
(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

  下関唐戸魚市場(株) 山口県下関市 特   下関鍍金(株) 山口県下関市 産

  不二輸送機工業(株) 山口県山陽小野田市 産   菊川商業(協) 山口県下関市 地

  (株)ヤナギヤ 山口県宇部市 産   (株)ミトモ 山口県宇部市 産

　(有)美東電子磁器工業所 山口県美祢郡美東町 地   中国電化工業(株) 山口県防府市 地

  山口県大理石加工(協) 山口県美祢郡秋芳町 特 　(有)大田屋 山口県周南市 特

  (協)エースカード 山口県山口市 地   新立電機(株) 山口県下松市 産

  三新化学工業(株) 山口県柳井市 産 　(株)井上商店 山口県萩市 特

　(株)大畠製作所 山口県柳井市 産 　(株)サン精機 山口県萩市 産

　岡本染工場　岡本勝也 山口県大島郡周防大島町 特

　日新リフラテック(株) 山口県下関市 地 　下関三ケイ(協) 山口県下関市 産

　(株)伊東工作所 山口県宇部市 産   (株)開工業所 山口県下関市 産

　土山商店　土山隆幸 山口県萩市 特   小野田商業開発(株) 山口県山陽小野田市 地

  新英産業(株) 山口県山口市 特   山口県味噌醤油工業(協) 山口県山口市 産

  中村被服(株) 山口県防府市 地 　(株)山口機械 山口県防府市 地

  (株)山縣本店 山口県周南市 特 　(株)河村鉄工所 山口県光市 産

  新南陽鉄工団地(協) 山口県周南市 産   (株)宝計機製作所 山口県柳井市 産

  白銀工業(株) 山口県光市 産   カナエ技研(株) 山口県熊毛郡平生町 産

　(株)山陽精機 山口県岩国市 産 　(有)ナガト地研 山口県萩市 産

  豊田物産(株) 山口県萩市 特

　菊川建築協業組合 山口県下関市 地   産業電機(株) 山口県下関市 産

　(株)長門製作所 山口県宇部市 地   (株)山下技研 山口県下関市 産

  日立建設(株) 山口県宇部市 産   しらたき酒造(株) 山口県下関市 特

　さがら養蜂園　佐良和美 山口県阿武郡阿東町 特   澤産業(株) 山口県宇部市 特

  サンエコー(協) 山口県周南市 地   山口県農業機械商工業(協) 山口県吉敷郡小郡町 地

  (株)ミヤハラ 山口県周南市 産   山口県電気工事工業組合 山口県山口市 地

　(株)芳川鉄工所 山口県光市 産 　(株)原工務店 山口県防府市 産

  錦町農産加工(株) 山口県玖珂郡錦町 特   永岡鋼業(株) 山口県光市 産

　(株)国近商店 山口県長門市 特   神和工業(株) 山口県熊毛郡田布施町 産

　(有)森板金製作所 山口県萩市 地

  吉見安岡蒲鉾(協) 山口県下関市 特   合同青果(株) 山口県下関市 地

  豊北町むらおこし物産振興会 山口県下関市 特   (有)たましげ 山口県宇部市 特

  (株)アルモウルド 山口県宇部市 産   共美工業(株) 山口県宇部市 産

  海水化学工業(株) 山口県防府市 産 　(株)木原製作所 山口県吉敷郡秋穂町 地

  芝建設(株) 山口県周南市 産 　山口県医薬品商業組合 山口県山口市 地

  三陽機械(株) 山口県岩国市 産   山口鋼機(株) 山口県山口市 産

　(有)中村鉄工 山口県萩市 産 　(株)サンライン 山口県玖珂郡玖珂町 産

　(有)詩仙堂 山口県岩国市 地

  松屋産業(株) 山口県岩国市 産

　(有)岡崎酒造場 山口県萩市 特

  下関鋳造鉄工(協) 山口県下関市 地 　(株)ウラヤマ 山口県下関市 産

　(株)岡本鉄工所 山口県下関市 産   下関酒造(株) 山口県下関市 特

  楠製硯  下井百合昭 山口県宇部市 特 　(株)くはら商会 山口県下関市 地

  長州産業(株) 山口県山陽小野田市 産   宇部工業(株) 山口県宇部市 産

  三笠産業(株) 山口県吉敷郡小郡町 地   王子ゴム化成(株) 山口県防府市 産

  冨士高圧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ(株) 山口県光市 産   防府水産物荷受(協) 山口県防府市 地

  大晃機械工業(株) 山口県熊毛郡田布施町 産 　(有)佐北醤油醸造場 山口県佐波郡徳地町 特

  三晃特殊金属工業(株) 山口県岩国市 地   あさひ製菓(株) 山口県柳井市 地

  旭興産(株) 山口県岩国市 地 　山口県豆腐商工組合 山口県熊毛郡平生町 地

  カタノ物産(株) 山口県下関市 地   (株)平越商店 山口県下関市 特

  新電設工業(株) 山口県下関市 産   (株)ひびき精機 山口県下関市 地

　イワト工業(株) 山口県宇部市 産   東洋興業(株) 山口県山陽小野田市 産

  (株)吉本花城園 山口県防府市 地 　(有)船方総合農場 山口県阿東町 地

  (有)鹿野ファーム 山口県周南市 特   日立笠戸(協) 山口県下松市 地

  白井興業(株) 山口県光市 産   河内板金工業(株) 山口県熊毛郡田布施町 産

　柳井中央商店街振興組合 山口県柳井市 地

第8回
平成3年度

第7回
平成2年度

第9回
平成4年度

第10回
平成5年度

第11回
平成6年度

第12回
平成7年度

第１回
昭和59年度

第2回
昭和60年度

第4回
昭和62年度

第6回
平成元年度

第3回
昭和61年度

第5回
昭和63年度
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＜部門別略称＞　産･･･産業開発部門　伝統･･･伝統産業　地･･･地域経済貢献部門　特･･･特産品振興部門
25･･･25周年特別表彰　研・・・研究開発　地方・・・　地方創生

※倒産及び解散した企業については、削除しています。



(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

  (株)ほんぽ 山口県下関市 地 　セキュラ(株) 山口県下関市 産

  (株)ヨシミエレクトロニクス 山口県下関市 産 　マル幸商事(株) 山口県下関市 地

  (株)ムロヅミ 山口県宇部市 産   環境アクセス事業(協) 山口県下関市 産

  中市商店街振興組合 山口県山口市 地 　(株)コプロス 山口県下関市 地

  サマンサジャパン(株) 山口県周南市 産 　(株)ナカオ 山口県下関市 地

  多機能フィルター(株) 山口県下松市 産 　永山酒造(名) 山口県山陽小野田市 特

  (株)山下工業所 山口県下松市 産 　(株)松鋳 山口県防府市 産

  (株)中国警備保障 山口県岩国市 産 　大雄工業(株) 山口県周南市 地

  小田建設(株) 山口県阿武郡阿武町 産 　インテリジェント(協) 山口県柳井市 産

　萩ガラス工房(有) 山口県萩市 特

　(株)カネヤス 山口県下関市 産 　(株)デコス 山口県下関市 産

　下関印刷団地(協) 山口県下関市 地 　ピーエスピー(株) 山口県下関市 産

　(株)ヤマシタ 山口県宇部市 地 　(株)グロリアダッシュ 山口県宇部市 産

　(株)サンポリ 山口県防府市 産   山口県石材加工(協) 山口県山口市 地

　アサヒミネラル工業(株) 山口県周南市 地   (有)朝日屋 山口県下松市 地

　不二産業(株) 山口県下松市 産 　(有)ビ庵 山口県玖珂郡周東町 特

　(株)原田食品 山口県柳井市 特 　(株)増野海産 山口県萩市 特

　(株)朝日製作所 山口県熊毛郡田布施町 産

　(株)スナダフーヅ 山口県萩市 地

　(有)データロジック 山口県萩市 産

　前田海産(株) 山口県下関市 特

　豊関異業種交流(協) 山口県下関市 産

　(株)コトガワ 山口県宇部市 産

  徳山興産(株) 山口県周南市 地

　徳機(株) 山口県周南市 地

  (株)黒磯製作所 山口県下松市 地

　(有)川田餅本舗 山口県大島郡周防大島町 特

　(株)美萩工芸 山口県萩市 特

　関門港湾建設(株) 山口県下関市 　都市産業(株) 山口県山陽小野田市

　(株)ジャスト東海 山口県宇部市 　三田尻化学工業(株) 山口県防府市

　(株)大一写真工業 山口県山口市 　周南マリコム(株) 山口県周南市

　関西化研工業(株) 山口県周南市 　(株)金竜食品産業 山口県柳井市

　(株)鹿野屋 山口県周南市 　(株)東光工業 山口県長門市

　河崎運輸機工(株) 山口県岩国市 　アンデックス(株) 広島県尾道市

　(株)アスカネット 広島県広島市 　オー・エイチ・ティー(株) 広島県福山市

　(有)内浦水産 広島県大﨑町 特 　キャステム(株) 広島県福山市

　ポエック(株) 広島県福山市 　(有)竹田ブラシ製作所 広島県安芸群熊野町 特

　堂本食品(株) 広島県広島市 　(株)メンテック 広島県東広島市

　(株)山豊 広島県広島市 特 　(株)テックコーポレーション 広島県広島市

　産業機電(株) 広島県広島市 　深江特殊鋼(株) 広島県福山市

　環境テクノス(株) 福岡県北九州市 　(株)エーエスエー・システムズ 福岡県北九州市

　(株)アステック入江 福岡県北九州市 　シャボン玉石けん(株) 福岡県北九州市

　髙野興産(株) 福岡県北九州市 　(株)タカギ 福岡県北九州市

　セルコムメディコ(株) 福岡県福岡市 　(株)メイホー 福岡県直方市

　テクニカル電子(株) 福岡県福岡市 　レイナ(株) 福岡県福岡市

　(株)フラウ 福岡県福岡市 　(株)くばらコーポレーション 福岡県糟屋郡久山町

　(有)共栄資源管理ｾﾝﾀｰ小郡 福岡県小郡市 　不二精機(株) 福岡県福岡市

第13回
平成8年度

第14回
平成9年度

第15回
平成10年度

第16回
平成11年度

第17回
平成12年度

第18回
平成13年度

第19回
平成14年度
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＜部門別略称＞　産･･･産業開発部門　伝統･･･伝統産業　地･･･地域経済貢献部門　特･･･特産品振興部門
25･･･25周年特別表彰　研・・・研究開発　地方・・・　地方創生

※倒産及び解散した企業については、削除しています。



(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

　日本歯科薬品(株) 山口県下関市 　海清水産(株) 山口県下関市

　薬仙石灰(株) 山口県美祢市 　(株)コマーシャルアーツ 山口県下関市

　ﾕｰﾋﾟｰｱｰﾙ(株) 山口県宇部市 　極東興産(株) 山口県下関市

　太華工業(株) 山口県周南市 　(株)ダイモン 山口県防府市

　日進工業(株) 山口県下松市 　(株)弘木技研 山口県下松市

　千代田ケミカル(株) 山口県熊毛郡田布施町 　(株)アド 山口県柳井市

　(株)岸田商会 山口県萩市 特 　フジミツ(株) 山口県長門市

　(株)オガワエコノス 広島県府中市 　倉橋島海産(株) 広島県呉市

　(株)ヤマトメック 広島県東広島市 　アイオ(株) 広島県広島市

　(株)デルタツーリング 広島県広島市 　(株)佐藤型鋼製作所 広島県広島市

　(株)東洋高圧 広島県広島市 　ヒロテツ工業(株) 広島県広島市

　(株)オガワ 広島県広島市 　ミサワ環境技術(株) 広島県三次市

　川中醤油(株) 広島県広島市 特 　(株)村上工芸 広島県廿日市市 特

　(株)日本統計センター 福岡県北九州市 　(株)新星社 福岡県北九州市

　(株)タック技研工業 福岡県北九州市 　(株)エムテック 福岡県北九州市

　(株)ルミカ 福岡県古賀市 　(株)ワークス 福岡県遠賀郡

　(株)アクタ 福岡県古賀市 　(株)データ復旧センター 福岡県福岡市

　(株)パラマ・テック 福岡県福岡市 　(株)ケンコントロールズ 福岡県久留米市

　ダイヤ糊工業(株) 福岡県八女郡立花町 　(有)畠中育雛場 福岡県飯塚市

　ベストアメニティ(株) 福岡県久留米市

　旭酒造(株) 山口県岩国市 特 　宇部興機(株） 山口県宇部市

　(限)泉ダイス 山口県熊毛郡田布施町 　(株）大谷山荘 山口県長門市

　カワノ工業(株) 山口県柳井市 　(株）岡村商店 山口県長門市

　(株)瓦そばたかせ 山口県下関市 　(株）蟹屋 山口県下関市

　(株)澄川酒造場 山口県萩市 特 　(株）吉工園 山口県美祢市

　藤井製麺(株) 山口県岩国市 　(株）コプロス 山口県下関市

　富士電子工業(株) 山口県下関市 　(株）ニシエフ 山口県下関市

　(株)アールテック・リジョウ 広島県広島市佐伯区 　水口電装(株） 山口県下関市

　アクトインテリア(株) 広島県廿日市市 　(株）ﾜｰﾙﾄﾞｶﾞﾚｰｼﾞﾄﾞｱ 山口県山口市

　(株)カンサイ 広島県広島市 　(有)アキテック 広島県安芸郡坂町

　(株)シティプラスチック 広島県広島市 　(株）あべダンボール 広島県東広島市

　昭和ナミレイ(株) 大阪府堺市 　(有)サカテック 広島県安芸郡坂町

　東和工業(株) 広島県福山市 　(株）シーメイト 広島県広島市

　ベンダ工業(株) 広島県呉市 　(株）積層金型研究所 広島県呉市

　(株)カクマル 福岡県福岡市 　フジスコ(株） 広島県広島市

　(株)城戸石材加工所 福岡県京都郡みやこ町 　(有)道原運送 広島県三原市

　(株)九州メディカル 福岡県北九州市 　ラボテック(株） 広島県広島市

　(株)コム・アンド・コム 福岡県福岡市 　(有)坂本石灰工業所 熊本県玉名市

　三友機器(株) 福岡県福岡市 　高取食品(株） 福岡県糸島郡志摩町

　(株)東筑軒 福岡県北九州市 　瑞穂菊酒造(株） 福岡県飯塚市 特

　ｴｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株) 山口県下関市 　(株）医療福祉工学研究所 山口県宇部市

　岡本産業(株) 山口県下松市 　エスイーシー化成(株） 山口県周南市

　(限)田中商会 山口県柳井市 　(株)酒井商店 山口県下関市 地

　(株)プライムゲート 山口県宇部市 　(株)森芳楽園 山口県下関市 25

　村上商事(株) 山口県岩国市 　(株)山口茶業 山口県宇部市 地

　うまもん(株) 山口県岩国市 特 　(株)山下工業所 山口県下松市 25

　関西エックス線(株) 広島県広島市 　アトム（株） 広島県竹原市

　寿マナック(株) 広島県広島市 　(株）木下製作所 広島県広島市

　都吹(株) 広島県世羅郡世羅町 　(株）木村工業 広島県呉市

　(株)テクノクラーツ 広島県広島市 　光工業(株) 広島県東広島市

　中谷造船(株) 広島県江田島市 　(株）アルファメタル 福岡県宮若市

　広機工(株) 広島県呉市 　(限)石橋屋 福岡県大牟田市

　備後漬物(限) 広島県福山市 　(株）グラノ２４Ｋ 福岡県遠賀郡岡垣町

　石川金属工業(株) 福岡県北九州市 　グランド印刷(株） 福岡県北九州市

　(株)エコウッド 福岡県北九州市 　(限)チョコレートショップ 福岡県福岡市 25

　田川産業(株) 福岡県田川市 　東亜精工(株) 福岡県北九州市

　ダイヤモンド機工(株) 福岡県福岡市 　洞海マリンシステムズ(株) 福岡県北九州市

　(株)戸畑ターレット工作所 福岡県北九州市 　(株)豊光社 福岡県北九州市

　永佐化工(株) 福岡県福岡市 　(株)ホリカワ 福岡県北九州市 25

　(株)陽和 福岡県北九州市 　(株)ワークス 福岡県遠賀郡遠賀町

第25回
平成20年度

第22回
平成17年度

第23回
平成18年度

第20回
平成15年度

第21回
平成16年度

第24回
平成19年度
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※倒産及び解散した企業については、削除しています。



(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

 （株）魚谷工作所 山口県周南市 　宇部蒲鉾（株） 山口県宇部市

 （限）エルアンドダブル 山口県宇部市 　王子ゴム化成（株） 山口県防府市

 （株）木原製作所 山口県山口市 　大田造船（株） 山口県下関市

　共同産業（株） 山口県防府市  （株）カワテツ 山口県山口市

　国益建設（株） 山口県下松市  （株）寿工務店 山口県下関市

 （株）中央サービス 山口県宇部市 　山陽建設サービス（株） 山口県周南市

　ヤマカ醤油（株） 山口県下関市  （限）新興製作所 山口県下関市

 （株）扇屋 山口県岩国市 特 　竹和工業（株） 山口県下松市

 （株）イシカワ 広島県広島市 　日本ハウス（株） 山口県周南市

 （株）サイトウミクロ 広島県広島市 　三笠産業（株） 山口県山口市

　三興化学工業（株） 広島県大竹市  （限）ケンチク 山口県熊毛郡 特

　山陽空調工業（株） 広島県広島市 　エス・エス・アロイ（株） 広島県東広島市

 （株）村上農園 広島県広島市  （株）栗本五十市商店 広島県大竹市

 （株）石川鉄工所 福岡県北九州市  （株）コネット 広島県安芸郡

 （株）門倉剪断工業 福岡県鞍手郡鞍手町  （限）瀬戸鉄工 広島県呉市

 （株）タック技研工業 福岡県北九州市 　中国菱機（株） 広島県東広島市

　東宝ホーム（株） 福岡県北九州市 　アール工芸（限） 福岡県飯塚市

　トライテック（株） 福岡県中間市  （株）加藤建築事務所 福岡県北九州市

 （株）プラズワイヤー 福岡県福岡市

 （株）マイサ 福岡県福岡市

　兼子産業（株） 山口県光市  （限）石野製作所 山口県山口市

 （株）コトガワ 山口県宇部市  （株）イチキン 山口県周南市

　三新化学工業（株） 山口県柳井市  （株）ひびき精機 山口県下関市

 （株）ストロベリーメディアアーツ 山口県下関市  （限）ほうえい堂 山口県下松市

　中村建設（株） 山口県宇部市  （株）瀬戸内ジャムズガーデン 山口県大島郡周防大島町

 （株）三宅商事 山口県山口市  （株）野村工電社 山口県宇部市

　やまいもまつり（限） 山口県周南市  （株）ブンシジャパン 山口県周南市

　酒井酒造（株） 山口県岩国市 特   (限）山口ティー・エル・オー 山口県宇部市

 （株）サン精機 山口県萩市 特  （株）永山本家酒造場 山口県宇部市 特

 （株）アイグラン 広島県広島市  （株）藤崎商会 広島県広島市

 （株）クリスタルプロセス 広島県東広島市  （株）ユニカ 広島県広島市

 （株）コーポレーションパールスター 広島県東広島市  （限）ﾌｧｯｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑｴｰｽ 広島県呉市

　永岡商事（株） 広島県広島市  （株）ウィンドレンズ 福岡県筑紫野市

 （株）にしき堂 広島県広島市   (株)岡崎製作所 福岡県北九州市

 （株）ハマダ 広島県安芸郡府中町   (株)大光研磨 福岡県北九州市

　寺岡有機醸造（株） 広島県福山市 特 　熱産ヒート(株) 福岡県北九州市

　共和技研（株） 福岡県大野城市   (株)ビートルマネージメント 福岡県北九州市

　計測検査（株） 福岡県北九州市   (株)フロム工業 福岡県中間市

 （限）上成工業 福岡県太宰府市

　蛭子屋合名会社 福岡県飯塚市 特

 （株）カワトトータルプレハブセンター 山口県岩国市 株式会社イマナガ 福岡県北九州市

  サン・ロード（株） 山口県山口市 ＡＵＲＡＬ ＳＯＮＩＣ株式会社 福岡県福岡市

 （株）サンワ 山口県萩市 関西化研工業株式会社 山口県周南市

  周南クオーツ（株） 山口県周南市 関釜フェリー株式会社 山口県下関市

 （株）林商店 山口県下関市 シャボン玉石けん株式会社 福岡県北九州市

 （株）原田食品 山口県柳井市 シンテック株式会社 山口県熊毛郡田布施町

 （限）クリスターコーポレーション 広島県福山市 有限会社田尻電機製作所 福岡県鞍手郡鞍手町

　三興建設（株） 広島県江田島市 株式会社テクノウェル 山口県柳井市

  中央工業（株） 広島県東広島市 株式会社西日本冷食 福岡県福岡市

 （株）朝日化成 福岡県嘉麻市 株式会社ＨＩＶＥＣ 広島県広島市

  東洋精工（株） 福岡県北九州市 兵庫ボルト株式会社 山口県下松市

 （株）春田建設 福岡県飯塚市 広島化成株式会社 広島県福山市

　二瀬窯業（株） 福岡県飯塚市 株式会社ＹＯＯＤＳ 山口県山口市

  博多曲物　玉樹 福岡県糟屋郡志免町 特 株式会社イワタ木工 広島県廿日市市 特

　岡本　浩明（山口大学大学院理工学研究科） 山口県宇部市 研 有限会社ひわだや 山口県山口市 特

　末廣　寛（山口大学大学院医学系研究科臨床検査・腫瘍学分野） 山口県宇部市 研 通阪　栄一（山口大学大学院理工学研究科） 山口県宇部市 研

　中村　美紀子（山口大学大学研究推進機構）　 山口県宇部市 研 三宅　秀明（山口大学大学院理工学研究科） 山口県宇部市 研

　藏尾　公紀（広島県立総合技術研究所農業技術センター） 広島県東広島市 研 井上　修平（広島大学大学院工学研究院） 広島県東広島市 研

　坪田　敏樹（九州工業大学大学院工学研究院）　 福岡県北九州市 研 春木　将司（広島大学大学院工学研究院） 広島県東広島市 研

金子　大作（九州工業大学） 福岡県北九州市 研

第27回
平成22年度

第26回
平成21年度

第31回
平成26年度

第30回
平成25年度

第28回
平成23年度

第29回
平成24年度
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※倒産及び解散した企業については、削除しています。



(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

牡蠣屋株式会社 広島県廿日市市 アイスマン株式会社 福岡県久留米市

三和産業株式会社 山口県下松市 株式会社アクシス 山口県下関市

株式会社ＣＦＰ 広島県福山市 株式会社伊藤 山口県光市

合同会社ＪＥＸＰＯ 福岡県福岡市 株式会社植田製作所 福岡県北九州市

有限会社嶋村化成 山口県萩市 株式会社江藤電機 福岡県北九州市

株式会社テック 広島県竹原市 株式会社オーシャンテック 山口県下松市

南西水産株式会社 山口県下関市 有限会社柏原工業 広島県尾道市

株式会社ロジカルプロダクト 福岡県福岡市 株式会社スカイディスク 福岡県福岡市

ＪＩＢＩＴＡ 山口県萩市 特 有限会社田中商会 山口県柳井市

企業組合がんね栗の里 山口県岩国市 地 日本サカス株式会社 広島県広島市

株式会社北九州家守舎 福岡県北九州市 地 万古渓養魚観光株式会社 広島県廿日市市

一般社団法人周南ツーリズム協議会 山口県周南市 地 株式会社フカノ楽器店 福岡県福岡市

株式会社ＤＥＲＥＳＩ 山口県防府市 地 株式会社松田鉄工所 広島県広島市

株式会社まちあい徳山 山口県周南市 地 八木鋳金 福岡県遠賀郡 特

岩田　在博（山口県産業技術センター） 山口県宇部市 研 アロマ空間デザイン株式会社 山口県山口市 地

安達　健太（山口大学大学院理工学研究科） 山口県宇部市 研 細谷　夏樹（山口県産業技術センター） 山口県宇部市 研

板岡　加成恵（山口大学大学院理工学研究科） 山口県宇部市 研 山吹　一大（山口大学大学院創成科学研究科） 山口県宇部市 研

濱崎　洋（広島大学大学院工学研究院） 広島県東広島市 研 池上　啓太（山口東京理科大学工学部応用化学科） 山口県山陽小野田市 研

村上　洋（北九州市立大学国際環境工学部） 福岡県北九州市 研 曙　紘之（広島大学大学院工学研究院） 広島県東広島市 研

宮崎　敏樹（九州工業大学大学院生命体工学研究科） 福岡県北九州市 研

敦臣 山口県周南市 特 水口電装株式会社 山口県下関市

株式会社百姓庵 山口県長門市 特 株式会社シンラテック 山口県長門市

株式会社弘木技研 山口県下松市 株式会社ひびき精機 山口県下関市

株式会社友松商店 山口県光市 特 高橋鉄工株式会社 山口県周南市

株式会社宇根鉄工所 広島県東広島市 西海工業株式会社 山口県周南市

環境エネルギー株式会社 広島県福山市 株式会社イノテック 広島県広島市

有限会社柴崎商店 広島県呉市 株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ 広島県広島市

株式会社島ごころ 広島県尾道市 特 株式会社エムネス 広島県広島市

株式会社藤崎商会 広島県広島市 株式会社ビーライズ 広島県広島市

ルーチェサーチ株式会社 広島県広島市 有限会社広島金具製作所 広島県福山市

株式会社中島ターレット 福岡県遠賀郡 株式会社アドウェルズ 福岡県那珂川市

株式会社Ｆｕｓｉｃ 福岡県福岡市 株式会社ワーコン 福岡県福岡市

美容薬理株式会社 福岡県遠賀郡 地 株式会社くりんか 福岡県宗像市

ビルドメンテック株式会社 福岡県北九州市 株式会社増田桐箱店 福岡県古賀市 特

赤松　良久（山口大学大学院創生科学研究） 山口県宇部市 研 株式会社小倉縞縞 福岡県北九州市 特

西田　周泰（山口大学医学部附属病院整形外科） 山口県宇部市 研 WASOMI 和奏美株式会社 福岡県福岡市 特

西形　孝志（山口大学大学院創生科学研究科） 山口県宇部市 研 株式会社ネクストクリエイション 福岡県北九州市 特

重田　有仁（広島県立総合技術研究所食品工業技術センター） 広島県広島市 研 宮崎　亮一（徳山工業高等専門学校） 山口県周南市 研

柴田　賢哉（広島県立総合技術研究所食品工業技術センター） 広島県広島市 研 川本　拓治（山口大学大学院創成科学研究科） 山口県宇部市 研

池田　弘（九州歯科大学歯学部） 福岡県北九州市 研 椙本　英嗣　（山口県産業技術センター） 山口県宇部市 研

有限会社尾中鉄工所 山口県山口市 株式会社Archis 山口県山口市

CadDent株式会社 山口県防府市 アボンコーポレーション株式会社 山口県防府市 特

株式会社光洋金属防蝕 山口県下松市 有限会社岩国メディカルサポート 山口県岩国市

株式会社シーエス 山口県防府市 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 山口県大島郡 地方

株式会社伸和精工 山口県宇部市 株式会社ハクヨウ 山口県下関市

株式会社ハニードライ 山口県下関市 地 株式会社美東電子 山口県美祢市

日立建設株式会社 山口県宇部市 SGエンジニアリング株式会社 広島県広島市

RTQMシステム株式会社 広島県広島市 株式会社オキ 広島県福山市

株式会社システムフレンド 広島県広島市 株式会社ＣａｍｐｕｓＭｅｄｉｃｏ 広島県広島市

高木デルタ化工株式会社 広島県広島市 株式会社晃祐堂 広島県安芸郡 特

野村乳業株式会社 広島県安芸郡府中町 株式会社多田製作所 広島県呉市

清永製箸所 福岡県八女市 特 ためま株式会社 広島県広島市 地方

大国段ボール工業株式会社 福岡県行橋市 株式会社ねぎらいふぁーむ 広島県東広島市

株式会社タック技研工業 福岡県北九州市 株式会社ハマダ 広島県安芸郡

ミシマ・オーエー・システム株式会社 福岡県北九州市 株式会社備後ムラカミ 広島県福山市

片山　祐 山口県宇部市 研 株式会社タベテク 福岡県春日市

柴田　健輔 山口県宇部市 研 有限会社中村製作所 福岡県北九州市

Danshiitsoodol Narandalai 広島県広島市 研 浅野　比(山陽小野田市立山口東京理科大学) 山口県山陽小野田市 研

長谷川　義大 広島県広島市 研 福田　匠(地方独立行政法人山口県産業技術センター) 山口県宇部市 研

鷲尾　絢子 福岡県北九州市 研 舩場　真裕(山口大学　大学院医学系研究科) 山口県宇部市 研

第36回
令和元年度

第34回
平成29年度

第35回
平成30年度

第37回
令和2年度

第33回
平成28年度

第32回
平成27年度
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(公財)YMFG地域企業助成基金　助成先リスト（敬称略） 令和5年3月27日現在

回 助       成       先 所在地 部門 回 助       成       先 所在地 部門

古賀産業株式会社 山口県下関市 株式会社カワトT.P.C 山口県岩国市

東風浦朋子 山口県下松市 協和ファインテック株式会社 山口県岩国市

株式会社しあわせみかん 山口県大島郡 クラウディア株式会社 山口県山口市

株式会社中国電機サービス社 山口県下関市 セディカル株式会社 山口県周南市

株式会社トーフミート 山口県宇部市 株式会社New Space Intelligence 山口県宇部市

丸三食品株式会社 山口県熊毛郡 株式会社フジテクノ 山口県光市

安原環境テクノロジー株式会社 山口県柳井市 有限会社 光田商店 山口県山口市

株式会社ソアラサービス 広島県広島市 株式会社タテイシ広美社 広島県府中市

Powder Keg Technologies 合同会社 広島県広島市 株式会社テック 広島県竹原市

株式会社広島企業 広島県広島市 株式会社Medlarks 広島県東広島市

株式会社モノミラ 広島県府中市 株式会社Ｅ－パートナーズ 福岡県福岡市

Ｆ．ＭＥＤ株式会社 福岡県福岡市 有限会社AID 福岡県北九州市

株式会社吉浦 福岡県福岡市 トータルケア・システム株式会社 福岡県福岡市

蓮池うるし工芸有限会社 広島県東広島市 伝統 田中窯業 山口県防府市 伝統

有限会社シラキ工芸 福岡県八女市 伝統 猪野　陽佳(地方独立行政法人山口県産業技術センター) 山口県宇部市 研

赤田　倫治(山口大学) 山口県宇部市 研 高頭　孝毅(山口東京理科大学工学部) 山口県山陽小野田市 研

赤松　良久(山口大学) 山口県宇部市 研 西原　秀昭(山口大学医学部) 山口県宇部市 研

古株　彰一郎(九州歯科大学) 福岡県北九州市 研 鶴田　和寛(九州産業大学理工学部) 福岡県福岡市 研

第38回
令和3年度

第39回
令和4年度
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