
平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

山口県採択案件一覧（98者）
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

3035110002 山口県 中村印刷株式会社 7250001013705 小ロット段ボール印刷に特化した特殊印刷市場の開拓 株式会社西京銀行

3035110003 山口県 株式会社弘木技研 2250001009625
幅広マシニングセンターとＩＯＴ生産導入による一貫生産プロ
セス構築

松田明

3035110004 山口県 大邦工業株式会社 3250001011456
設計用ＣＡＤ導入により多様化する建築への対応と工期半
減及び人材雇用の実現

株式会社山口銀行

3035110006 山口県 株式会社リュウト 8250001015246
ハイブリッドベンダーによる精密円筒曲げの実現と納期短
縮、製造能力増強及び内製化計画

株式会社山口銀行

3035110007 山口県 株式会社ティーワールド 9250001014817
運転支援装置搭載車輌の整備と電子的調整に係る安全性
の見える化

株式会社山口銀行

3035110010 山口県 株式会社藤井産業 1250001010889 土木工事を効率化させるＩＣＴ建機の導入事業 秋井正宏

3035110013 山口県 日進工業株式会社 7250001009604
プラント機器機械化洗浄システムの導入によるサービスの
向上

株式会社広島銀行

3035110014 山口県 株式会社島津商会 2250001003818
容易に開封することができる特殊なフィルム製造による販路
の拡大

株式会社山口銀行

3035110015 山口県 有限会社上原製作所 6250002015585
最新ＣＮＣ旋盤導入による簡易的自動化生産システムの構
築

東山口信用金庫

3035110016 山口県 錦町農産加工株式会社 2250001011770
生産性・品質向上によるこんにゃくの需要拡大を目的とした
パラレルロボットケーサーの導入

株式会社山口銀行

3035120017 山口県 有限会社進勇 8240002037942
高級感あるピアノブラック塗装等の直行率ＵＰに向けた精密
ロボット塗装技術の導入計画

株式会社広島銀行

3035120018 山口県 株式会社岸田鉄工 7250001009711 鉄骨研磨機導入による、生産性向上計画 株式会社山口銀行

3035120019 山口県 有限会社ＹＯＵＳＨＩＮ 3250002019416
リチウム電池生産用高精度ロールのワンストップ生産体制
の確立

株式会社山口銀行

3035120020 山口県 株式会社ナカオ 3250001006019
新型マシニングセンタ導入による高精度化・生産性の向上
の実現

山本将吾

3035120022 山口県 日栄興業株式会社 3250001011555 ＩＣＴ建機導入による測量作業の省力化と工期短縮の実現
税理士法人辻・近
藤・焼山事務所

3035120023 山口県 有限会社玄洋社 1250002012819
真空フライ技術を使った　ふぐフライチップス　の開発・製造・
販売

株式会社西京銀行

3035120024 山口県 有限会社ヨシオカ設備 9250002018791 管内探査ロボットを使った下水道管渠検査事業への進出 株式会社山口銀行

3035120025 山口県 有限会社有工 6250002015552
先端設備導入による鉄道車両用の特殊樹脂プレート加工事
業への進出

株式会社山口銀行

3035120026 山口県 共栄産業株式会社 5250001008756
畳に求められる新たなニーズを実現する生産体制の確立と
畳の持つ機能の再構築

株式会社山口銀行

3035120028 山口県 山口鈑金自動車工業有限会社 7250002001618 先進安全自動車のエーミングセンター開設計画 萩山口信用金庫

3035120029 山口県 岡本産業株式会社 9250001009420 ワイヤーカットを駆使した製品の開発 髙村潤

3035120030 山口県 河内板金工業株式会社 7250001012698
レーザー切断加工機を導入し付加価値の増加、高精度かつ
高剛性な精密板金加工製品の実現

加藤一生

3035120031 山口県 株式会社松本工業所 3250001009293 アイアンワーカー導入による運搬器具の製造 株式会社山口銀行

3035120032 山口県 株式会社三興製作所 7013101003632
工作機械の工具再研磨工程を内製化し、コスト削減、生産
量増加で生産性向上を実現

株式会社山口銀行

3035120033 山口県 株式会社フジテツ 1250001013454
最新型ＮＣ旋盤導入と生産工程プロセス見直しによる小物
加工製品の生産性向上

株式会社山口銀行

3035120034 山口県 金子製菓有限会社 4250002000440
最新の包装機導入による製造工程におけるロスの削減と効
率化、生産性の向上

西中国信用金庫

3035120035 山口県 株式会社ヤマカタプラスチック 4250001010671
パネルソーと熱風乾燥炉導入による高精度樹脂パンチング
プレートの内製化

株式会社山口銀行

3035120037 山口県 角島ジェラートポポロ
ポポロは地域食材ジェラートの開発でお客様の笑顔を創りま
す

株式会社山口銀行

3035120038 山口県 金井金属工業株式会社 1250001009428 プラズマ切断機導入によるワンストップ供給体制の確立 株式会社西京銀行

3035120040 山口県 株式会社田中青果 1250001011474 ＨＡＣＣＰに適合した青果物カット加工品生産体制の確立 株式会社西京銀行

3035120041 山口県 株式会社カネヒ 4250001005275
急速冷凍技術と唐戸仲卸の強みを活かした冷凍持ち帰り寿
司の開発、販売

株式会社西京銀行

3035120042 山口県 株式会社テクノサポート 2250001016225
最先端の３ＤＣＡＤ導入による高精度電子回路基板の開発、
設計と短納期の実現

税理士法人中央総
合会計事務所

3035120043 山口県 中央炭素株式会社 4250001006942 前工程の内製化により素材と人員の効率化を図る 株式会社山口銀行

3035120044 山口県 カワノ工業株式会社 8250001012425
コンクリート床版の縦打ち化による生産性・寸法精度・外観
品質の向上

株式会社西京銀行

3035120045 山口県 有限会社朝日屋 1250002015532
先端真空定量充填機を使った　満タン粒々ウィンナー　牛タ
ン・マンナンウィンナーの開発

株式会社西京銀行

3035120046 山口県 南条工業株式会社 6240001007972
電動射出成形機導入により製造数が増加することで新規受
注獲得

広島信用金庫

3035120047 山口県 株式会社中村鉄工所 6250001009134 高硬度材の研磨レス生産方式の確立 株式会社山口銀行

3035120048 山口県 有限会社シンエイ工事 5250002017260
高精度バンドソーマシン導入による生産性向上と品質管理
の体制確立

株式会社西京銀行

3035120051 山口県 イフセンシーエンジニアリング有限会社 3250002008154
鋼板曲げ加工の内製化による生産性向上を目指した最新プ
レスブレーキの導入

西中国信用金庫

3035120053 山口県 株式会社ＧＡＫＵ 9250001016029
高性能３Ｄスキャナーおよび関連ソフトの導入による測量工
程の高度化

東山口信用金庫

3035120054 山口県 有限会社増田工作所 4250002015950
立型マシニングセンタ導入による精密機械部品加工プロセ
スの強化と販売促進

株式会社山口銀行

3035120055 山口県 有限会社石野畳店 5250002000150
洋間にピッタリ！床暖房にも使える国産薄型置畳の試作開
発

株式会社シャイン総
研

3035120056 山口県 有限会社朝日化学 6250002007731
バイオ洗浄活用による差別化した新しいクリーニングサービ
ス展開

株式会社エフアンド
エム

3035120057 山口県 株式会社安成工務店 9250001006467
高性能プレカットキャド導入による設計プロセスイノベーショ
ン

株式会社山口銀行

3035120062 山口県 マルミ自動車有限会社 2250002015936
先進安全自動車の普及に伴い、高精度な板金加工と生産
性向上への取組み

株式会社山口銀行

3035120064 山口県 有限会社井上製作所 3250002004161
高性能旋盤を導入した品質・生産性向上と次世代人材育成
による事業拡大

ひまわり経営サポー
ト株式会社

3035120065 山口県 株式会社カワテツ 8250001000883
社会インフラの安心安全の為のグラウトアンカー用マンショ
ンの生産プロセスの構築

株式会社西京銀行

3035120066 山口県 高橋鉄工株式会社 5250001008995
ネットワーク技術・自動化技術を活用した金型生産システム
の構築

株式会社山口銀行

3035120067 山口県 株式会社ヤナギヤ 8250001003655
食品工場用生産性向上設備としてダンボール開梱装置の試
作研究開発

株式会社山口銀行
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3035120069 山口県 協和ファインテック株式会社 7260001002095 高摩耗フィラーに対するギヤポンプの耐久性向上 株式会社山口銀行

3035120070 山口県 株式会社芳川鉄工所 5250001010365
ワイヤ放電加工機導入による製鉄所部品の合理的生産方
法の確立

株式会社山口銀行

3035120072 山口県 有限会社マリンテクノ 4250002015942
新生産管理システム導入による鉄道車両用多品種・少量部
品の生産性向上と販路開拓

株式会社西京銀行

3035120073 山口県 日進電気工事株式会社 2250001011564
トランスフォーマー型重機導入による送電鉄塔建替工事の
生産性向上

株式会社西京銀行

3035120077 山口県 株式会社サイテック 8250001012301 ＮＣ内面研削盤の導入による生産性の向上と能力強化 株式会社山口銀行

3035120078 山口県 株式会社大一商店 8250001008002
商品選別ライン導入による生産性向上を通じた自社ブランド
商品の売上拡大

萩山口信用金庫

3035120083 山口県 有限会社壽工業 2250002006836 コンクリート膨張試験器具の製造
税理士法人新山口
会計

3035120084 山口県 有限会社みつや・トロアメゾン 6250002006444
新発想！生シュウロールをクッキーに商品化する技術課題
の解決と商圏拡大

株式会社西京銀行

3035120086 山口県 株式会社タナカ工業 8250001004100 パレットチェンジャー導入による切断加工工程の自動化
株式会社山口経営
サポート

3035120087 山口県 有限会社プチシャトー 3250002014029
新事業に取組むことで、閑散期の事業拡大及び、生産性向
上を目指すアイス菓子の製品化

株式会社山口銀行

3035120089 山口県 有限会社米本重建 2250002003965 最新の管内検査カメラシステムの導入による競争力向上 防府商工会議所

3035120091 山口県 株式会社大野製作所 6250001011247
ファイバーレーザー溶接機導入による溶接技術の高度化と
受注拡大

株式会社広島銀行

3035120095 山口県 イワキ測量設計株式会社 4250001012395
最新測量連動システムの導入により測量の生産性を向上さ
せ新規採用を実現

東山口信用金庫

3035120096 山口県 下関水陸物産株式会社 2250001005673
新製品雲丹まぜご飯の素の完全内製化を実現する生産プロ
セスの改善

株式会社山口銀行

3035120098 山口県 株式会社梅本商会 1250001009411
生産管理システム導入による鋼材販売サービス業務の効率
化と高付加価値サービスの提供

株式会社西京銀行

3035120099 山口県 共和林業株式会社 9250001006616
自動送材車を導入し、新規取引先獲得、従業員育成、受注
機会損失防止を図る

株式会社山口銀行

3035120100 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865 プレミアム発泡性日本酒の品質安定性と生産性向上 株式会社山口銀行

3035120103 山口県 有限会社タイセイ電機 7250002019742
制御盤製造技術を活かした自動中板穿孔機の開発、組立、
販売

株式会社西京銀行

3035120107 山口県 株式会社ミヤハラ 8250001009735
高剛性・高精度機械導入による遮断弁加工の最新ＮＣ化実
現と事業拡大への挑戦

株式会社山口銀行

3035120108 山口県 有限会社茜屋 2250002000038
小魚用フィレーマシンの導入による生産性向上と新製品開
発

株式会社山口銀行

3035120109 山口県 株式会社ブンシジャパン 1250001010088
自社開発商品の消耗資材内製化による、生産・品質の安定
化と経営力の向上

株式会社商工組合
中央金庫

3035120111 山口県 株式会社蟹屋 2250001005252
フグの白子を活用した新商品の開発及び最新機器導入によ
る製造ラインの安定化と効率化

株式会社西京銀行

3035120114 山口県 合同会社おさかなフーズ 9250003000831
食品ロス対応型ブランド魚の水産加工品による冷凍売り場
の創造と海外販路展開

株式会社商工組合
中央金庫

3035120120 山口県 株式会社迫田精機 7250001008498
旋盤の導入による生産性の向上と機会損失の解消による受
注の増加

株式会社西京銀行

3035120121 山口県 有限会社アイティーキューブ 5250002019496
クラウドとＡＩの連携による複数倉庫一元管理および物流管
理の最適化・自動化

谷間修裕

3035120123 山口県 有限会社橋本設備工業所 1250002003330
高効率な配管工事を可能とする溶接不要フレア配管システ
ムの導入

防府商工会議所

3035120125 山口県 光浦醸造工業株式会社 8250001002269
少量多品種の麹加工品および麹の安定的な製造を可能に
する製麴装置と真空包装機の導入

株式会社山口銀行

3035120126 山口県 有限会社フジカワ 8250002017118
耐久性・強度に優れた水道配管エスロンハイパー管取替工
事への進出

東山口信用金庫

3035120127 山口県 若新株式会社 9250001000866
瞬冷まるで活造り！の開発と超低温保存及びネット販売へ
の展開

株式会社山口銀行

3035120128 山口県 株式会社大津屋 4250001005192
多様なボトリング製品に対応した加熱充填ラインの導入によ
る販売強化

西中国信用金庫

3035120129 山口県 松永貨物有限会社 5250002003491
解体工事から廃棄される廃瓦を原料に瓦チップ製造と販路
拡大への取り組み

税理士法人いそべ

3035120130 山口県 シンテック株式会社 2250001012703
液晶技術を応用した特殊レンズ設計ソフトの新規開発による
新事業展開

株式会社山口銀行

3035120131 山口県 衣類のお医者さんおべべ
高性能ドライ機導入による生産性及び品質の向上、環境負
荷の低減

株式会社西京銀行

3035120132 山口県 白井興業株式会社 2250001010236
山口県産水素エネルギー普及に向けた、新素材高圧水素
用ステンレス鋼の高効率加工の実現

株式会社山口銀行

3035120135 山口県 あさひ製菓株式会社 3250001012388
美と健康をテーマとしたお菓子で“おとな需要”を取り込む菓
子開発

株式会社山口銀行

3035120138 山口県 岩本建装
金属塗装技術の高度化と生産プロセス改善による受注拡大
と家具製造事業への参入

萩山口信用金庫

3035120141 山口県 徳山興産株式会社 5250001009069
最先端自動穴開け加工機増設による顧客増産要請への対
応と独走的な事業展開

株式会社山口銀行

3035120151 山口県 三輝トラスト株式会社 9250001015880
林業機械　ザウルスロボ　の導入による木質チップ新規事業
展開

株式会社山口銀行

3035120152 山口県 株式会社グランドチーフ 7250002018100
新型厨房機器の導入で生産性向上を図り顧客回転率と顧
客満足度を向上させる

株式会社山口銀行

3035120154 山口県 株式会社医療福祉工学研究所 8250001004232 遠隔画像診断事業における地域医療連携の推進事業 株式会社山口銀行

3035120155 山口県 株式会社サン工業 6250001004580
サンドブラストと移動式テント導入による工程改善で生産性
向上

木下敏彦

3035120156 山口県 株式会社高田 7250001016749
高付加価値スイーツの自社提供体制構築によるブランド強
化及び経営効率化

株式会社山口銀行

3035120157 山口県 株式会社山田事務所 2250001009690
山口県初インバウンド需要も見込める知育と健康がテーマ
の遊び場事業

松山亮樹

3035120161 山口県 株式会社本多屋 5250001001397
需要拡大に対応するロータリー真空包装機導入による生産
プロセスの改善

萩山口信用金庫

3035120162 山口県 株式会社木原製作所 3250001000178
海外展開に必要不可欠な生産能力向上を実現させるメカ式
シャーリングの導入

株式会社山口銀行

3035120163 山口県 株式会社伸和精工 2250001013379
主軸移動型（スイス型）精密ＮＣ旋盤の導入による超精密部
品量産体制の確立

有限会社柳川経営
研究所

3035120166 山口県 株式会社弘津工業 3250001014129
新たなニーズに対応するテーパーカッター導入による生産プ
ロセスの構築

株式会社広島銀行

3035120167 山口県 竹和工業株式会社 3250001009574
ボトルネック工程の生産性向上を図ることによる新規業務の
拡大

株式会社山口銀行

3035120168 山口県 ＪＡＳＩ株式会社 3120101047173
高性能・短納期・低コストを実現する革新的ダイアフラムの
開発

株式会社山口銀行
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