
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1
ブルーウェーブテクノロ
ジーズ株式会社

次世代マウンティングシステムの導入によるＬＥＤ照
明のテーラーメイド試作の高度化

10,000,000 平成25年6月13日

2 長山電機産業株式会社
農産物空調技術を応用した果実着色装置の試作開
発

1,997,625 平成25年6月17日

3
株式会社医療福祉工学
研究所

寝息解析デバイスを活用した睡眠ヘルスケアシステ
ムの試作開発

6,446,123 平成25年6月17日

4 株式会社木原製作所
自動薪供給装置付きハイブリッド燃料に対応した超
省エネ食品乾燥機の開発

7,235,560 平成25年6月17日

5 株式会社弘木技研
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

8,500,000 平成25年6月19日

6 日進工業株式会社
緊急災害時槽内警報システム(光と音を応用した爆
発危険区域等対応システム)

9,910,000 平成25年6月19日

7 株式会社一村製作所
液圧膨出加工法による球体製作時のロボット溶接施
工技術の開発

10,000,000 平成25年6月19日

8 株式会社中央サービス ユーティリティー節減支援システムの開発 9,457,979 平成25年6月19日

9
株式会社Transition
State Technology

高機能有機材料合成における光反応マイクロリアク
ターの試作開発

6,660,550 平成25年7月12日

10 エアロテック株式会社
高効率プラズマ溶射装置を用いた高性能表面皮膜
製作装置の開発

9,999,999 平成25年7月16日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

交付決定一覧（１次公募第一次締切分）
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申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 株式会社山下工業所
大型成形機導入による打ち出し板金加工の生産プロ
セスの強化

9,966,666 平成25年6月19日

2 王子ゴム化成株式会社
可変式制御装置による石油移送用ゴムホースの生
産ラインの強化

10,000,000 平成25年6月21日

3
冨士高圧フレキシブル
ホース株式会社

丸棒、6角材加工工程集約のための2スピンドルNC
複合加工旋盤導入

10,000,000 平成25年7月1日

4
多機能フィルター株式会
社

壁面緑化を中心とした『厚層マット』の開発 10,000,000 平成25年7月2日

5 白井興業株式会社
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

10,000,000 平成25年7月9日

6
日新リフラテック株式会
社

アルミニウム金型鋳造における高品質で長寿命の塗
型剤の開発

10,000,000 平成25年7月16日

7 株式会社大野製作所
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
ター加工

10,000,000 平成25年7月19日

8 中国電化工業株式会社
真空特性を向上した半導体装置向けアルミニウム表
面処理法の確立

9,712,245 平成25年7月29日

9 旭興産株式会社 アーク溶接ロボット用改良型3軸ポジショナの開発 3,600,000 平成25年7月30日

10 共同産業株式会社 くず炭を利用した微粉化 5,796,637 平成25年7月30日

11 株式会社イチキン 熱伝導コンパウンドの開発、製造 10,000,000 平成25年7月30日

12 株式会社宮川鉄工所
NCフライス導入による短納期、技術・品質の更なる
向上

10,000,000 平成25年8月1日

13 新和工業株式会社
切削加工を含む多品種少量生産に対応するため見
積、受注システム等を内包した生産管理システムの
構築

10,000,000 平成25年8月1日

14 株式会社オノダネイル 高強度樹脂アンカーの開発 10,000,000 平成25年8月1日

15 下関鍍金株式会社 高品質厚付無電解ニッケルめっき装置の開発 7,110,286 平成25年8月1日

16 株式会社ブンシジャパン 食品工場用作業シューズ洗浄装置の試作開発 3,999,998 平成25年8月2日

17 河内板金工業株式会社

悪天候下等の低光量下においても充電を可能とする
充電制御機能を装備した、自立型LED照明装置（特
許第大5215081号）向け多機能システム基板（充電・
放電・照度制御・機能変更リモコンを含む）の開発

2,463,494 平成25年8月5日

18 永岡鋼業株式会社
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

9,362,047 平成25年8月7日

19 株式会社エクスドリーム ソーシャル型家庭用電力計測デバイスの開発 5,590,718 平成25年8月7日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

交付決定一覧（１次公募第二次締切分）
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申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

20 株式会社アクセス21
マイク口フォグ搬送方式による油性離型剤静電塗布
装置の開発

10,000,000 平成25年8月8日

21 泉ダイス株式会社
多品種少量生産と高効率管理を実現する製造実行
システムの開発および販売。

10,000,000 平成25年8月8日

22 株式会社エムビーエス
社会基盤構造物の強靭化を図るための塗装技術の
開発

10,000,000 平成25年8月8日

23 株式会社伸和精工
円筒研磨機の導入等による精密加工部品の仕上げ
作業の内製化による作業工程の圧縮による生産性
向上

10,000,000 平成25年8月9日

24 宇部協立産業株式会社 玉砂利敷き面の固定化用具の開発 6,309,403 平成25年8月9日

25 株式会社シーパーツ
産業用ロボットによる全自動品質管理機能付きタイ
ヤ脱着システムの開発

10,000,000 平成25年8月12日

26 旭酒造株式会社
二酸化炭素マイク口バブルを用いた清酒の殺菌固酵
素失活装置の試作

9,011,684 平成25年8月12日

27 大林産業株式会社
山口県産木材による新規事業『高品質集成材の製
造・販売』の参入

10,000,000 平成25年8月19日

28 有限会社尾中鉄工所
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

10,000,000 平成25年8月19日

29
光メタルセンター株式会
社

施設園芸用資材「ステンレス箔製テープヒーター」の
商品完成度・生産性の向上

3,538,000 平成25年8月19日

30 株式会社エス・エム・エイ
災害時等の緊急事態における公衆伝達のための車
載移動型LED映像装置「ビジョンランナー」の試作開
発

10,000,000 平成25年8月22日

31 ウサガワ有限会社
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

8,320,000 平成25年8月23日

32 新立電機株式会社 低風速対応小型風力発電機用コントローラの開発 5,588,024 平成25年8月23日

33 合同会社匠山泊
デニム素材の縫製技術を活かしたペット用ファッショ
ンインテリア市場の開拓

3,960,998 平成25年9月2日

34 中央工業株式会社
ガス器具廃製品リサイクルの非鉄素材回収装置開
発

10,000,000 平成25年10月2日
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1 不二産業株式会社
産業用繊維製品の接合技術の品質向上と作業効率
アップのための設備更新とその改善

5,346,000 平成25年9月24日

2
西日本ステンレス鋼線株
式会社

品質競争力向上のための表面性状の定量化設備の
導入

10,000,000 平成25年9月26日

3 株式会社サンライン 釣糸のプラズマ処理技術の開発 8,864,761 平成25年10月7日

4 株式会社ひびき精機
次世代ウエハサイズに対応する半導体製造装置の
部品生産体制の構築

10,000,000 平成25年10月9日

5 ヤマカ醤油株式会社
バイオリアクターにより製造された「野菜・果実醸造
酢」を用いたドレッシングの開発

3,044,126 平成25年10月9日

6 株式会社岡虎
瀬戸内海産鮮魚の冷凍すり身化と安定的で特色あ
る地場産品の開発・生産・販売

10,000,000 平成25年10月10日

7 株式会社福光鉄工
介護製品低コスト高信頼生産に向けた小ロット対応
小型自動化溶接システムの構築

5,659,200 平成25年10月15日

8 神和工業株式会社
大型ＣＮＣ旋盤導入による火力発電所プラント設備部
品の一貫生産体制の確立

10,000,000 平成25年10月15日

9 岡本産業株式会社
カテーテルならびに内視鏡用高機能手術デバイスの
試作開発と実用化に向けた製造方法の確立

8,688,633 平成25年10月16日

10 日本海洋産業株式会社 空気式防舷物無線方式モニター監視装置 10,000,000 平成25年10月16日

11
有限会社田中醤油醸造
場

多品種・小ロットの多様なニーズに対応する発酵調
味料の包装ラインの構築

7,286,666 平成25年10月17日

12 株式会社みうら
小口化する住宅用木材加工製品に対応する生産管
理システムの構築

10,000,000 平成25年10月17日

13 兵庫ボルト株式会社
鉄道車両用精密ボルト工程集約加工ライン（NC旋盤,
自動穴明け機）の導入

10,000,000 平成25年10月18日

14 株式会社味村鉄工所
3次元レーザーマーカー導入による3次元刻印の内製
化

2,333,333 平成25年10月22日

15 関西化研工業株式会社
多品種対応・防爆仕様の特殊キャッパー試作導入に
よる自動車用ケミカル用品の事業化

7,993,572 平成25年10月23日

16 株式会社林商店
銅材用ショットブラスト機導入による下地処理の効率
化

10,000,000 平成25年10月23日

17
株式会社ニュージャパン
ナレッジ

かざすだけでバイタルデータが収集できる施設向け
記録システムの開発

6,756,101 平成25年10月23日

18 株式会社坂本鉄工所 ステンレス製品の製造能力強化工場への変身 9,666,666 平成25年10月24日

19 有限会社開製作所
大型海外輸入部材等の超短納期高精度加工受注シ
ステムの構築

10,000,000 平成25年10月25日

平成２４年度補正　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

交付決定一覧（２次公募）
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20
有限会社デジタル・マイ
スター

避難シェルター／救命艇向け、衛星通信を活用し
た、簡易・安否所在確認システムの開発

6,074,570 平成25年10月25日

21 周南クォーツ株式会社
ＮＣ工作機械による各種セラミックス・ガラスの微細精
密加工

10,000,000 平成25年10月28日

22 藤田鉄工株式会社 CNC複合旋盤導入における生産プロセスの改善 10,000,000 平成25年10月28日

23 カワノ工業株式会社
コンクリート穴あき蓋の製造における縦打ち型枠の
開発による生産性・防音性能・外観品質の向上。

2,413,320 平成25年10月28日

24 岐陽機械株式会社 大型汎用全自動溶接機の試作・開発 9,991,665 平成25年10月28日

25 光浦醸造工業株式会社
真空・窒素充填包装機導入による乾燥レモンティー
の賞味期限の長期化及び生産能力の向上

1,793,333 平成25年10月28日

26 株式会社グルメロード
高級ホテルのシェフが感動したラックスシンケン（国
産生ハム）の開発・製造

10,000,000 平成25年10月29日

27
ケイアンドアイ技術開発
有限会社

超コンパクトで卓上型を可能とする小型高圧ポンプ用
動力の試作開発

10,000,000 平成25年10月30日

28 有限会社光来興業
「二重旋回式バイオマス燃焼炉」による、施設用燃焼
システムの開発および事業化

10,000,000 平成25年10月30日

29 株式会社サン精機
樹脂金型の基礎知識を習得する教材用「スケルトン
モールド」シリーズの開発

6,837,994 平成25年10月30日

30 株式会社アルモウルド 小型・軽量ワイヤーソー用リールの開発 10,000,000 平成25年10月30日

31 萩ガラス工房有限会社
バイオ燃料クロレラオイル固液分離濃縮用高品質セ
ラミックフィルターの試作

10,000,000 平成25年10月30日

32 加藤味噌醤油醸造場
凍結処理した麹（こうじ）を使用する、発酵期間を短
縮したイカ醤油の開発

3,204,809 平成25年10月30日

33 株式会社光洋金属防蝕 シリカ系薄膜コ－ティング技術の事業化 3,250,000 平成25年10月31日

34 株式会社岡本鉄工
特殊材料である二相ステンレス鋼を用いた船舶艤装
品の試作開発

7,500,748 平成25年10月31日

35 山口興産株式会社 廃プラスチックの油化開発とビジネスモデルの構築 10,000,000 平成25年10月31日

36 共美工業株式会社
ＣＡＭ導入・検査体制強化による油圧シリンダーの複
数箇所加工の加工精度・生産性の向上

9,200,000 平成25年10月31日

37 有限会社丸忠設備工業
エロフィン製造工程改善等による普及型の小魚新型
乾燥装置の開発

3,732,000 平成25年11月1日

38 宇部鉄工業協同組合
自前検査装置の導入による医療福祉介護機器・足
首回転装置の試作から製品化期間の短縮

9,000,000 平成25年11月1日

39 古賀産業株式会社
究極の食品安全性を追求したトンネルフリーザーの
開発

10,000,000 平成25年11月1日

40 株式会社エム・アイ・シー
組込みRubyコントローラーによる外食産業向け統合
システムの構築

10,000,000 平成25年11月5日
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41 周南マリコム株式会社
固定電話と携帯電話の両方に対応した国内初の緊
急通報システム(新早助)の開発

9,745,332 平成25年11月5日

42 株式会社山口機械
バーコード活用による生産管理システムの構築と、
自動細胞培養装置製作の短納期化

9,814,943 平成25年11月5日

43 株式会社ニシエフ
浅水深でも大型船を通航可能とする為の着脱式船尾
浮揚装置の開発

10,000,000 平成25年11月7日

44 エヌ・エス・エイ株式会社
２Ｄ画像から３Ｄ高精細カラーホログラムを作製する
システムの開発

9,939,520 平成25年11月7日

45 エコマス株式会社
小規模工場・事業所向け電力使用量の最適化支援
ツールの開発

2,263,230 平成25年11月7日

46 株式会社YOODS
小規模工場・事業所向け電力使用量の最適化支援
ツールの開発

1,560,748 平成25年11月7日

47 株式会社大明工業 低価格な食品用放射線測定器の開発・製品化 7,839,992 平成25年11月8日

48 株式会社サンワ
電気自動車向けＩＣカード対応課金式高機能型普通
充電器の開発

7,121,856 平成25年11月11日

49
ユキエンジニアリング株
式会社

安価で高精度なエアーブリーザーの開発と商品化 3,710,700 平成25年11月13日

50
三田尻化学工業株式会
社

多孔質材の細孔作成用の粒度調整芒硝(中性無水
硫酸ナトリウム)の試作及び生産

10,000,000 平成25年11月13日

51 ヒカリ乳業株式会社 苺アイスの数量自動計測ライン化の開発 4,920,000 平成25年11月15日

52 株式会社コトガワ 低勾配屋根対応平板瓦の開発 10,000,000 平成25年11月22日

53
アボンコーポレーション
株式会社

バイオマス循環型・熱風水冷式鋳造キュポラの開発
と環境配慮型鋳鉄製品の開発

7,263,357 平成25年11月22日

54
株式会社アグリライト研
究所

福祉向け植物工場運用に有効な「栽培管理ツール」
の開発

3,397,319 平成25年11月29日

55 水口電装株式会社
魚を傷つけることなく鮮度を維持し高い魚価を実現す
るシャーベット冷海水装置の開発

6,843,000 平成25年12月5日

56 株式会社ウベモク
最適栽培のための遠隔監視操作・生育制御システム
を装備した高効率植物プラントの開発

10,000,000 平成25年12月6日

57
三和コンクリート工業株
式会社

太陽光発電架台基礎ブロック及び多サイズ対応型特
注桝の開発

2,641,000 平成25年12月12日

58 酒井酒造株式会社
白麹を使用することによる酸味に特徴がある清酒の
製造

10,000,000 平成25年12月12日

59 有限会社森板金製作所
多品種少量生産に対応した各種薄板(SUS、AL、
SPCC、SPHC)のTIG「共付け溶接」ロボットシステム
の開発

9,808,672 平成25年12月25日
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