精機
医療機器部品製作の工程集約・生産性向上
を実現するための放電加工機導入

萩山口信用金
庫

2635110084 河内板金工業株式会社
高機能ハイブリット　ブレーキ　プレスによる、
薄板精密板金加工に必要な高剛性技術の取
得。

加藤一生

2635110087 西峰テクノシステム合同会社
サニタリー配管溶接の完全自動化によるピュ
アスチーム発生装置の生産

柴田中小企業
診断士事務所

2635110088 有限会社佐々木鐵工所
多品種金物製作の自動化、高効率化を目的
とした高性能加工機の導入による鉄骨製作認
定（Ｍ級）の有効利用

山口銀行

2635110092 株式会社アトミテック
スマホゲームにおけるゲームサーバーエンジ
ン開発事業

公益財団法人
やまぐち産業振
興財団

2635110094 岡﨑木材工業株式会社
高付加価値製品の製作のための高機能木工
機械導入による加工精度と効率ＵＰ、若年従
業員の登用と技術者の有効活用計画

萩山口信用金
庫

2635110098 有限会社ジープロジェクト
体が不自由でサロンへ出向けない方に対し、
プロの理美容師が直接お伺いする『移動福祉
理美容サービス』

山口銀行

2635110099 赤坂印刷株式会社
Ｗｅｂ受発注及びデジタル印刷システムの開
発による受発注・生産プロセスの革新

西京銀行

2635110103 不二輸送機工業株式会社
パレタイジングロボット動作部分の設計改善・
軽量化による性能向上

フロウシンク

3 / 6 ページ



(受付番号順)
受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関

平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」 １次公募
山口県地域事務局　採択案件一覧（96件）

2635110105 農水フーヅ株式会社
飲茶製造ロボット・３Ｄフリーザー導入で多種
製品製造及び付加価値向上

有限会社弘利
中小企業診断
士事務所

2635110109 キソメック株式会社
最先端ファイバーレーザ設備導入による高付
加価値・短納期加工体制の構築

商工組合中央
金庫

2635110110 新立電機株式会社
三品市場に特化したデモ用ロボットシステム
開発と事業化。

山口銀行

2635110111 有限会社勝山製作所
５軸制御ウォーターカッター（３次元ＣＡＤ）導
入による製造プロセスの改良と製造環境の改
善

西中国信用金
庫

2635110115 有限会社お菓子職人
地場イチゴ農場として運営する『イチゴ屋ケン
ちゃん』とコラボレーションしたイチゴ洋菓子等
の販売

商工組合中央
金庫

2635110117 株式会社ヤナギヤ 新世代カニ蒲鉾製造装置の開発 山口銀行

2635110125
株式会社ファインベジプロ
ジェクト

６次産業参入を目指した規格外農産物の高
付加価値化への加工技術開発

西京銀行

2635110126 有限会社田中醤油醸造場
需要拡大に対応するための加熱真空減圧
ニーダーの導入

山口銀行

2635110130 株式会社ハートフーズ２１
近海で漁獲された未利用魚をオートフライ
ヤーと過熱飽和蒸気により高付加価値化

藤上博之税理
士事務所

2635110135 山口地ビール株式会社
全国の魅力ある特産品を使用した発泡酒の
企画・製造・販売（自社販売・ＯＥＭ販売）

森重匠二税理
士事務所

2635110139 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社
歯科用３Ｄプリンターによるマウスピース型矯
正装置の設計・製作

西京銀行

2635110140 有限会社ＵＢＥデンタル・ラボ
金属アレルギーの全くない最新補綴物（歯科
用人工冠）の増産体制の確立と雇用創出

山口銀行

2635110141 日立建設株式会社
汚染された土壌を無害化にさせる工法の開発
及び浄化工事事業

税理士法人い
そべ

2635110143 株式会社日本フーズ
野生植物ミネラル塩による品質向上と新冷凍
装置による生産力増強

山口銀行

2635110144 企業組合廣田養蜂場
蜂蜜ろ過精製システム導入による希少価値
の高いカラスザンショウ蜂蜜の品質改善と事
業拡大

山口銀行

2635110145 株式会社花の海
イチゴの株元局所加温法による安定収穫と省
エネルギー暖房技術

中小企業診断
士事務所クロス
ネットワーク

2635110148 株式会社大津屋
高粘性タイプの調味料の容器充填工程改善
による顧客ニーズ対応と安全性向上

山口銀行
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2635110149 マルオ有限会社
山陰の安全と安心を守るスマートレッカーによ
る革新的ロードサービスの創出

山口銀行

2635110151 株式会社テクノウェル
高度パイピングシステムの製造プロセスの強
化

山口銀行

2635110152 株式会社シンラテック
攻めの林業で外国産材と勝負！県産材を活
用した家具・インテリア事業への進出

西京銀行

2635110165 有限会社さのや
凍結含浸法を用いた外食産業のためのトータ
ルプロデュースシステムの開発

株式会社ヒュー
マンネット・コン
サルティング

2635110167 下関酒造株式会社
密閉性殺菌・瓶詰めによる、「高芳香」清酒リ
キュールの開発

山口銀行

2635110168 企業組合がんね栗の里
販路拡大のための「がんね栗」の高付加価値
化・高品質化に向けた製造体制の確立

山口銀行

2635110169
有限会社メディカルソフトウェ
アラボラトリー

患者薬歴の電子化機能を搭載した医療費削
減を支援する処方箋作成システムの開発

税理士法人い
そべ

2635110170 有限会社アイティーキューブ
ビッグデータを活用したＷｅｂ通販拡大「販売
予報」システムの開発

広島銀行

2635110172 中村建設株式会社
マイクロ波を利用したクラゲ連続処理（固液分
離）装置の事業化

西京銀行

2635110177 株式会社たけした
地域密着和菓子の手土産、贈答品強化のた
めの化粧箱自動包装機導入、および外郎製
造への参入

山口銀行

2635110178 丸三食品株式会社
レトルト殺菌装置の導入による商品の常温流
通を実現し業績を拡大する。

山口銀行

2635110180 長栄工業株式会社
高性能プレス機と稼働モニタ機器導入による
機械と人の一体的生産効率の向上

山口銀行

2635110182 株式会社ラン・テック
ユニットワーカー導入による配管・鉄骨・鋼構
造部品の低コスト化

西京銀行

2635110184 有限会社三浦製麺
「郷土料理 瓦そば」の新規需要に対応できる
包装ラインの自動化

山口銀行

2635110188 株式会社山縣本店
複数冷蔵施設を用いた高品質の熟成冷酒の
安定生産および海外・首都圏における販路拡
大

山口銀行

2635110190
ユキエンジニアリング株式会
社

最新スリッターマシンで、高効率・高品質・多
機能化を実現するエレメント製造技術の確立

山口銀行

2635110191 サンヨー宇部株式会社
芝の成長に優れ大型車が駐車可能な『緑化
舗装ブロック』の開発

山口銀行
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2635110194 株式会社林商店
形鋼全自動加工機導入によるアングル等小
型鋼構造物の短納期＆コスト削減

山口銀行

2635110196 有限会社クマノ
ロータリー平面研削盤導入による４面研削加
工における高品質安定化

株式会社マイル
ストーン・コンサ
ルティング・グ
ループ

2635110197 株式会社キャッスル
印刷工程の改善による産業廃棄物軽減と製
版で発生する水質汚染のゼロ化。平行して少
量多品種生産への対応

山口銀行

2635110203 澄川工業有限会社
溶接工程進行に伴う材料の歪みに対応した
溶接ロボットの導入。

山口銀行

2635110204 協同組合田布施地域交流館
「低硝酸野菜」のブランド化のための品質等
普及システムの導入

田布施町商工
会

2635110207 有限会社モデラ
コンピュータ３次元加工技術を利用した義肢
製造の高度化による医療福祉産業への新規
参入。

山口銀行

2635110208 株式会社野村工電社
ドライアイスを使用した産業用電気機器洗浄
サービスの提供事業

山口銀行

2635110209 行宏技工株式会社
自動車部品等メッキ加工用治具生産の一貫
生産化とＣＡＤ導入による付加価値向上

山口銀行

2635110218 有限会社宇部フィルター工業
レーザー裁断機を導入したフィルターの高度
生産技術の内製化及び高品質化

西京銀行

2635110221 中国電化工業株式会社
自動車関連向けＩＣチップ検査用基板上への
再金めっき技術の高度化

西京銀行

2635110222 有限会社萩城観光ホテル
県内初の「サンセット手湯足湯他の癒しの施
設」の整備による新規顧客層の開拓

萩山口信用金
庫
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