


補助金の獲得に向けてお手伝いします！
～この 10年間に 147件、総額 16億 6百万円（申請額）の補助金獲得を支援しました～

２９年度「採択実績」のご紹介
地域活性化センター技術開発助成金
〔対　象〕環境リサイクル産業等の研究開発
〔助成額〕10 0 万円以内（経費の２分の１以内）

〔対　象〕新技術、新商品開発
〔助成額〕３００万円以内（経費の２分の１以内）

大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金

ＫＭアルミニウム(株) (株)四ツ山食品
(株)カネヤス
(株)九州テクノサービス

お菓子のキタハラ
トータルケア・システム(株)
(有)津留製菓　

(株)総本家黒田家

国のものづくり補助金
〔対　象〕試作品・新サービス開発・設備投資等　〔助成額〕1 ,0 0 0 万円以内（経費の 3分の 2以内）

（ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金：経済産業省）

(株)いなだ豆
中島物産(株)

中島物産(株)

トータルケア・システム㈱

㈲大牟田エコクリーン、メタウォーター㈱ほか

I＆Tニューマテリアルズ㈱

室町ケミカル㈱                        旭精機㈱                                田村㈱                                        ウエイクフィールド㈱
信号電材㈱                        ㈲大牟田エコクリーン                  九州エレクトロン㈱                          ㈱山本製作所
㈲徳永鉄工所                        エーアンドオーエンジニアリング㈱ 
㈲石橋屋                                      ㈱九州パッキング製作所                  精巧印刷㈱                          ㈱松正
信号電材㈱                        ㈲港工作所                                 トータルケア・システム㈱            ㈱ランド・クリエイティブ
柴田産業㈱                        ウメザキシートメタル㈱                  ㈲ユ－・ピー・アート                          ㈲大創工芸
ジャパンソーラーファクトリー㈱  
㈱コミヤ                                      ㈱中嶋建設                                ㈲ＳＯＬＩＣ                          矢部川電気工業㈱
信号電材㈱ 　　　　　　　 ㈲有明乳業                                大福商事㈱                          江の浦海苔本舗
成和機工㈲                        やきとり二番                                あつさか歯科クリニック           ㈱旭精機
㈱大潮                                      オギハラ食品㈱  
㈲大牟田鉄骨                        ㈲大牟田技工センター                  ダイチ㈱                          ㈱メディカルフーズみのりや
㈲田島鉄工建設                        大福商事㈱                                大川歯科医院                          ㈲シンサリティー・サービス
㈱乗富鉄工所                        ㈲山田屋茶舗                          ㈲大石工業                          松尾産業㈱

佐東ウェルディング
(株)もんどＦ.Ｄカンパニー

(有)宮﨑蒲鉾
(有)清柳食産

(有)田島鉄工建設
(株)アート

これまでの国のものづくり補助金採択実績（平成２５年度～２８年度）４９件
25年度

26年度

27年度

28年度

K－ＲＩＰプロジェクト助成(九州環境エネルギー産業推進機構)
〔対　象〕可能性調査事業、製品開発事業、既存製品事業等、なおＫ－RIP の会員であること
〔助成額〕1 0 0万円（10 分の10補助）

継続採択事業
サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業：経済産業省）（平成28年度から継続）

平成28年度福岡県リサイクル総合研究事業化センター研究会（平成28年度から継続）

30 年度の「主な補助金」のご紹介（予定）
※事業名(補助金上限、補助率)  補助金・事業の内容は変更となる場合があります。

＜設備投資に関するもの＞

＜販売促進等に関するもの＞

＜技術・研究開発に関するもの＞

省エネ補助金（100万円～20億円、1/3）
大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成金（300万円、1/2）
地域活性化センター技術開発助成金（100万円、1/2）
キューテック研究開発助成金 （500万円、1/2）業務改善助成金（50～200万円、7/10～4/5）

Ｉ Ｔ導入補助金 （20～100万円、 2/3）

小規模事業者持続化補助金（50万円、2/3）
大牟田市新商品開発・販売力強化補助金（10万円、1/2）
大牟田市起業家支援補助金

戦略的基盤技術高度化支援事業（9,750万円/3年、2/3）
福岡県ものづくり補助金  （500万円、1/2）

（創業費 ：50万円、1/2・家賃：5万円/月×12か月、1/2）

福岡先端ものづくりカイゼン促進・雇用創造プロジェクト

大牟田市地域企業魅力発信支援事業（10万円、1/2～2/3）
大牟田市まちづくり基金事業・中心市街地空き店舗改修事業

（社員レベルアップ研修助成金、新規雇用者育成助成金等）

申請時期など未定ですので、まずは活性化センターへ
お気軽にご相談ください。

（200万円、1/3）

<その他>



～採択を受けた方の声をご紹介～
トータルケア・システム㈱

　28年度サポイン事業に採択され、現在、
完結型マテリアルリサイクルシステム開発
を行っています。

代表取締役　長　武志
完結型マテリアルリサイクルへ！

　平成29年12月には地域経済牽引
事業の担い手の候補となる地域の中核
企業として、経産省から「地域未来牽
引企業」に選定されました。大牟田を
紙おむつリサイクルの発祥の地として、
この活動を全国に広げていきます。

㈲宮﨑蒲鉾

　国のものづくり補助金を活用し天ぷらの
自動成形機を導入しました。
顧客からのできたて商材多品種化や増産

代表取締役     宮﨑 信明
鮮度にこだわった商品造り！

の要望に応える為、手造りで製造して
いる具材（野菜、チーズ、えび等）入
天ぷらの製造の補完的役割や新製品開
発の試作への活用を考えています。 
　鮮度にこだわり、消費者に喜ばれる
商品を提供していきます。

㈱九州テクノサービス

　大牟田市ものづくり企業技術開発支援助成
金を活用し、クーリングタワーリユース事業
における機械を購入し研究を進めています。

代表取締役　  德永 貴弘
リユース工事と効率化！

　クーリングタワーの再利用の研究を行
うとともに、作業効率化が実現し受注件
数の増加を行うことができました。
　今後は、100％のクーリングタワーリ
ユース工事を目標とし、大牟田市を中心
として事業拡大を試みます。

㈱アート
専務取締役 杉野　憲一
納期短縮、製品の画質向上を実現！
　今回、国のものづくり補助金を活用して、
顧客の要請に応えるため高画質、高速プリン
ト、高速乾燥のインクジェットプリンターを

導入。また、周辺環境を保つため自前で
空気清浄装置を設置しました。
今後は、導入した機器を活用し、更な
る業容の拡大に努めていきます。

企業の人材育成・連携・ＰＲをお手伝いします！
　地域企業の成長や発展のため、商工会議所、福岡大学、有明高専、帝京大学、
福岡県や国の支援機関等と連携しながら、各種セミナーの開催やフェアへの出
展など、技術革新や人材育成に役立つような事業を実施しています。

産学官連携のすすめ
　産学官のつながりを深め、大牟田地域の技術革新を推進するため、「第 15 回おおむた
産学官連環交流会」を開催しました。
　今回は、新商品販売に向けた資金調達・テストマーケティング・ＰＲに向け、クラウ
ドファンドを活用し、その成果が新聞、ＴＶなどに採り上げられた岐阜県関市にある(株)
ツカダ 代表取締役 塚田氏の基調講演を行いました。また、福岡大学、帝京大学、有明
高専からのシーズ＆事例発表、国県等から各種支援制度等説明を行い、100 名以上の皆
さんに参加いただきました。その後の懇親会では、和やかな中にも活発な意見交換が行
われました。

各種セミナー等の開催
　人財育成・研修や企業の経営革新を
推進するため、下記のとおり各種セミ
ナーを開催しました。
　延べ２２０社・団体、３９４名にご
参加いただきました。

大牟田企業のＰＲ
　ものづくりに関わる最新技術の提案
や新たな取引先開拓を目指した「モノ
づくりフェア」などにおいて、出展企
業への助成や共同出展の支援などを行
いました。
　また、各イベントにおいて「元気企業だより」や「財団だよ
り」を配布し、地域企業のＰＲに努めました。

　 各種
セミナー等 　各種

展示会等

環境リサイクルビジネスセミナー2017
ISO9001・ISO14001内部監査員養成講座
経済セミナー（第1回、第2回）
貿易実務講座
大牟田市農商工連携交流会
HACCP研修会
品質管理セミナー

エコテクノ2017
モノづくりフェア2017
三井化学オオタムフェスタ2017
しんきん合同商談会
おおむたエコタウンフェア2017



大牟田の“元気企業”を紹介します！
地域で活躍する企業を「元気企業だより」でＰＲ！
　素晴らしいアイデアやユニークな技術・人材を持ち、地域で活躍する“元気企
業”の驚きの技術力や、目を見張る活躍をご紹介しています。
　毎年５社を取上げＨＰやパンフレットに掲載しています。また、ＦＭたんと
にも出演いただいています。

＜29 年度＞
㈲菓子のイトー
　「ハッピーな従業員がハッピーなお客
さまをつくり、そしてハッピーな仲間が
ハッピーな街をつくる」を目標に、従業
員と頑張っています。
　「お菓子作りは幸せづくり！ ！」

㈱ダイチ
　図面と共に製造を丸投げしていただ
ければ、「出来ないとは言いません」を
モットーに、産業機械、半導体、食品、
医療品等、業種にこだわらず、幅広い顧
客を対象に事業を展開されています。

矢部川電気工業㈱
　九州大学との共同研究を基に、水素燃
料中のＣＯを簡単に連続的に計測する
装置を開発され、「第７回ものづくり日本
大賞」九州経済産業局長賞を受賞され
ました。

旅館清風荘
　『「大牟田の歴史遺産と文学的情緒」を
味わう純和風旅館の「おもてなし文泊」プ
ラン導入』により、経営革新計画承認を受
け、大牟田商工会議所の支援のもと、変革
を進められています。

大牟田電子工業㈱
　営業ターゲットを絞り、試作品の１枚か
らでも対応するという独自の経営方針で、
プリント基板製造においては、小さいけれ
ど存在感のある会社づくりを従業員ととも
に進められています。

賛助会員のご紹介 活性化センターの趣旨に賛同いただき、７４社・団体
に加入いただいています。

(平成30年2月末現在)

年 会 費 １万円
会員特典 １  会員が研修等に参加する際、経費の一部を助成します。

２  会員がエコサンクセンターを利用する際、利用料の一部
    を助成します。
３  活性化センターホームページで企業情報等を紹介します。
４  各種セミナーや助成制度などの情報を提供します。
※会員の相互交流を深め、事業活動の活性化につながる
　よう、年に一度「交流会」も実施しています。

現在の賛助会員(下線は平成２９年度新規入会者)
㈱アスカインデックス
有明マテリアル㈱
インターテックジャパン㈱
㈱大潮
大牟田リサイクル発電㈱
㈱九州パッキング製作所
三作合成ゴム㈱
㈱白金鉄工所
㈲ SOLIC
㈲田島鉄工建設
トータルケア・システム㈱
(公社)福岡県産業廃棄物協会
㈲港工作所
㈱森商事
㈱山本製作所

< 会員企業発表会 > < 交流会の様子 >

㈱旭精機
有明商事㈱
㈱いなだ豆
大川歯科医院
大牟田柳川信用金庫
九州エレクトロン㈱
サンキュー化成㈱
昭和アルミニウム缶㈱大牟田工場

成和機工㈱
㈱ダイワ
㈲徳永鉄工所
㈱乗富鉄工所
三池製錬㈱
㈱メディカルフーズみのりや
㈲山田屋茶舗

あつさか歯科クリニック
㈱有明ねっとこむ
㈱ウエイクフィールド
大牟田運送㈱
オギハラ食品㈱
共栄環境開発㈱
㈱サンデン
信号電材㈱
㈲大創工芸
田村㈱
中島物産㈱
松尾産業㈱
㈲宮﨑蒲鉾
㈱もんどＦ.Ｄカンパニー
㈲ユー・ピー・アート

荒木建装㈱
㈲有明乳業
ウメザキシートメタル㈱
㈲大牟田エコクリーン
㈱カネヤス
ＫＭアルミニウム㈱
㈱ジーンネット
精巧印刷㈱
ダイチ㈱
㈱鉄万
㈱中嶋建設
㈱松正
㈱美和技研
矢部川電気工業㈱
㈱ランド・クリエイティブ

(一財) 有明環境整備公社
㈲石橋屋
㈲大石工業
㈲大牟田鉄骨
㈱九研
㈱コミヤ
㈱ジェイ･イー･ピー
㈲清柳食産
大福商事㈱
㈱トキワビル商会
日本コークス工業㈱
㈲萬葉
室町ケミカル㈱
㈱ヤマサキ
計 74 社
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