平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
山口県採択案件一覧（140件/140事業者）
公募回 １次公募
受付番号

申請者名称

2935110001 有限会社荒田工作所

（受付番号順）
認定支援
事業計画名
法人番号
機関名
最先端のＣＮＣ旋盤の導入に
株式会社
1250002007983 よる、部品加工プロセスの品
山口銀行
質向上と生産性向上

2935110002 礒金醸造工場

生産工程革新で、甘酒の機会
損失解消と生米麹の訴求力
アップによる売上拡大
人気ジェラートの生産量アッ
プ、製品品質向上、衛生面の
向上を実現
ＮＣフライス導入による生産設
備部品の製造プロセスの強化

2935110003 株式会社Ｌ’ｏｉｓｅａｕ Ｂｌｅｕ

4250001001745

2935110006 新栄テクノ株式会社

9250001009536

2935110009 株式会社ワイエフエフ

8250001006724 高能率・高品質化

2935110010 株式会社トクアオ

2250001009055 スの導入による顧客ニーズの

最上級パネルソー制御による

新たな大判カラー印刷サービ

2935110011 有限会社小川蜜カス本舗

8250002004363

2935110012 株式会社サンポリ

1250001001987

2935110016 富士製パン株式会社

9250001002185

2935110017 有限会社関西製罐

4250002008558

2935110019 伊ヶ崎工業株式会社

2250001009402

2935110021 兵庫ボルト株式会社

8250001009628

2935110022 株式会社味村鉄工所

2250001011119

2935110023 共栄産業株式会社

5250001008756

2935110024 株式会社川畑建設

8250001010503

2935110025 株式会社曾呂利

8250001008968

2935110027 河内板金工業株式会社

7250001012698

2935110028 さわ水産株式会社

3250001006621

2935110029 株式会社マルニ
2935110032 有限会社ウエサイ

2935110033 合同会社おさかなフーズ

発掘と販路拡大
包装ロボット導入で顧客・社
員・農家が喜ぶゼリーを開発・
拡販
再生プラスチックを原料とした
長寿命成形品の高い生産性を
実現する自動化ラインの構築
新たな分割機導入による国産
小麦１００％パンの高品質化と
生産性向上
主力製品のボトルネック工程を
倣い方式からコンピュータ制御
方式に革新して解消
鋼材ケガキロボットの導入によ
る省力化推進と収益向上計画
ＣＡＤＣＡＭと最新鋭ＣＮＣ旋盤
の導入による多品種少量高能
率加工プロセスの確立
大径リング薄物加工の高精度
生産プロセスの導入
新規ＮＣルータを活用した建具
製作効率向上とデザイン性の
高い建具・家具の創造
建設ＩＣＴを深化させ、三次元
データを活用した一社一貫施
工体制の構築
生産プロセス改善により生産
量アップ、顧客満足度向上、原
価率改善
「想像から創造へ」を推進させ
る為の、「生産性・効率化の向
上、低コスト化」に必要な高出
力ファイバレーザー溶接機の
導入
貝類用の大型陸上畜養設備
及び加工設備の整備による市
場開拓
ＩＣＴを利活用した新事業（測量
業務）の創出
生産性・防災対策・環境保全
に貢献するドローンを活用した
造園技術の開発と提供

西中国信
用金庫
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
商工組合
中央金庫
株式会社
みずほ銀
行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
東山口信
用金庫
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
光商工会
議所
株式会社
広島銀行
加藤一生

株式会社
西京銀行
株式会社
1250001010105
西京銀行
株式会社
5250002020396
山口銀行
公益財団
業界初！国内原料・国内加工
法人やま
9250003000831 によるふぐ惣菜の量販店への
ぐち産業
展開
振興財団

1 / 7 ページ

受付番号

申請者名称

2935110034 株式会社アデリー

認定支援
機関名
物流工程の革新によるボトル
株式会社
2250001012389 ネック解消と山口県産品の拡
西京銀行
販に向けた取り組み

法人番号

事業計画名

2935110035 株式会社リュウト

水素配管工事対応自動溶接
株式会社
8250001015246 機の導入による高品位溶接と
伊予銀行
品質保証体制の確立

2935110036 新谷酒造株式会社

冷蔵仕込み蔵の設営、洗米機
株式会社
2250001001458 等の設備導入による伝統製法
を用いた新分野の日本酒の開 山口銀行

2935110037 中尾物流

冷凍冷蔵物流センターを設置
して、総合食品物流業への発
展を目指す
暗い寂しい葬儀から、情報技
術を活用した故人の人柄を偲
び送る新世代葬送空間の創出
高機能アルマイト（クラックレス
アルマイト）処理技術の開発

2935110038 有限会社向西社

3250002015670

2935110039 株式会社光洋金属防蝕

6250001009480

2935110042 株式会社サンピット

8250001012648 発及び菌床販売の事業化

ＩｏＴを活用した菌床工場の開

2935110043 テクニカルカワモト
2935110044 株式会社芳川鉄工所

5250001010365

2935110045 株式会社ハータンドブレイン

5250001009787

2935110046 有限会社シンエイ工事

5250002017260

2935110047 株式会社ティーワールド

9250001014817

2935110048 中村被服株式会社

6250001002122

2935110049 シンテック株式会社

2250001012703

2935110050 千銀蒲鉾株式会社
2935110051 株式会社日柳製作所

2935110052 長屋工業株式会社

2935110053 有限会社千代
2935110054 株式会社三電
2935110055 光束工業有限会社
2935110057 株式会社山口測地
2935110058 有限会社ササナガボディー
2935110059 株式会社清木鉄工所

直径３００ｍｍ対応ＣＮＣ旋盤
導入による中・小型部品の生
産性向上と売上アップ
非破壊検査用比較試験標準
管の高精度製作技術の構築
最新の環境制御システムを装
備した施設園芸での農産品生
産
プラント配管製作の効率向上
と品質安定のための最新工作
機械の導入
自動車衝突事故状況の数値
的事故解析による立証根拠の
見える化
幼稚園・保育園でのニーズに
対応したスタッキングベッド用
お昼寝マットの提供
有機ＥＬ表示器向け光学測定
装置の事前検証設備導入によ
る工期短縮
超冷凍設備導入による労働生
産性の向上と新製品開発
バイト溝加工（ヘール加工）機
能付きのマシニングセンターの
導入による生産性向上と売上
拡大

株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行

株式会社
山口銀行
株式会社
3250001008196
山口銀行
株式会社
5250001009465
もみじ銀
行
アイ・アカ
最新鋭マシニングセンター導
ウンティ
3250001011539 入による工作機械部品高能率
ング税理
加工
士法人
県特産魚介類、加工品の通年
萩山口信
2250002013675 供給を通じた売上拡大及び地
用金庫
域活性化
メカ式シャーと自動倉庫設備
株式会社
1250001010220 導入によるフラットバー手摺市
西京銀行
場への進出
株式会社
溶接機と測定計測器の導入に
ＶＩコンサ
6250002017532 よる生産性および品質安定性
ルティン
の向上
レーザードローン測量で生産 グ
株式会社
5250001001546 性向上を図り技能承継と提案
山口銀行
営業を実現
環境対応型の水性塗装設備 株式会社
2250002009153 の整備
山口銀行
高い技術力を活かしたステン
株式会社
7250001009546 レス製ラックの製造・加工・販
西京銀行
売事業の展開
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受付番号

申請者名称

2935110060 極東ファディ株式会社

認定支援
機関名
公益財団
ドリップパックコーヒー内製化 法人北九
6290801001039 による新規顧客獲得と商圏拡 州産業学
大
術推進機
構
世界初フルカラーＵＶトナーを

法人番号

事業計画名

身体に安全かつ効果的に発光

2935110062 三笠産業株式会社

株式会社
発とスヌーズレン製品の高度 山口銀行

7250001000760 させるファンタジーライトの開

2935110063 レザンジュ有限会社

3250002020200

2935110064 八百新酒造株式会社

2250001011705

2935110065 岡﨑木材工業株式会社

7250001000133

2935110066 ｔｅｔｅ
2935110067 有限会社まるよし青果

9250002005732

2935110069 株式会社カネヤス

1250001005253

2935110070 合同会社匠山泊

4250003000217

2935110071 平田水産株式会社

2250001010079

2935110073 原プラント工業株式会社

6250001010892

2935110074 株式会社Ｔ・グローバル

5250001014829

2935110075 株式会社宮川鉄工所

8250001004777

2935110076 接骨院祥楽
2935110077 株式会社アート電子

6250001008672

2935110078 永山酒造合名会社

8250003000320

2935110079 株式会社富士設計

8250001014272

2935110080 南西水産株式会社

8250001006063

2935110083 有限会社嶋村化成

5250002013152

2935110084 有限会社谷野工業

4250002017030

2935110085 有限会社三木屋

5250002018647

2935110086 株式会社藤井電業社

3250001003560
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化
生産加工プロセス改善による
品質と生産量向上による生産
性アップ
「新・蒸しシステム」の導入によ
る海外展開に向けての基盤づ
くり
木質パネル製造工程の改善に
よる品質の向上と加工時間短
縮、作業環境改善計画
ビーントゥバー製法によるチョ
コレート製造能力の向上と商
品付加価値の向上
市場余剰のＢ級果物を使用し
た健康フレッシュジェラートの
製造・販売
豆腐製造装置及び油揚げ製
造装置に関連する生産用機械
装置導入
国内縫製の強みを活かした
ファクトリーブランド「Ｒｅ維新
（リイシン）」製造直販体制の確
デジタルソナー及び網ローラー
導入による漁獲効率化による
“いりこ”の増産体制確立
高品質で信頼されるステンレ
ス配管製作専用工場の開設
移動式工作機械を活用した建
築資材の現地加工・取付によ
るマンションリニューアル市場
ＣＮＣ旋盤導入による旋盤加
工技術の強化と生産性の向上
ストレッチマシンを使用して医
療とトレーニングの健康総合
施設を運営する
複層基板を同時並列設計でき
る電子回路基板設計用ＣＡＤ
／ＣＡＭシステムを導入した次
期制御マイコンの試作開発と
事業化
山口の日本酒の小容量容器
化に対応する生産性向上と販
売促進
バラスト水処理装置搭載工事
の工期短縮・経費削減を支援
する事業
高速逆ピロー自動包装機導入
に伴う生産ライン増強及び市
場出荷量の増加
最新式引取機等の導入による
耐圧・小口径・長尺のＩＳＯ規格
管の国産化と海外市場の開拓
ケガキロボットとＣＡＤデータの
活用でケガキ工程の省力化計
画
新規設備投資により「自家製
あん」の生産性と品質の向上
を図り、経営力の強化を行う
発光ダイオードを活用した低価
格・高機能な「競技場用マルチ
スコアボード」の開発

松本智
株式会社
山口銀行
萩山口信
用金庫
萩山口信
用金庫
税理士法
人いそべ
株式会社
山口銀行
萩山口信
用金庫
株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
西中国信
用金庫
西中国信
用金庫
萩山口信
用金庫
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行

受付番号

申請者名称

法人番号

事業計画名
日本の技工士問題解決に向け

2935110089 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社

5250001015050 た研磨工程のアウトソーシング
事業
システム導入により製作時間
の短縮を行い早期リハビリへ
の貢献

認定支援
機関名
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
山口県商
工会連合
会
髙村潤

2935110090 株式会社大坪義肢製作所

9250001004479

2935110091 周南クォーツ株式会社

3250001010689 ヒーターの再生

2935110092 岡本産業株式会社

9250001009420 おける半導体部品の製造

2935110093 有限会社ネキスト

部品組立から、部品製造・組
株式会社
3250002003320 立・ＪＩＴ納品体制を確立し、精
密プラスチック部品分野へ進 西京銀行

溶接炉導入による石英ボトム
最新鋭同時５軸加工機導入に

2935110095 アロー印刷株式会社

1250001005055

2935110096 白井興業株式会社

2250001010236

2935110097 イフセンシーエンジニアリング有限会社
3250002008154
2935110098 山陽鋼機建設株式会社

3250001000277

2935110099 株式会社岡虎

6250001001909

2935110100 フジ美術印刷株式会社

9250001012531

2935110102 株式会社ティーツーエム

6250001007798

2935110103 柳井紙工株式会社

6250001012674

2935110104 清和工業株式会社

1250001009551

2935110107 有限会社マルエ水産

7250002016806

2935110111 藤田鉄工株式会社
2935110112 株式会社ひびき精機

2935110113 株式会社伊藤
2935110114 株式会社ヨシカワ
2935110115 萩ガラス工房有限会社

株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
西中国信
用金庫
萩山口信
用金庫

株式会社
山口銀行
株式会社
メッセージカード封緘装置の開
6250001011619 発によるＤＭ新市場の開拓
もみじ銀
行

2935110101 株式会社原田食品

2935110108 株式会社野村工電社

ＤＰＳ業務のためのワンストッ
プ印刷ソリューションサービス
提供と顧客に向き合った販促
支援強化
クリーンエネルギー分野向け
高精度チタンパイプ製造技術
開発のための最新設備導入
鋼材加工製品の多様化及び
製作効率向上を目指したバン
ドソーマシンの導入
自動溶接ロボットシステム導入
による作業効率の改善と高品
質化の実現
魚肉練製品製造技術を活用し
た、高品質・高付加価値惣菜
商品の新開発

女性の社会進出増加に伴う中
食の増加に対応した惣菜用
カットこんにゃく自動連続生産
装置導入による生産性向上
独自技術で開発した尿素製造
プラントの機能強化による濃度
４０％尿素水の新市場開拓
小ロット短納期供給と品質安
定に寄与する製函・検品工程
の生産性向上実現計画
ＩｏＴネットワーク化による輸出
向け鉄道車両用部品加工の
新生産システム構築
ボイル加工のボトルネックを解
消し高品質の山口県産イリコ
のシェアを拡大
排ガス再燃焼装置付きの自動
炭化炉導入による生産性向上
事業

東山口信
用金庫
株式会社
西京銀行
株式会社
広島銀行
株式会社
山口銀行

株式会社
西京銀行
株式会社
9250001003308
西日本シ
ティ銀行
真空機械分野への高品質部 株式会社
6250001009233 品供給プロセスの確立
山口銀行
公益財団
ＴＰＭ手法とＩｏＴ導入による工 法人やま
7250001006213 具管理システムの開発
ぐち産業
振興財団
大手脚立メーカーと共同開発
株式会社
6250001010158 部材のＯＥＭ供給に向けた一
西京銀行
貫製造体制の確立
設計から設置まで一貫施工で
株式会社
4250001010812 きる強みを活かしたステンレス
製ユニット配管分野への進出 山口銀行
精密セラミック濾過体を用いた
萩山口信
3250002013419 非常時用簡易小型浄水装置
用金庫
の開発
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受付番号

申請者名称

2935110116 株式会社大明工業

認定支援
機関名
生産性向上のための最新端曲
株式会社
7250001005875 げ機能付きベンディングロール
福岡銀行
の導入

法人番号

事業計画名

2935110117 泉ダイス株式会社

小型射出成形機用流路部製
株式会社
3250002020431 品の量産化に対応した小型Ｎ
山口銀行
Ｃ旋盤の導入

2935110119 大平食品株式会社

製造環境を改善し、食の安全
防府商工
5250001002081 安心を確保することで手作り豆
会議所
腐の味を次世代に継承する

2935110120 株式会社寿美れ

旧市内唯一の貸切風呂の展
株式会社
5250001005737 開による既存顧客の販売強化
西京銀行
と新規顧客の開拓

2935110121 有限会社竹園

老舗温泉旅館が健康美容
西中国信
6250002011675 サービスと高品質料理を提供
用金庫
する為の最新設備導入

2935110125 富士水産株式会社

これまで手作りでしかだせな
株式会社
8250001000669 かった食感のまぐろ加工品の
山口銀行
量産化と販路開拓

2935110129 ヤマカ醬油株式会社
2935110130 三田尻化学工業株式会社
2935110131 有限会社花瀬組
2935110132 株式会社朝日ミート
2935110134 有限会社堀江酒場
2935110135 原田株式会社
2935110138 キソメック株式会社
2935110139 あさひ製菓株式会社
2935110140 株式会社縄田建設
2935110142 株式会社オイシーフーズ
2935110143 株式会社ゆだ
2935110144 株式会社Ｂｅ ｗｉｎ
2935110145 株式会社出雲ファーム
2935110146 和泉産業株式会社
2935110148 株式会社小野田ミート
2935110151 マルヤマ水産有限会社

山口県産大豆からとれる豆乳
下関商工
7250001006477 を利用した豆乳マヨ（マヨネー
会議所
ズ風調味料）の開発
ＩＣＰ発光分光分析装置導入に
株式会社
9250001002268 よる分析工数の大幅削減の実
山口銀行
現
ＩＣＴ油圧ショベルの導入による 株式会社
2250002012297 土木工事の生産性向上
山口銀行
共働き世帯、外食産業向け食
株式会社
8250001003738 肉加工品の売上拡大に向けた
西京銀行
設備導入
「プレミアム・ヴィンテージ日本
株式会社
1250002018865 酒」の品質安定性と生産性の
山口銀行
向上
製作プロセスをＩＴで見える化。
株式会社
2250001002167 顧客協働型のオリジナルユニ
広島銀行
フォーム製作事業
ナビゲーションシステム活用に 株式会社
3240001030333 よる切断材料管理・稼動効率 商工組合
化の徹底
中央金庫
アレルギー対応菓子の全国・
株式会社
3250001012388 海外への拡販に向けた新事業
山口銀行
計画
建設汚泥リサイクル事業（ドラ
株式会社
1250001012068 イブミキシング装置付き重機に
山口銀行
よる汚泥改良システム）
浮島産ひじきを活用した、高付 株式会社
9250001015229 加価値ドライパック商品の開発
山口銀行
最適運行管理システムによる 株式会社
7250001000843 定期航路のリードタイム短縮
山口銀行
全国の中小職業紹介会社に
株式会社
6250001004515 向けた生産性アップのシステ
山口銀行
ム開発
加工品販売増加計画に伴うＧ
株式会社
3250001013527 Ｐマシーン（たまごの計量選別
山口銀行
機）自動化
世界初竹専焼ボイラー向け木

3250001008683 質チップ等製造

森永敏夫
食品流通の従来型販売形態 株式会社
5250001003781 からの脱却と新市場への参入
広島銀行
山口県産アカモク製品の専用
萩山口信
3250002013823 ライン新設による生産性及び
用金庫
品質の向上

2935110153 岐山化工機株式会社

鋼板曲げ加工工程の効率化と
株式会社
3250001008774 生産性向上を目指した最新プ
山口銀行
レスブレーキの導入

2935110154 株式会社大津屋

食品衛生の社内検査体制の
株式会社
4250001005192 確立及び検査方法の改善・合
山口銀行
理化による販路開拓
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受付番号

申請者名称

2935110155 中央炭素株式会社
2935110156 株式会社ヤロン・ソーイング

認定支援
機関名
非鉄金属鋳造用木炭の生産 株式会社
4250001006942 効率と品質の向上計画
山口銀行
裁断工程の革新と生産体制の
柳井商工
3120001036706 再構築による、最高級商品の
会議所
生産・顧客拡大

法人番号

事業計画名

2935110158 有限会社アキワ製作所

新規事業への取り組み及び設
株式会社
4250002007915 備のデジタル化を目指し次世
山口銀行
代への技術の継承

2935110159 株式会社迫田精機

研磨の内製化による受注の増
株式会社
7250001008498 加と工程の短縮による生産性
西京銀行
の向上

2935110160 有限会社アグリプラン

7250002007631 の雫」を使った極上ブルーベ

美祢特産ブルーベリー「美祢

2935110162 株式会社友松商店

4250001009755

2935110164 株式会社ハヤロク宇部

3250001003536

2935110165 株式会社タナカ工業

8250001004100

2935110168 株式会社ＭＯＴ総合研究所

4250001013518

2935110169 株式会社やなざき

3250001012280

2935110170 株式会社カン喜

5250001009358

2935110172 神和工業株式会社

9250001012705

2935110173 株式会社博多魚嘉

6250001008193

2935110177 ミネ松浦株式会社

8250001004331

2935110180 株式会社山縣本店

1250001009353

2935110181 株式会社シンラテック

7250001008201

2935110183 株式会社サンスパック

4250001005481

2935110184 株式会社アクシス

9250001006962

2935110187 株式会社大野製作所

6250001011247

2935110188 株式会社オーシャンテック

8250001009421

2935110190 有限会社田中醤油醸造場

8250002009882

2935110192 株式会社木原製作所

3250001000178

2935110193 株式会社伸和精工

2250001013379

2935110194 株式会社美萩工芸

4010401038130
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リージャムの製造・販売
山口県産海藻の乾燥能力強
化・粉体化処理による健康食
品産業への進出
ヒノキ端材を有効活用したアロ
マ製品等の作製及び販売促進
ネットワーク対応型金属成形
加工機導入による生産工程の
革新
地域産品を売れ筋商品に変え
る「プライベートブランド商品化
マッチングサービス」の事業展
新規設備導入による独自ブラ
ンド畳量産及び生産性向上
海外輸出用かきフライの新包
装ライン導入による生産性向
上
レーザー切断機導入による生
産性の向上
海外輸出分野への事業拡大と
製造設備導入による生産効率
の向上
最新鉄筋自動切曲装置部品
の試作開発および量産化への
対応
復活ブランド清酒「防長鶴」の
首都圏および海外における販
路拡大
地元広葉樹材の欠点に対応で
きる高性能加工機械の導入
法面保護等環境整備工事にお
ける本格的な民間向け営業体
制の構築

西中国信
用金庫

光商工会
議所
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
広島銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
萩山口信
用金庫
下関商工
会議所
公益財団
宇宙開発（小型衛星）事業へ
法人やま
参入のためのファイバレー
ぐち産業
ザー溶接機導入
振興財団
多品種少量から中ロット生産 株式会社
までの自動化プロセスの構築 広島銀行
産業用ドローンの導入による
事業の多角化とサービス向上
によった『人手不足業界』の新
たな需要の創造
需要拡大に対応するための真
空包装技術の確立による生産
プロセスの改善
最新型精密板金加工機の導
入による加工精度と生産性の
向上
ワイヤー放電加工技術の活用
による厚物難削材の低コスト
加工法の確立
木箱組立機等導入による生産
性の向上と新市場への拡大

株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
西京銀行
株式会社
山口銀行

受付番号

申請者名称

法人番号

2935110196 有限会社尾中鉄工所

7250002000371

2935110197 有限会社ミヤキ彫刻所

7250002011162

2935110198 丸兼食品株式会社

9250001011665

2935110201 岡村工業株式会社

9250001013307

7 / 7 ページ

事業計画名
新素材（ＮＳＳＣ２１２０）による
オーダー製品の曲げ加工機等
の省力化・ＩＯＴ化による収益拡
大事業
ＵＶ－ＬＥＤ方式プリンター導入
による樹脂素材一貫（樹脂部
品加工・樹脂印刷）生産事業
食品の酸化を防ぐ新規真空充
填包装設備による高品質な食
品の製造と販路拡大事業
ドローン搭載型レーザースキャ
ナを活用したＳＫＹ ＬＯＯＰ事
業の差別化

認定支援
機関名
株式会社
山口銀行
株式会社
山口銀行
株式会社
広島銀行
株式会社
山口銀行

