
平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金交付決定一覧 （敬称略・交付決定日順）

申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 長迫鉄工所
長芯間型旋盤導入による、難削型の「細径長尺品」の
加工効率の向上と販路開拓

4,000,000 平成29年4月12日

2 有限会社鹿野ファーム
ハイポーハム工房の真空充填包装ラインの生産性向
上

10,000,000 平成29年4月12日

3 井岡武道具株式会社
武道用竹刀（しない）、木刀に若き剣士の夢を与える
サービス革新

3,300,000 平成29年4月12日

4 株式会社マルニ
業界初ＡＩ化印刷品質検査装置の導入で特定印刷市
場の受注拡大事業

30,000,000 平成29年4月12日

5
奥西測量コンサルタント
株式会社

新機器と熟練技術により、効率向上で多様な測量業務
を実現する

3,058,000 平成29年4月12日

6
有限会社フラップオート・
ジャスティス

自動車整備業の強みを活かした「ペットの訪問火葬
サービス」の展開

3,343,000 平成29年4月13日

7 有限会社増田工作所
最新高速型ＮＣ旋盤導入と機械の多台持ちの推進に
よる生産性の向上と売上向上

5,800,000 平成29年4月13日

8 株式会社光洋金属防蝕
石油プラント等で使用される複雑形状の鋳物製大型コ
ンプレッサ－部品等への表面処理による高品質化

7,500,000 平成29年4月14日

9 株式会社ムラカワ
海外向け自転車部品製造における高性能画像寸法測
定器導入による精度及び生産性の向上

4,156,666 平成29年4月14日

10 有限会社岡崎酒造場
高品質な麹を使用した雑味のない高品質な日本酒の
製造・販売

7,330,000 平成29年4月14日

11 西海工業株式会社
ピュアスチーム洗浄の導入で医療薬品向け部品の製
造革新と新事業展開

10,000,000 平成29年4月17日

12 有限会社猪俣製麺 消費者のニーズに対応した分割冷凍めんの製造 3,556,666 平成29年4月17日

13 有限会社木村工業所
最新曲げ加工シミュレーションの導入で競争力を高
め、提案型企業へ脱却

10,000,000 平成29年4月17日

14 大邦工業株式会社
条鋼材自動加工システムの導入による高度部材量産
体制の確立

10,000,000 平成29年4月17日

15 西部工業株式会社
多機能対応型ロボット搬送システム及びワンストップ
生産体制の構築

10,000,000 平成29年4月17日

16 晃洋産業株式会社
長尺マシニングセンター導入による鉄道車両荷棚増産
対応への生産プロセスの構築

10,000,000 平成29年4月19日

17 有限会社河三鉄工所
溶接部材製作の短納期、高品質化の実現と省力化、
社員の多能工化の推進による処遇改善

10,000,000 平成29年4月19日

18 株式会社トクアオ
高付加価値印刷製品の生産販売により、新たなビジネ
スチャンスを捉える

7,662,990 平成29年4月19日

19 国益建設株式会社
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを実現するドローン等を使った赤外
線探査システムの実用化

10,000,000 平成29年4月21日

20 桝尾歯科クリニック
ＣＡＤスキャナ導入による利益増と歯科衛生士技術プ
ログラムの開発

3,120,000 平成29年4月21日

21 有限会社荒田工作所
ＮＣフライス盤導入による製品加工の品質向上と生産
性向上による売上アップ

8,206,666 平成29年4月21日

22 徳山興産株式会社
最新鋭バリ取り機導入による飛躍的品質改善と生産
性向上

9,866,000 平成29年4月21日

23 三友鋳造株式会社
国内外プラットホーム安全対策部品増産対応によるリ
ニア駆動マシニングセンタ導入

20,000,000 平成29年4月21日

24 有限会社梅乃葉
業界初「ケンサキイカ」の高品質「生ハム」加工商品で
新市場・販路開拓

3,461,133 平成29年4月24日

25 株式会社友松商店 製販一体企業への業態転換による成長戦略の実現 10,000,000 平成29年4月24日

26 有限会社日良居タイムス
日本初！ユニバーサルデザイン製本による印刷物の
生産力向上と販路拡大事業

3,420,000 平成29年4月24日

27 長屋工業株式会社 ＣＮＣ複合旋盤導入における高硬度加工 10,000,000 平成29年4月25日
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28 株式会社ピーコック
山口県産小麦で作る安心・安全・高品質なパン製品の
量産体制の構築

29,330,000 平成29年4月25日

29 有限会社イシダＴＭＣ
マシニングセンター導入による生産性の向上、生産プ
ロセスの強化

10,000,000 平成29年4月25日

30 株式会社山下工業所
ＩＴ、ＩｏＴを活用した生産管理システム導入、生産性向
上による競争力の維持強化

10,000,000 平成29年4月25日

31 株式会社サンテック 高性能ＣＮＣ複合旋盤導入による生産プロセスの改善 10,000,000 平成29年4月26日

32
株式会社ヤマカタプラス
チック

最新複合旋盤導入による生産の半自動化と品質の向
上

10,000,000 平成29年4月26日

33 有限会社アオイ
動画コンテンツ制作・投稿スキル養成講座の構築と開
講

1,745,332 平成29年4月26日

34 キハラ建設株式会社
ゲリラ豪雨による浸水被害を抑制する洪水調整設備
の開発

10,000,000 平成29年4月26日

35
長門自動車工業株式会
社

最新・環境対応型の水性塗装設備の整備による付加
価値向上の取り組み

10,000,000 平成29年4月26日

36 中国電化工業株式会社
最先端半導体製造装置部品・航空機部品向けの「新
高耐食性アルミニウム陽極酸化皮膜」の開発及び事
業化

10,000,000 平成29年4月26日

37 株式会社大伝
板金部門の一部工程全自動化によるボトルネック解消
および生産性の飛躍的向上

30,000,000 平成29年4月26日

38 山口地ビール株式会社
ＩＴによる地ビール樽製品ロット情報の提供と短納期化
かつ鮮度向上の実現

10,000,000 平成29年4月26日

39 株式会社村田実商店
ドーナツ製造業界初「自社配合の大量生産によるドー
ナツの冷凍出荷」

10,000,000 平成29年5月8日

40 御影建設工業株式会社
新システムが最新設備導入効果を最大化する新工程
の構築

8,532,000 平成29年5月8日

41 有限会社ヤマモト工業
ＣＮＣ自動パイプ切断装置導入によるプラント配管事
業の革新

9,900,000 平成29年5月8日

42 新英工業株式会社
新鋭機器導入による製造能力、付加価値の向上及び
多能工化と処遇改善計画

10,000,000 平成29年5月8日

43 西海食品株式会社 革新的商品の事業化に伴う機械導入 10,000,000 平成29年5月8日

44 株式会社味村鉄工所
リチウム電池用セパレータフィルム製造装置部品の新
たな生産体制の構築

10,000,000 平成29年5月8日

45 株式会社ミヨシ
高精度・高剛性高所作業台生産における基幹部品の
高速切削化

10,000,000 平成29年5月8日

46
株式会社医療福祉工学
研究所

出産や子育てをしながら女性医師が活躍できる画像
診断環境の整備事業

4,733,333 平成29年5月8日

47 株式会社はつもみぢ
瓶燗殺菌法による清酒の瓶詰めと加熱殺菌の自動化
による生産性向上と高品質清酒の製造

10,000,000 平成29年5月8日

48 やまいもまつり有限会社
ブラストチラー冷却技術を活用した「じねんじょう蒲焼」
商品化ならび量産化

3,813,000 平成29年5月8日

49 大村印刷株式会社
ＩｏＴを活用した印刷・製本全数検品システムによる出
版印刷事業の売上拡大

29,333,000 平成29年5月8日

50 沖石油株式会社
中山間地域に於けるＳＳを基点にＩＴを利用した食事、
燃料の配達、住宅設備修理サービス

5,000,000 平成29年5月8日

51 有限会社堀江酒場 世界の富裕層をターゲットとした商品開発と品質向上 30,000,000 平成29年5月8日

52 大嶺酒造株式会社
工場を新設し、最先端の酒造設備を導入することで、
新商品の開発及び増産体制の構築を図る

30,000,000 平成29年5月8日

53 株式会社エムビーエス
建設業務管理を中心とした全社統合システムの導入
による競争力強化のための基盤事業

30,000,000 平成29年5月8日

54 産機設計有限会社
構造解析ソフト導入によるロボットのユニット設計技術
開発

6,600,000 平成29年5月8日
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55 有限会社藤川技工 薄物精密加工のワンストップ生産体制の構築 10,000,000 平成29年5月8日

56 トラストエナジー株式会社
鉛バッテリーの劣化回復技術の確立とその機械の自
動化及び事業拡大

5,000,000 平成29年5月8日

57 株式会社ボディークラフト
３次元測定器による自動車修理の見える化・水性塗料
によるＶＯＣ対策

10,000,000 平成29年5月8日

58
有限会社ふれ愛どうぶつ
村

ペット関連サービスに係る設備投資によるサービスの
高付加価値化

1,943,333 平成29年5月8日

59 弘木工業株式会社
ＩｏＴで結合した世界で勝てる鉄道車両用部品の新生産
システム構築

30,000,000 平成29年5月9日

60 周防デンタル・ラボ
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ製作装置で歯科技工物の新商品
開発で受注増加と生産性向上

8,492,233 平成29年5月9日

61 有限会社たお
生産性を高め、さらに販売力強化による惣菜、地域１
番店を目指す

2,611,400 平成29年5月9日

62 長州ながと水産株式会社 養殖設備増強による仙崎産トラフグの海外市場開拓 10,000,000 平成29年5月9日

63 株式会社大津屋
チューブ式加熱装置で殺菌処理した個食タイプの具材
入り調味液の新商品開発

20,000,000 平成29年5月9日

64 株式会社鹿商
山口県産未利用雑魚を活用し手作業の機械化による
商品化で生産性向上

10,000,000 平成29年5月9日

65 西峰テクノス株式会社
最新自動溶接機導入による水素ステーション施工案
件の受注体制確立

9,959,466 平成29年5月9日

66 株式会社朝日ミート
食肉加工設備の導入による介護向け食品事業拡大の
加速化

3,735,000 平成29年5月9日

67 株式会社アート電子
Ｘ線検査装置を導入した海外鉄道車両用空調装置制
御マイコンの高品質・生産性向上

3,860,000 平成29年5月9日

68 服部天龍株式会社
陶土の品質改良と最新成型機の導入による新たな萩
焼の開発・製造

4,960,340 平成29年5月9日

69
小野田ビニール工業株式
会社

高機能アルミラミネート袋の大型半自動製袋装置の導
入による事業拡大（生産能力の上昇を目的とする）

15,000,000 平成29年5月10日

70 株式会社大野製作所
熟練技能のデジタル化による技能伝承及び生産性の
向上

15,533,333 平成29年5月10日

71
イフセンシーエンジニアリ
ング有限会社

最新の形鋼加工機を導入して、新事業「産業機械の製
造据付」を拡大

7,186,000 平成29年5月12日

72 合同会社おさかなフーズ
骨取り塩さばと地域資源を活用し、革新的な加工方法
による高付加価値水産加工品の提供

20,000,000 平成29年5月12日

73 マルチ　カラー
製造プロセス見直しによる、職場環境改善及び業績向
上。家庭を持つ女性にも働きやすい環境の構築

17,900,000 平成29年5月12日

74 株式会社６３Ｄｎｅｔ
ＩＴによる産地情報・評価システム導入型の地域資源フ
ル活用ベーカリー事業

7,712,098 平成29年5月12日

75 株式会社いのけん
発注元の求める短納期と工事原価を実現するため、ＩＴ
を利用した施工工程を構築する

19,000,000 平成29年5月12日

76 株式会社Ｓｍｉｌｅ Ｃａｒｚ
整備・営業マンの目利き・再生力を活かした中古車販
売ビジネスの革新

10,000,000 平成29年5月12日

77 大和建工株式会社
建築鉄骨の自動溶接機導入による高品質化と生産能
力の増強による作業環境改善

10,000,000 平成29年5月12日

78 株式会社日本フーズ
地域資源を活用して長期保存が可能な無添加レトルト
商品を開発して世界進出する

17,566,000 平成29年5月16日

79
長陽コンクリート株式会
社

新早強セメントを用いた生コンクリート開発と製造設備
増強による新事業拡大・生産体制の確立

10,000,000 平成29年5月19日

80 原田株式会社
受発注業務及び在庫の見える化システム導入による
新商圏開発事業

10,000,000 平成29年5月19日

81 山県自動車株式会社
先進安全自動車（ＡＳＶ）時代に対応した事故車完全
復元体制の確立

10,000,000 平成29年5月19日
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82 株式会社オクタニ 洗浄マジックおよびコーティングマジックの全国展開 1,093,666 平成29年5月19日
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