
（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

1 3047110004 沖縄県 株式会社ＭｅｔａｌＷｏｒｋ沖縄 9360001017858 曲げ加工増産効率化 税理士法人那覇中央会計

2 3047110007 沖縄県 沖縄県酒造協同組合 1360005000586 生産工程の機械設備導入による省力化、作業効率の改善 仲村渠文孝

3 3047120001 沖縄県 丸正印刷株式会社 3360001005109 エラー原因徹底追究で不良撲滅とパッケージ印刷事業拡大 株式会社琉球銀行

4 3047120002 沖縄県 さわのや
新機械導入による急速冷凍じゅーしぃおにぎりの増産体制
構築

沖縄県商工会連合会

5 3047120005 沖縄県 請福酒造有限会社 1360002021263
沖縄県産の甘藷と沖縄県産黒糖で造るイムゲーの蒸留効
率と品質向上

沖縄県商工会連合会

6 3047120006 沖縄県 有限会社気流 6360002007167
曲げ加工の工程改善による生産性の向上および競争力強
化計画

株式会社エフアンドエム

7 3047120007 沖縄県 有限会社うえざと木工 7360002021737
クラウドシステムを取り入れた裏方業務の改革によるものづ
くり

加古篤志

8 3047120014 沖縄県 有限会社豊政建設工業 8360002007289 新型シャーリングの導入による生産性向上と収益力強化 沖縄県商工会連合会

9 3047120017 沖縄県 株式会社名護鉄工所 1360001009012
一次加工工程の生産性向上と効率的な製造プロセスの確
立

株式会社商工組合中央金庫

10 3047120023 沖縄県 光文堂コミュニケーションズ株式会社 3360001006461
プリントオンデマンド機導入による小ロット印刷物の販路拡
大と収益の向上

株式会社沖縄銀行

11 3047120024 沖縄県 株式会社宮昌工業 7360001006581
品質及び生産性の向上のための新型ショットブラスト機の導
入

仲里善徳

12 3047120025 沖縄県 有限会社マルミネ産業 6360002010798
主要原材料であるもずくの高付加価値化への製造体制整備
事業

沖縄県商工会連合会

13 3047120028 沖縄県 有限会社真鶴木工所 1360002013112
沖縄を養蜂Ｎо.１県に！需要高まる養蜂家向けラク持ち巣
箱の新展開

株式会社琉球銀行

14 3047120031 沖縄県 株式会社ＨＰＣ沖縄 5360001018827 外壁耐火用超薄肉コンクリート板の試作品開発 米本合同税理士法人

15 3047120032 沖縄県 有限会社共和鈑金 1360002007171 曲げ工程の刷新による生産性向上と競争優位の確立 株式会社琉球銀行

16 3047120034 沖縄県 沖縄食鶏加工株式会社 1360001000409
従業員の業務効率化及び品質改善による鶏肉加工品の付
加価値向上

株式会社琉球銀行

17 3047120036 沖縄県 株式会社那覇王冠 1360001012008
鋼板裁断作業の機械化による、少量サイズ缶の生産プロセ
スの改善

株式会社琉球銀行

18 3047120038 沖縄県 砂辺スマイル歯科医院
デジタルが歯科医療を変える 正確な診断を用いた高精度な
治療法

沖縄県商工会連合会

19 3047120039 沖縄県 有限会社石川種麹店 4360002019049 種麹の製造に係る製造環境の整備 沖縄県商工会連合会

20 3047120042 沖縄県 沖縄鋳鉄工業株式会社 6360001004306 鉄粉除去付破砕装置による溶解滓を２㎜以下へ破砕する。 税理士法人ビジネスパートナー

21 3047120043 沖縄県 株式会社沖縄ウコン堂 3360001010018 機械化による労働生産性向上及び人的資源の最適化 沖縄県商工会連合会

22 3047120044 沖縄県 ちはる歯科 高齢化社会に対応した「かかりつけ医」機能の強化 株式会社おきなわ中小企業サポーター

23 3047120045 沖縄県 株式会社プルアラウンド 5360001022267
泡盛黒麹ベーグル（パン）の卸先増加に伴う大量製造、保存
の実現

浦添商工会議所

24 3047120050 沖縄県 株式会社ＤＥＮＴ－ＥＡＳＥ 4360001007797 歯科矯正技工の革新的生産性の向上 沖縄商工会議所

25 3047120051 沖縄県 株式会社寄宮 8360001002150
リキッド凍結技術の導入による食材・加工食品の海外・県外
展開

株式会社沖縄銀行

26 3047120053 沖縄県 有限会社兼城畳産業 3360002013259 畳における新たなニーズへの対応と生産性の向上 沖縄県商工会連合会

27 3047120054 沖縄県 錦屋旗店株式会社 4360001015098
アパレル製品完全内製化による顧客満足度向上とＱＣＤ向
上

那覇商工会議所

28 3047120057 沖縄県 株式会社オカベメンテ 8360001021200
３Ｄスキャナ技術を活用した、施工シュミレーションモデルの
活用技術サービス

株式会社琉球銀行

29 3047120063 沖縄県 株式会社あべりあ 9360001024664 製造能力の底上げとロスコスト削減のための設備投資 株式会社琉球銀行

30 3047120065 沖縄県 株式会社開邦工業 5360001008019
高性能分級機を用いたＪＩＳⅠ種フライアッシュの試作開発と
事業化

キムタカ税理士法人

31 3047120066 沖縄県 野崎木工株式会社 3360001024983
ＮＣルーターによる切削技術の高度化とＣＬＴによる店舗内
装事業の新展開

株式会社沖縄海邦銀行

32 3047120068 沖縄県 株式会社オーシャン 3360001020108
設計デザイン業務の積極化と若手人材の労働生産性向上
の取組

コザ信用金庫

33 3047120072 沖縄県 株式会社トランク 2360001016957
街のケーキ屋から製造メーカーへ展開する為の洋菓子生産
効率の改善

株式会社鹿児島銀行

34 3047120073 沖縄県 有限会社ステージング・オキナワ 8360002013386
最新ラインアレイスピーカー導入による事業拡大・固定費削
減計画

糸満克哉

35 3047120076 沖縄県 有限会社高江木工 3360002013985
軸傾斜加工機導入による複雑かつ高精度を要す高付加価
値組子事業

株式会社沖縄海邦銀行

36 3047120079 沖縄県 大城海産物加工所
沖縄県産の「島唐辛子」等の農産物・海産物加工の安心・安
全な製造環境の整備

沖縄県商工会連合会

37 3047120080 沖縄県 有限会社グリーンフィールド 2360002009522
カット野菜の品質管理を効率化するための最新設備導入事
業

株式会社琉球銀行

38 3047120082 沖縄県 有限会社オキメタルワーク 2360002019117 生産工程の改善によるサイン製造事業の強化と収益性向上 沖縄県商工会連合会

39 3047120084 沖縄県 拓南製鐵株式会社 2360001001364
蛍光Ｘ線分析装置導入による製品試験の短時間化及び簡
略化

山内眞樹

40 3047120085 沖縄県 拓南製作所株式会社 4360001008952 溶接ロボットの導入による溶接作業の効率化及び高品質化 山内眞樹

41 3047120091 沖縄県 株式会社やまき 8360001005376 ダクト製造工程の刷新による生産性向上と競争優位の確立 大串智之

42 3047120096 沖縄県 株式会社高安工務店 9360001006051 鉄筋曲げ工程の刷新による生産性向上と競争優位の強化 大串智之

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

沖縄県採択案件一覧（42者）

平成３０年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」については、
平成３１年２月１８日（月）から令和元年５月８日（水）（電子申請：５月１０日（月））までの
期間において公募を行いましたところ、全国で１４，９２７者の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、
当地域事務局では以下のとおり４２者を採択することといたしました。（早期採択分の２者を含む。）


