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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

1 3041110002 佐賀県 ミナノ精工株式会社 3300001003349
取引ユーザーの素材変更等に対応するための精密平面研
削盤の導入

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

2 3041110003 佐賀県 サガ・コア＆カッター工業株式会社 3300001008315
舗装盤切断工事で発生する汚泥の現場内中間処理による
作業効率の改善

佐賀県商工会連合会

3 3041110001 佐賀県 有限会社菓心まるいち 6300002000284 製あん技術の伝承に必要な全自動製あん設備の導入計画 佐賀信用金庫

4 3041110004 佐賀県 株式会社日商機材 8290001062004
溶接ロボットシステム導入による受注増、作業員不足への
対応

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

5 3041120007 佐賀県 有限会社ケイズテック 6300002000458
ものづくりを支える高強度ボルトの高精度及び短納期を実現
する生産体制の構築

佐賀商工会議所

6 3041120008 佐賀県 ケイエスケイツール株式会社 4300001003686 小型切削工具の高精度計測技術の確立と生産性向上 今村英恭

7 3041120010 佐賀県 有限会社林田鉄工所 9300002010867
溶接ロボット導入による、鉄骨建築物の梁と柱の一括製造
事業の展開

佐賀県商工会連合会

8 3041120011 佐賀県 有限会社ブラステム 3300002001310
多関節ロボットの導入による溶射工程の生産性の向上と作
業環境の改善

株式会社西日本シティ銀行

9 3041120012 佐賀県 日興食品株式会社 3300001003737
カメラ画像処理によるみかん果肉選別機を導入し生産力の
アップを図る

株式会社佐賀銀行

10 3041120013 佐賀県 有限会社佳工業 1290002054535
パーツで輸送し、現地で組み立て可能な大型現場家具の開
発

大川信用金庫

11 3041120019 佐賀県 株式会社有明エンジニアリング 5300001004196
災害対応ニーズの高まりに対応するための土木測量・設計
工程の改善計画

株式会社エフアンドエム

12 3041120024 佐賀県 有限会社佐賀有薗義肢製作所 7300002002057
足底装具の製造工程の自動化により品質の安定と生産性
の向上を図る

株式会社佐賀共栄銀行

13 3041120028 佐賀県 株式会社大森工業 7300001007445
汎用旋盤導入と熟練職人の育成によるバルブ業界等への
新規参入

佐賀県商工会連合会

14 3041120029 佐賀県 丸久鋼材株式会社 3290001049617
平板自動開先加工機導入による生産プロセス改善と生産性
向上事業

株式会社筑邦銀行

15 3041120030 佐賀県 大塚米穀店
独自の精麦技術による商品開発及び麦生産農家の販路拡
大支援

佐賀県商工会連合会

16 3041120031 佐賀県 宮島醤油株式会社 2300001007367
シュリンク装着自動挿入機の導入による生産性向上と働き
方改革の実現

株式会社佐賀銀行

17 3041120032 佐賀県 ヨシミ精機
簡単段取による長物部品加工で生産性向上・売上増大によ
る雇用拡大

株式会社佐賀共栄銀行

18 3041120033 佐賀県 株式会社ジェイ・テック 6300001007413
オンデマンド型製箱機導入による生産プロセスの改善と極
小ロット生産対応

株式会社福岡銀行

19 3041120038 佐賀県 天山酒造株式会社 9300001003293
スパークリング日本酒製造のＩｏＴ化による海外ワイン市場へ
の挑戦

株式会社佐賀銀行

20 3041120039 佐賀県 株式会社コガ・テック 9300001004259
新型プレスブレーキによる曲げ加工の高度化、高精度加工
への挑戦

米倉博彦

21 3041120041 佐賀県 日研カシマ株式会社 3200001021492
乾式混合装置を用いた複合酸化物系無機顔料の生産プロ
セス強化

東濃信用金庫

22 3041120042 佐賀県 株式会社唐津プレシジョン 8010401007379
研削工程の効率化・精度安定・属人化解消に向けたＣＮＣ内
面研削盤の導入。

唐津商工会議所

23 3041120043 佐賀県 株式会社塚本鐵筋 1300001009629
国体や空港拡張といった重要都市インフラ開発案件への効
率的な高強度鉄筋の提供

佐賀東信用組合

24 3041120044 佐賀県 松浦一酒造株式会社 3300001005634
美味しさ逃さず　瓶詰め工程を効率化！！　人手不足に負
けない生産体制構築

伊万里信用金庫

25 3041120045 佐賀県 株式会社中村米穀 6300001010367
革新的な選別米で地元生産者の価値向上と販路拡大体制
の確立

税理士法人アップパートナーズ

26 3041120047 佐賀県 株式会社ガルト 1300001001131
おもてなしの心を支える一点物家具生産を可能にする生産
工程改善

佐賀商工会議所

27 3041120048 佐賀県 株式会社音成印刷 2300001003275
ＩＴ導入による革新的な新事業展開と作業進捗の見える化に
よる生産性向上計画

佐賀県商工会連合会

28 3041120051 佐賀県 武井電機工業株式会社 8300001006891
三次元測定機導入による精密部品の品質向上及びコスト競
争力の強化

株式会社筑邦銀行

29 3041120058 佐賀県 有限会社井上製麺 8300002004044
冬場の需要開拓としての鍋の〆専用「すきしゃぶ素麺」の開
発

佐賀県商工会連合会

30 3041120059 佐賀県 株式会社福糧 1290001050312
高級焼酎用精米における自動搬送ロボット導入による生産
性の向上

ザグ・インスティチュート有限会社

31 3041120060 佐賀県 株式会社満生板金工業 4300001010088
最新型動力折曲機導入による製造能力向上および高品質
化計画

株式会社筑邦銀行

32 3041120064 佐賀県 株式会社福田鉄筋工業 7300001001373
高強度・太鉄筋曲げの自動化によるランドマーク開発の効
率化

佐賀信用金庫

33 3041120067 佐賀県 株式会社セイブ 8300001005745
ロボットを使ったガイシ検査の自動化で人の目に頼らない検
査を実現

有田商工会議所

34 3041120068 佐賀県 アートキャンディ株式会社 6012401002725
プラチョコ製造工程の省人化を実現する自動圧延供給機の
導入

株式会社商工組合中央金庫

35 3041120070 佐賀県 美光九州株式会社 7300001004442
３Ｄプリンター導入による表面加工工程開発期間の革新的
短縮化

株式会社商工組合中央金庫

36 3041120072 佐賀県 株式会社山口新建木材センター 3300001001047 「天然葉枯らしハイブリッド乾燥佐賀県産木材」開発事業 古賀直

37 3041120074 佐賀県 有限会社坂本自動ドア製作所 3300002001921
自動位置決め定寸装置と高速切断機導入による多能工化
と生産性向上

佐賀県商工会連合会

38 3041120076 佐賀県 有限会社白石鋼業 9300002007186
溶接ロボット導入による丸柱溶接技術の高度化と生産性向
上の取組み

佐賀県商工会連合会

39 3041120080 佐賀県 有限会社アリアケ精機 3300002007142
ロータリー平面研削盤による舶用エンジン部品の高精度研
削技術の確立

佐賀県商工会連合会

40 3041120082 佐賀県 合資会社基山商店 1300003000503
迅速アルコール測定システムと大型低温庫を用いた高品質
商品の安定生産によるブランド確立

沼田浩一郎

41 3041120084 佐賀県 株式会社森光商店 2290001049700
フルカラーデジタル選別機導入による高品質化及び生産性
向上事業

株式会社筑邦銀行

42 3041120085 佐賀県 小吉プレス工業
人に優しいエコ加工！！ 絞り工程の段取り削除で実現する
高付加価値プレス

宮﨑正弘

43 3041120088 佐賀県 有限会社浦田造船所 1300002007656
３Ｄで拓く！！　次世代プレジャーボートのリバースエンジニ
アリング

伊万里信用金庫

44 3041120090 佐賀県 ＳＷＥＥＴＳＨＯＰ　ＴＡＫＡ
自家製粉小麦粉を用いた高付加価値・差別化商品の製造
販売計画

鳥栖商工会議所

45 3041120092 佐賀県 ポアソン洋菓子店
オーダーメイド商品の開発と、職人の人手不足解消による機
械導入

鳥栖商工会議所

46 3041120093 佐賀県 国際技術コンサルタント株式会社 8300001000300
ドローンと可搬型の３Ｄレーザースキャナを活用した測量の
生産性向上

米倉博彦

47 3041120094 佐賀県 有限会社李莊窯業所 3300002008611
最新型ガス炉自動制御盤導入による圧倒的差別化製品の
開発と生産性向上

谷口茂雅

48 3041120096 佐賀県 株式会社合瀬製作所 9300001006932 大型ＣＮＣ旋盤の導入による事業拡大 株式会社佐賀銀行

49 3041120097 佐賀県 株式会社ＰＡＴ 4300001009015
半導体封止材用原料の金属異物混入低減対策による高品
質化

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

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

佐賀県採択案件一覧（53者）
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50 3041120100 佐賀県 富久千代酒造有限会社 3300002006870
新型充填機導入による商品の高品質・高付加価値化および
リスク回避への取り組み

株式会社商工組合中央金庫

51 3041120101 佐賀県 矢野酒造株式会社 9300001004993
アジア市場向け世界基準のフルーティな純米吟醸酒「蔵心」
の開発

税理士法人武雄中央会計事務所

52 3041120102 佐賀県 株式会社シマブン 9290001048968
屋外グレーチング市場向け新製品投入のための金属鋼材
の自動切断機導入

株式会社ＤＡＮ

53 3041120108 佐賀県 西部木材工業
環境に優しい「木杭」の生産プロセス改善による生産性の向
上

佐賀県商工会連合会


