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
島根県採択案件一覧（47件/47事業者）
公募回：１次公募
受付番号

（受付番号順）
都道府県

申請者名称

法人番号

1 2932110001

島根県

北陽技建株式会社

7280001003389

2 2932110002

島根県

株式会社ＤＥタカキ

4280001007285

3 2932110004

島根県

有限会社小村産業

9280002005300

4 2932110005

島根県

株式会社ロジ・サイエンス

6280001003349

5 2932110006

島根県

堀江化工株式会社

9280001004617

6 2932110007

島根県

株式会社ヨシカワ機械

3280001003343

7 2932110008

島根県

有限会社石川鉄工

9280002000169

8 2932110009

島根県

株式会社プラテックヤマヨシ

2280001000639

9 2932110010

島根県

有限会社田中工業

4280002011402

10 2932110011

島根県

伊藤畳店

11 2932110013

島根県

有限会社中田製作所

3280002006386

12 2932110014

島根県

有限会社桜江町桑茶生産組合

1280002009374

13 2932110018

島根県

株式会社水利工材

4280001003945

14 2932110019

島根県

株式会社秦鉄工所

9280001003511

15 2932110022

島根県

大竹屋

16 2932110023

島根県

有限会社ＩＭＳ

8280002007355

17 2932110026

島根県

一宮酒造有限会社

3280002007491

18 2932110027

島根県

ＴＯＰ

19 2932110028

島根県

有限会社日高林産

5280002009619

20 2932110029

島根県

株式会社大勢シェル

4190001015363

21 2932110030

島根県

玉櫻酒造有限会社

1280002009597

22 2932110032

島根県

松江山本金属株式会社

4120001197084

23 2932110034

島根県

株式会社協栄ファスナー工業

2280001005712

24 2932110035

島根県

有限会社湖南ラボ

4280002000834

25 2932110036

島根県

須山木材株式会社

6280001003225

26 2932110039

島根県

株式会社コダマサイエンス

2280001000911

27 2932110040

島根県

浅利観光株式会社

5280001004645

28 2932110043

島根県

出雲カーボン株式会社

4280001004084

29 2932110047

島根県

株式会社ＨＩＲＯ産業

6280001006434

30 2932110050

島根県

アケボノ株式会社

1280001004962

31 2932110051

島根県

株式会社カガヤキ

9280001006398

32 2932110055

島根県

山陰名産來間屋生姜糖本舗

33 2932110056

島根県

ティントノコ

34 2932110057

島根県

株式会社エーエム工業

35 2932110058

島根県

河野乾魚店

36 2932110059

島根県

吉田酒造株式会社

4280001002484

37 2932110060

島根県

長谷川製パン有限会社

6280002004742

38 2932110061

島根県

株式会社三光電子製作所

3240001003974

39 2932110062

島根県

株式会社酒持田本店

5280001003639

40 2932110064

島根県

菱南電装株式会社

7140001062325

41 2932110066

島根県

有限会社石東林業商会

2280002007666

42 2932110067

島根県

株式会社ハードリーフクリエイト

5280001006815

43 2932110068

島根県

有限会社井上醤油店

9280002011629

44 2932110069

島根県

株式会社ダサイ

9280001004749

45 2932110070

島根県

高田精機

46 2932110071

島根県

オーエム金属工業株式会社

7280001000907

47 2932110073

島根県

トップ金属工業株式会社

7122001015644

1280001004913

事業計画名
３次元データを活用できる技術体制を確立し、ｉ－Ｃｏ
ｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの対応でリードする
農機具向け中型サイズ金属加工部品の高精度化と短納期
の実現
生産力強化による受注ロス解消と古民家リフォーム事業
への展開
最新画像検査機導入により、『流出不良０件』を目指
し、信頼と安心、顧客満足度を上げ受注力強化
板状鉱物の粉砕・水簸処理による高機能素材の製造
ロボット産業の次世代を見越した、競争力強化の為の設
備投資
ステンレス製高欄の生産体制構築による、新たな収益基
盤の獲得
活性化する地域製造業の需要に対応するための高速高性
能射出成形機の導入
鋼板切断機械の導入により加工能力を向上させ、設備製
作から修理までの包括的サービス提供を目指す
最新框縫機導入による生産リードタイム短縮と新畳の販
路拡大
高付加価値の製造装置用主要部品加工へ対応する為の設
備投資
オーガニックを中心とした健康食品の販路拡大と生産プ
ロセス確立
特殊ドリルマシン導入による生産性拡大とニッチ物件対
応の強化
多面パレット式マシニングセンタ導入に伴う無人運転推
進と生産プロセス改善
漁師ノウハウと新設備導入による「漁師めし」の新商品
開発事業
新たな溶接設備導入により、利益を生み出す溶接工程の
構築
海外営業力強化に伴う洗瓶・瓶詰ライン設置による生産
性向上事業
ドローンを活用した効率的な測量と撮影技術を活かした
新規顧客獲得事業
木材乾燥機導入による生産性と品質向上による木材製品
の付加価値の増大
下型反転式水平割造型機の開発による量産中子の生産性
向上及び低コスト化
生産設備更新等による生産性と品質の向上ならびに熟成
酒の本格生産
工程集約型複合旋盤ロボットシステム導入による生産性
向上
サーボプレスを活用した溶接レス工法による自動車等向
け高精度板バンド開発
顎口腔系機能障害の治療に有効な歯科技工物への対応力
強化
ロボット型自動羽柄加工機導入による生産向上化
サービス品質向上に向けたタブレットを活用した営業
ツールの開発
宿泊施設の生産性・サービス品質の向上並びに新たな宿
泊形態の提供
調湿木炭を家庭用小物商品として拡販するための異物除
去工程の導入
水処理分野の装置製作を通じ、顧客への一貫サービス提
供を目指す。
ＮＣデータ作成システム、ＣＡＭ－ＴＯＯＬを利用した
鏡面金型の試作・開発
島根県初ＵＶ印刷機導入によるオリジナル商品開発から
販路開拓事業
両ひねり包装機導入による生産性向上と販路拡大のため
の基盤整備
全自動裁断システム導入による生産効率の向上と多品
種・小ロット化への対応強化
立型マシニングセンターを活用した複合多工程品の高度
工程集約による試作開発
冷凍保存できる食味の良い「のどぐろの肝」の商品化を
目指した３Ｄ冷凍機導入事業
四季醸造体制を構築し高品質清酒製造の追求を行い、海
外販路拡大を狙う
直営小売店の営業力強化と顧客ニーズにあったパンの多
品種生産体制の構築
電線加工の機械化による社員の残業削減と新規顧客の開
拓
仕込・瓶詰め・貯蔵設備改善による酒造りフローの生産
性向上と競争力強化
ワイヤハーネスの図面作成自動化による受注機会拡大、
および製造の短納期化を実現する事業

認定支援機関名
株式会社島根銀行 出雲支店
公益財団法人しまね産業振興財団
株式会社山陰合同銀行 島根医大通支店
株式会社山陰合同銀行 出雲支店
公益財団法人しまね産業振興財団
吾郷紘一
株式会社山陰合同銀行 古志原支店
株式会社島根銀行 山代支店
雲南市商工会
平田商工会議所
株式会社山陰合同銀行 平田支店
公益財団法人しまね産業振興財団
大田商工会議所
出雲商工会
斐川町商工会
斐川町商工会
大田商工会議所
美濃商工会
邑南町商工会
公益財団法人しまね産業振興財団
邑南町商工会
公益財団法人しまね産業振興財団
公益財団法人しまね産業振興財団
松江商工会議所
公益財団法人しまね産業振興財団
株式会社商工組合中央金庫 松江支店
公益財団法人しまね産業振興財団
株式会社山陰合同銀行 島根医大通支店
株式会社山陰合同銀行 出雲支店
公益財団法人しまね産業振興財団、株式
会社山陰合同銀行 益田支店
斐川町商工会
平田商工会議所
平田商工会議所
公益財団法人しまね産業振興財団
公益財団法人しまね産業振興財団、日本
海信用金庫 長浜支店
安来市商工会
安来市商工会
公益財団法人広島市産業振興センター
平田商工会議所
株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサル
タンツ

木材乾燥工程の製造プロセス改善による競争力強化事業 大田商工会議所
手づくり冷凍ピザの製造プロセス改善による安全面と生
産性の向上
新商品開発、販路拡大のための、衛生環境整備、生産ラ
イン自動化の取組み
複雑形状加工部品の高精度かつ迅速な精度保証実現プロ
ジェクト
小規模の強みを生かし、拡大を続ける電子部品市場にシ
フトした加工体制を構築
鋳物生産プロセスへの最新鋭自動化設備導入による生産
効率の改善
非接触式計測機器を用いた金型製造技術向上化事業

大田商工会議所
奥出雲町商工会
株式会社山陰合同銀行 江津支店、公益
財団法人しまね産業振興財団
株式会社島根銀行 斐川支店
まつえ南商工会
公益財団法人しまね産業振興財団

