
平成27年度補正ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金採択一覧（山口県）
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2735110007 清和工業株式会社 1250001009551
鉄道インフラ輸出における生産システムの構
築

山口銀行

2735110008 株式会社井上商店 8250001007994
自動計量機導入によるレトルト商品の製造・
販路の拡大

山口銀行

2735110010 株式会社クボタ製作所 3250001008270
半田付きハーネス用自動生産／検査システ
ム導入による高品質化と国内生産への回帰

萩山口信
用金庫

2735110011 株式会社中村鉄工所 6250001009134
長尺リニアモーターマシニングセンター導入
による高能率フレーム加工

山口銀行

2735110012 有限会社関西製罐 4250002008558
平角塗料缶の巻締め部を高周波誘導加熱
接合することで漏れ不良を限りなくゼロに削
減

商工組合
中央金庫

2735110016 株式会社マルニ 9250001000726
編集と営業の根本的な生産性改善による定
期刊行物印刷の受注拡大

山口銀行

2735110017 株式会社フジテツ 1250001013454
ＣＮＣ旋盤導入による精密樹脂レンズ製造金
型部品の品質と生産プロセスの向上

山口銀行

2735110018 フジミツ株式会社 2250001008313
蒲鉾生産ライン改造による高級・新商品開
発・販売事業

山口銀行

2735110020 井岡武道具株式会社 8250001013935
武道用ゼッケン並びに垂（たれ）ゼッケンの
短納期を実現する生産革新

山口銀行

2735110023 株式会社安原設備工業 6250001012575
既存排水浄化槽の浄化性能向上に特化した
排水浄化パッケージサービスの開発

東山口信
用金庫

2735110026 有限会社小野商店 4250002000300
フルカラーカメラ搭載小型光選別機による精
米への異物混入防止並びに除去

税理士事
務所

2735110027 テクニカルカワモト
ＣＮＣ旋盤・自動化システム導入による精密
小型部品製作の効率化と品質向上

西京銀行

2735110029 柳井紙工株式会社 6250001012674
マスターブランカーシステム導入による紙製
パッケージの品質向上と新規顧客開拓

広島銀行

2735110039
株式会社フェアリーＳガー
デン

8250001014941
新設備導入と新工場への移転による生産能
力の向上と新事業の推進

山口銀行

2735110046
株式会社まるわステンレス
工業

2250001006390
熟練技術との融合を目指した複合機導入に
よる独自性の確立と競争力強化

山口銀行

2735110047 株式会社ひびき精機 7250001006213
半導体製造装置部品・航空機開発部品の生
産性向上に向けた最新モデル導入事業

商工組合
中央金庫

2735110050
企業組合うずしお母さんの
店加工部

8250005007280
製造設備の強化による地元で愛される「鯛
寿司」の販路拡大

大畠商工
会
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2735110055 有限会社梅乃葉 4250002013640
希少性の高い高鮮度なケンサキイカ加工品
の生産力向上と販路拡大

山口銀行

2735110058 有限会社三田産業 2250002012396
破砕設備の導入による新商品開発及びコン
クリートリサイクル事業

西中国信
用金庫

2735110059 白井興業株式会社 2250001010236
複合加工機導入による製鋼用モールドの革
新的加工技術の開発とリサイクル化による
低コスト提案の実現

公益財団
法人やま
ぐち産業
振興財団

2735110063 有限会社ほうえい堂 3250002015927
和菓子の香・味を損なわない冷凍・包装シス
テム導入による国内外の販路拡大

柴田中小
企業診断
士事務所

2735110066 株式会社松田鉄工所 7250001010099
新規事業分野の技術基盤確立のための生
産プロセス革新と事業拡大

新南陽商
工会議所

2735110067 株式会社ダイワ 3250001012495
ショルダー型、外壁洗浄・ガラスコーテイ ン
グ・洗浄装置の試作・開発。

西京銀行

2735110073 株式会社藤本印刷 1250001012547
ＤＭ作成の内製化による納期短縮とコストダ
ウンの実現

広島銀行

2735110078 萩ガラス工房有限会社 3250002013419
体験型観光客受け入れの効率化を目的とし
たレーザー加工機の導入

山口銀行

2735110082 株式会社味村鉄工所 2250001011119
ＮＣ横中繰りフライス盤による工作機械主要
部品の生産

西京銀行

2735110085 株式会社フクチ産業 4250001006240
中ぐり工程の革新による自社開発製品粉体
充填機の品質強化と販路拡大

西中国信
用金庫

2735110089 有限会社曽根ダクト工事 9250002005055
最新機器導入によるリードタイム短縮及び商
圏の拡大、受注先への工程管理支援

宇部商工
会議所

2735110091 株式会社ヤマモ水産 4250001006496
新工場設立及び新設備の導入による生産性
の向上と新商品（塩干）の開発

山口銀行

2735110092 株式会社弘木技研 2250001009625
最新設備の導入とＩＴ、ＩｏＴを活用した生産プ
ロセスの強化による国際競争力の強化

松田税理
士事務所

2735110093 中村建設株式会社 4250001003477
水に接触すると硬化する【固まるフレコンバッ
グ】の事業化

山口銀行

2735110095 南西水産株式会社 8250001006063
特殊冷風乾燥機を用いて通年扱える新商品
を開発、作業の平準化を図る。

西中国信
用金庫

2735110097 株式会社グルメロード 8250001009784
下松から世界へ！急速冷凍技術を活用した
新市場開拓

西京銀行

2735110098 株式会社塩田鉄工所 5250001010225
最新型帯鋸盤導入による各種機械部品の多
品種少量製作プロセスの強化

山口銀行
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2735110099 丸三食品株式会社 3250001012669
地方創生に貢献する最新連続充填ラインの
構築

商工組合
中央金庫

2735110101 林工業株式会社 1250001004775
高性能工作機械導入による多品種・高品質・
短納期化の実現

西京銀行

2735110108 岡田水産株式会社 4250001008187
全自動真空包装機導入による水産加工品の
品質改良と生産性改善

山口銀行

2735110112 株式会社ふく衛門 2250001007562
業界初「寒さわら」等の燻製商品を開発し新
マーケットを開拓

山口銀行

2735110116
株式会社ストロベリーメディ
アアーツ

9250001005741
次世代スクリーンマネジメントシステムと 高
画質映像の融合

商工組合
中央金庫

2735110118 有限会社嶋村化成 5250002013152
製品の曲りや外観不良等を抑えた高品質肉
厚ポリエチレンパイプの開発

萩山口信
用金庫

2735110119 日本海洋産業株式会社 5250001006132
ＬＮＧ－ＳＴＳ用配管の遮断弁に設ける人為
的遠隔 離脱システムの開発

山口銀行

2735110122 凌和ダイヤ株式会社 3250001014599
汚水浄化設備導入による道路カッター工事
の生産性向上

西京銀行

2735110126 有限会社ムサシ 9250002011862
世代ごとのニーズに対応した蒲鉾食品展開
で新たな魚食文化の創造と健全な食生活へ
の貢献

西京銀行

2735110128 株式会社リュウト 8250001015246
高性能切断機導入によるパイプ、鋼材等材
料加工の高精度化と作業効率、製造能力Ｕ
Ｐ計画

山口銀行

2735110129
株式会社アルジュ・ジャパ
ン

9250001001831 ３ＤＣＡＤ導入によるオリジナルカー設計
東山口信
用金庫

2735110131 有限会社中屋うに本舗 4250002013962
山口・北浦食材にこだわり“漁師が食べるう
まい！”の開発と提供

山口銀行

2735110133
ＲＩＤＥ  ＴＯＴＡＬ  ＳＥＲＶＩＣ
Ｅ

高精度旋盤導入による作業クオリティの向上
及び特殊塗装装置導入によるブランディング
パーツ開発力の強化

西中国信
用金庫

2735110134 中村被服株式会社 6250001002122
幼稚園制服専門メーカーとしての品揃え充
実とオリジナルニーズの対応力向上

山口銀行

2735110140 シンテック株式会社 2250001012703
液晶表示器生産現場の要望を反映した超高
機能検査装置の製造期間短縮

山口銀行

2735110141 バッセル化学株式会社 1250001007002
養殖用資材向け海洋性生物付着防止製品
の開発、製品化

山口銀行

2735110142 有限会社ハナダインテック 6250002003796
機械加工品の内製化による「一括受注機械
メーカー」への転身

西京銀行
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2735110146 とくぢ健康茶企業組合 3250005001437
健康茶の生産プロセス改善とクロモジを利用
した新たな事業への展開

徳地商工
会

2735110147 河村醤油株式会社 2250001010186
食を彩る無添加カラー醤油の開発・製造・販
売

西京銀行

2735110151 株式会社原田食品 9250001012531
生活習慣病対策に求められている糖質ゼロ
で臭いを除去した画期的なこんにゃくの新製
品製造

山口銀行

2735110153 株式会社ヤナギヤ 8250001003655 加熱・冷却式小型ボールカッターの開発 山口銀行

2735110158 三陽鉄工株式会社 4250001005507
ファイバーレーザ切断機で省エネとランニン
グコスト低減を実現した精密切断の実行

山口銀行

2735110164 有限会社梶岡牧場 6250002007368
世界初！黒毛和牛の熟成・抗酸化特殊冷凍
システムによる保存・解凍後『完全復元』技
術の開発

西京銀行

2735110166 村田株式会社 4250001002280
設備増強によるガスの安全性・品質の向上
と医療用酸素ガスの販路拡大

山口銀行

2735110167 和牛屋うな道
人と人を繋げ地域資源と地域文化資源を
使った新たな特産品の開発販売

山口銀行

2735110168 有限会社たけなか 2250002013238
柑橘類の香り成分（リモネン）の抽出や果皮
および果汁を利用した新商品開発

萩山口信
用金庫

2735110171 高橋産業株式会社 3250001005846
最新ＣＮＣマシニングセンタ－と低コスト金属
難加工技術の融合でオンリーワン加工技術
の確立と事業拡大

山口銀行

2735110177
西日本ステンレス鋼線株式
会社

1250001012729 自動ＭＩＧスプール巻線機の導入 山口銀行

2735110180 株式会社日本フーズ 8250001007219
業界初の無添加加工技術を活用した 魚の
すり身・生ハム・ソーセージの開発

西中国信
用金庫

2735110183 徳山興産株式会社 5250001009069
最新鋭ベンディング設備の同時導入による
製造部２工場の生産性革新と最先端高精密
板金加工ラインの整備

商工組合
中央金庫

2735110191 ベースシステム山口
ドローン導入による３次元メディア製作・調査
事業・３Ｄデータ作成で新たな需要を創造す
る

西京銀行

2735110195 住吉工業株式会社 7250001005735
砕石製造プロセスの改善による生産性の向
上と ＩｏＴを用いた効率的な維持管理計画

西中国信
用金庫

2735110198 平木工業株式会社 3250001012058
大幅な工期短縮とコスト削減を可能とする鉄
骨建築サービスの実現

西京銀行

2735110202 有限会社ひわだや 4250002001265
桧皮葺の屋根技術を現代的意匠に融合した
試作開発事業

山口銀行
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2735110204 株式会社リンケン 9250001008562
新たに改良を加えたツイン丸鋸製材機を用
いた県産無垢材の生産

萩山口信
用金庫

2735110206 赤坂印刷株式会社 8250001008646
ＩｏＴを活用した最先端スマートファクトリーの
実現

西京銀行

2735110209 株式会社大津屋 4250001005192
最新設備導入・工程改善による業界最低塩
となる 新商品“低塩アミノ酸液”の開発・販売

山口銀行

2735110210 有限会社進藤水産 7250002014165
レトルト加工技術を利用して、レトルト商品
（常温商品）の開発・販売

山口銀行

2735110216 株式会社新和商会 6250001009530
環境配慮・高生産性自動車解体システムの
確立による中古パーツの海外展開強化

西京銀行

2735110220 株式会社アート電子 6250001008672
高性能測定機導入による海外鉄道車両用空
調制御装置のはんだ付け品質の向上

山口銀行

2735110221 有限会社清水屋 5250002017327
高級ファッションビーチサンダルの企画・加
工・販売事業の展開

西京銀行

2735110224
株式会社山口グランドホテ
ル

7250001000793
お客様情報共有システムの構築とおもてなし
観光サービスの開発による顧客満足度の向
上

萩山口信
用金庫

2735110227 有限会社田中商会 1250002019756
コンクリートパイル向け無溶接継手（ＴＰＪ）の
大径化対応と生産性・品質の向上による事
業拡大

山口銀行

2735110228 タカダコーヒー
新型焙煎機導入により、安定した受注サー
ビスとデータ化による品質向上を行いブラン
ド展開

山口銀行

2735110249 ＡＭクリエイト
幅広い素材へ対応した高品質、高速プリン
ターによる新たな顧客獲得

防府商工
会議所

2735110255 株式会社キャッスル 2250001001945
ネット通販などの需要を取込む為、多品種受
注生産に対応した即納体制の構築

山口銀行

2735110256 有限会社堀江酒場 1250002018865
新規設備導入による多様な消費者ニーズに
対応した酒類の生産拡大と品質向上

山口銀行

2735110259 光洋技研株式会社 5200001007085
金属部品の切削加工に於ける競争力強化
計画

十六銀行

2735110261 株式会社平和鐵工所 8250001006303
３Ｄ設計製作をコアとした技術の高度化によ
る生産プロセスの強化

山口銀行

2735110267 株式会社アルバーモ 5250001015579
３Ｄスキャナ導入による自動車フロアマットの
製造プロセス改善及び販路拡大事業

北野孝志
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