
（受付番号順）受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関33210258 岡山県 株式会社福森商会 建機のピン穴修繕作業の自動化計画 中国銀行　玉支店33210260 岡山県 有限会社南野製作所 NC工作機械メーカー、材料供給メーカー等と共同開発した「NC複合自動旋盤」の導入による新たな事業分野への進出及び雇用の創出 つくぼ商工会33210261 岡山県 株式会社林ケミック 医薬・食品工場用シール材製造の自動化 中国銀行　玉支店33210263 岡山県 平松精工有限会社 小物プレス一貫生産の確立のための60ｔリンクプレス機の導入 岡山西商工会33210264 岡山県 共立コーテック株式会社 粉体塗装事業への参入 玉島信用金庫　東支店33210265 岡山県 真鉄工株式会社 CNC旋盤での新たな加工技術の開発による、海外流出した受注の奪還事業 つくぼ商工会33210267 岡山県 株式会社イーアールディー 小信号トランジスタ及び大電流テスタ試作開発 岡山県産業振興財団33210268 岡山県 株式会社エムケイクラフト 耐薬品・粉塵・塩害対策型LED証明の製造販売事業 おかやま信用金庫33210270 岡山県 富士アイ、エム、シー株式会社 短納期・低コスト生産によるプラスチックの新製品（釣り用品収納ケースマット・釣り竿保護結束用具）の提案 公益財団法人岡山県産業振興財団33210271 岡山県 岡山中尾フィルター工業株式会社 高性能レーザー自動裁断機の導入による微粒子対応立体加工ろ過布の開発 商工組合中央金庫梅田支店33210272 岡山県 花田工業株式会社 最新鋭大型プラスチック成形機導入 公益財団法人岡山県産業振興財団33210277 岡山県 株式会社コスモ情報システム パワーアシスト技術を応用した動作支援装置（アシストスーツ）の開発・試作 公益財団法人岡山県産業振興財団33210279 岡山県 株式会社三矢鉄工所 小型NC旋盤導入による金属加工品の品質向上及び低価格化 中国銀行　八浜支店33210283 岡山県 セイテック株式会社 徘徊者位置情報収集システム（徘徊24『ツーホー』） 岸本　充博33210284 岡山県 有限会社大森工作所 試作品共同開発と切削加工技術の強化による国内自動車部品メーカー競争力向上への貢献 赤磐商工会33210286 岡山県 株式会社サンアート 天然染料に拘り、まったく新しい工程を用いた柿渋染色の生産事業 児島商工会議所33210287 岡山県 株式会社ダイシン機工 複合旋盤導入による試作品開発能力の拡大と多品種少量生産の拡充 中国銀行　笹沖支店33210288 岡山県 ダイシン電機株式会社 自社ブランドのスイッチギヤ開発で小回りの効いたカスタム製品の提供 岡山商工会議所33210290 岡山県 キミセ醤油株式会社 諸味塩分低減化醤油の開発、アルコール無添加醤油の開発、および有料乳酸菌添加によるアミン対策の実現 岡山南商工会33210291 岡山県 ブランケネーゼ株式会社 微細振動プレート付き、家庭用自動・たこ焼器の開発事業。 中国銀行　日本原支店33210294 岡山県 矢部被服株式会社 CAM導入による作業の効率化と事業の拡大について 玉島信用金庫　水島支店33210295 岡山県 ナビック株式会社 大型マシニングセンタの導入による、市場ニーズに対応した社内一貫生産計画 中国銀行　西大寺支店33210297 岡山県 有限会社グリーンサム 高付加価値農産物の生産性向上栽培プラントの試作開発 三宅修税理士事務所33210298 岡山県 内山工業株式会社 「スライスカット工法」によるガスケット製造の研究開発 岡山総合会計税理士法人33210300 岡山県 株式会社瀬戸内クラフト 可動式高出力YAGレーザー溶接機の導入による、高精度・短納期化の実現と大型金型補修・出張溶接分野への進出により、ニッチ市場での事業拡大を目指す。 瀬戸内市商工会
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受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関33210301 岡山県 株式会社まさなみ鉄工 人体に影響の無い安全な小径ユニット型殺菌装置「キンコロリン」の開発 税理士法人ユニオン33210302 岡山県 有限会社トラスティ コスト削減・品質向上のための大型電動型サーボ射出成形機の導入 岡山県商工会連合会33210304 岡山県 株式会社明治機械製作所 長ねぎ調整作業における省力装置（調整機）の開発 公益財団法人岡山県産業振興財団33210305 岡山県 キプロ株式会社 新型バンドソーBKS導入による継続的受注の強化 中国銀行　井原支店33210306 岡山県 株式会社辻本店 空調設備導入による品質向上、付加価値づくりとリードタイムの短縮化 トマト銀行33210315 岡山県 山下産業株式会社 短納期オーダーメイドシャツが可能な先進的服飾工場への設備更新事業 トマト銀行33210316 岡山県 コーセーエンジニアリング株式会社 筐体製造の内製化による配電盤生産能力の拡大 おかやま信用金庫33210318 岡山県 株式会社辺本 コンピュータ編機導入による染色と融合した高付加価値編物のカジュアルウエアの生産販売 公益財団法人岡山県産業振興財団33210319 岡山県 勝栄金属工業株式会社 高速・高精度加工機を導入して機械加工から梱包まで一貫作業を行うためのシステム構築 中国銀行　西大寺支店33210320 岡山県 横山製網株式会社 「合成繊維漁網糸の工場内廃棄削減」沿岸海域で仕様される漁網の多品種少量生産対応可能な体制の構築 公益財団法人岡山県産業振興財団33210321 岡山県 株式会社岡山機型製作所 5軸加工機による生産プロセス強化および他業種受注拡大 公益財団法人岡山県産業振興財団33210322 岡山県 有限会社備前精機 3次元CAD/CAMと5軸マシニングセンタの同時導入による高精度・短納期化の実現と、新たな事業分野への進出と受注の拡大を目指す。 瀬戸内市商工会33210324 岡山県 株式会社藤岡エンジニアリング 軽金属部品の試作加工技術の確立 中国銀行　落合支店33210326 岡山県 株式会社アイメックス 低温定着トナーの開発・事業化 横浜銀行　平塚支店33210327 岡山県 株式会社福山鉄工所 計測機器用の精密金属加工品の多品種少量、短納期化に対応するための設備導入 岡山県産業振興財団33210329 岡山県 株式会社藤岡製作所 「セラミック（窒化アルミ）粉末射出成形技術と精密金型製造技術を利用した量産焼結技術の確立」 中国銀行　落合支店33210330 岡山県 株式会社ニシキ金属 万能成形加工&荷重/変位測定機の製作 岡山県産業振興財団33210331 岡山県 嘉美心酒造株式会社 日本酒造りの為の温度環境の改善による高品質化と「冷蔵びん貯蔵」導入による高付加価値化 岡山県産業振興財団33210332 岡山県 株式会社すえ木工 研磨ロボットの活用による製品競争力の向上 津山商工会議所33210333 岡山県 株式会社ヤマサキ ベビーベッドの多品種小ロット、短納期化に対応するための設備投資 岡山県産業振興財団33210336 岡山県 株式会社新生工業 高速マシニングセンタ導入と3D造形プリンタの活用による低コスト金型の開発と短納期化 岡山県産業振興財団33210338 岡山県 有限会社守安ハウジングパーク コンクリートのひび割れ防止溝の形成（みぞっこ）の改良開発 岡山商工会議所33210339 岡山県 ジーエス縫製株式会社 多品種・短納期・小ロット化に対応したスポーツウェア縫製システムの構築 中国銀行　総社支店33210340 岡山県 オーエム機器株式会社 商品開発期間の短縮と小ロットに対応できる生産設備強化 岡山県産業振興財団33210342 岡山県 株式会社渡辺ビニール化学工業所 溶接部門の新規立上げによる樹脂コーティング製品の一貫生産体制の構築 岡山県産業振興財団33210344 岡山県 川上工業株式会社 離型剤塗布装置を水溶性から油性用に設備改善することによる表面粗度、表面欠陥の改善 岡山県産業振興財団33210345 岡山県 株式会社エース 医療機器部品等における試作納期の短縮及び高精度化への対応 岡山県産業振興財団



受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関33210346 岡山県 中国精油株式会社 高融点、高粘度LED封止材原料精製の為の薄膜蒸留装置高融点対応改善 おかやま信用金庫33210348 岡山県 有限会社頼鉄工所 流体軸受けタイプCNC円筒研削盤増設による面粗度改善と高能率化、増産体制の確立 岡山県産業振興財団33210349 岡山県 株式会社ニシモト 三次元測定器導入による一貫生産体制の確立と競争力強化 岡山県産業振興財団33210351 岡山県 株式会社セイコー電機製作所 3D CAD導入による板金工程の合理化・パターン化を嚆矢とした工程革新、さらには営業から出火までの短期納品体制の強化・確立 つくぼ商工会33210356 岡山県 サンエール株式会社 新型YAGレーザー溶接機による溶接技術開発、及び事業拡大 伊予銀行　岡山南支店33210358 岡山県 クロキ株式会社 プリント・コーティングを用いたデニムシルケット加工素材の開発とともに研究データの蓄積、本番生産の合理化、顧客サービスの為、のでr-田のIT化を進め、開発から販売後のアフターケアまでの迅速な対応ができ 中国銀行　井原支店33210359 岡山県 堀金属表面処理工業株式会社 マグネシウム合金の金属調（透明膜）塗装下地化成処理の試作開発 静岡銀行　大東支店33210360 岡山県 木庭金属工業株式会社 放熱板の放熱効果を高める設置面積が広く直角度の高いプレス金型の加工技術の開発 商工組合中央金庫　岡山支店33210362 岡山県 株式会社松本 食品保管・流通容器用の竹皮用保冷機能付薄板の開発と容器試作 岡山総合会計税理士法人高梁事務所33210365 岡山県 林ロザイ株式会社 実機性能評価を中心とした顧客毎に最適なオーダーメイド耐火物製造システムの構築 岡山県産業振興財団33210366 岡山県 株式会社ツラジマ 珪砂（レジンサンド）の流動、凝固解析 水島信用金庫33210370 岡山県 作新化成株式会社 超高分子量ポリエスチレンとゴムの一体成型技術を活用した自社製品開発 岡山県産業振興財団33210371 岡山県 有限会社田中製作所 レーザ・パンチ複合機の導入による板金加工製品の短納期化・低コスト化 つくぼ商工会33210372 岡山県 株式会社ホリグチ 3次元CADシステムと試作品製作用工作機を組み合わせた多品種・少量受注生産における試作品開発の短納期化・低コスト化 真備船穂商工会33210374 岡山県 株式会社フジワラテクノアート 高機能溶接ロボットシステム導入による大型醸造機械の短納期・大量生産体制の確立 岡山県産業振興財団33210376 岡山県 株式会社ユーテック 鉄道車両用ブレーキ部品の耐久試験装置開発と評価 岡山県産業振興財団33210377 岡山県 ノーテープ工業株式会社 溶剤脱揮手法によるタッチパネル用ホットメルト粘着剤の製造設備の改良 大阪東信用金庫　本店営業部33210382 岡山県 丸三化学工業株式会社 リサイクルPPバンド製造における再生原料の自社生産のためのリペレット装置の試作開発 岡山県産業振興財団33210383 岡山県 株式会社コニック 旋盤マシニング複合加工機導入による生産性向上と製造コストの低減 みまさか商工会33210384 岡山県 株式会社岡山ウイング 一括生産システム確立による住宅構造体加工の高効率化・高精度化実現 岡山県産業振興財団33210386 岡山県 山陽精機株式会社 鋼管切断・両端仕上一貫工程化設備開発 岡山西商工会33210388 岡山県 株式会社北村製作所 体内装着器具樹脂（プラスチック）試作品の短納期、低コスト化 岡山県産業振興財団33210389 岡山県 株式会社スズキ麺工 部品内製化による生産性の向上及び、製麺機における付加価値の向上 岡山県産業振興財団33210393 岡山県 有限会社馬場商店 独自の発酵技術を使用した、米を使った新しいスイーツソースの開発 岡山商工会議所33210398 岡山県 大西鉄工株式会社 BTA式深穴専用機を用いた難削材の加工技術の開発と生産体制の構築 中国銀行　宇野支店33210399 岡山県 株式会社竹田鉄工所 超大型装置部品製造用の可変角度切断技術高度化のための新規装置開発戸と導入設置 中国銀行　日生支店33210403 岡山県 株式会社イワキ工業 自動車向け次世代製品の試作開発及び量産化を目的とした設備投資 中国銀行　　総社支店



受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関33210405 岡山県 中原鉄工株式会社 難切削材スーパーインバー（超不変鋼）を用いたレーザー発振器の基幹部品の試作開発 岡山県産業振興財団33210406 岡山県 株式会社AGK製作所 新規高性能3次元CAD及び3次元スキャナ導入による鋳造コア商品金型の短納期化と付加価値向上による競争力強化 岡山県産業振興財団33210408 岡山県 山陽鋳機工業株式会社 海洋開発向け5軸工作機械導入による低コスト・短の言う気・多品種への対応 百十四銀行　玉野支店33210410 岡山県 有限会社ニイヨンイチ 「快適性・機能性・ファッション性」を兼ね備えたオリジナル病衣の開発 トマト銀行33210412 岡山県 アサゴエ工業株式会社 高糖度分析装置導入による、コストダウン、品質向上および性能向上における競争力の強化 岡山県産業振興財団33210413 岡山県 メディエリアサポート企業組合 当社オリジナル開発製品『”筋電計”EMGマスター』有線仕様の試作開発 岡山県産業振興財団33210414 岡山県 日東酵素株式会社 岡山県産黒豆（作州黒）を使用した、テンペ菌発酵による簡易に食せる発酵食品及び発酵御調味液食品の開発・販売 岡山商工会議所33210415 岡山県 株式会社希少金属材料研究所 Zn微粉末の上市に向けた製造技術の確立 岡山県産業振興財団33210416 岡山県 岡山大東電機工業株式会社 ペット用軽量電気バリカン（小型刃）の試作開発 岡山県産業振興財団33210418 岡山県 芦田産業株式会社 ボトルネック工程の自動化による生産プロセスの強化とコスト削減計画 作州津山商工会33210420 岡山県 橋本義肢製作株式会社 高齢者、子供の足の健康を守るインソール増産システムの導入 岡山県産業振興財団33210423 岡山県 花田食品株式会社 高果汁添加スティックゼリー参入に向けた製品開発と量産製造ラインの構築 玉島信用金庫　本店営業部33210425 岡山県 岡田精工株式会社 ニッチな製品製造による多品種少量生産体制の構築計画 トマト銀行33210427 岡山県 有限会社松下鉄工所 多品種少ロット鋳物中子製作における後工程の見直しによる短納期化 中国銀行　水島東支店33210428 岡山県 豊和株式会社 自動裁断システムとレーザー加工機連携によるジーンズ加工の高効率化 岡山県産業振興財団33210431 岡山県 株式会社ブックス 「正本プロセス超高速化＆高品質化による競争力強化」事業 商工組合中央金庫　岡山支店33210433 岡山県 株式会社井原アルナ 伝統の技とNCルーター導入により小ロット多品種の短納期生産の実現 笠岡信用組合33210434 岡山県 株式会社ウイル 耐硫化腐食に特化した現地施行で有効な高機能性被膜と溶射法の開発 中国銀行　平島支店33210437 岡山県 グリーンツール株式会社 超短納期・低コストに対応した高精度再研削自動化システムの開発 岡山県産業振興財団33210441 岡山県 株式会社仁科マテリアル オーダーメイド合成技術を用いて用途に最適な酸化グラフェンを試作開発する 岡山県産業振興財団33210442 岡山県 株式会社モリタビルド 機械式鉄筋定着製造装置の導入による鉄筋工事の効率化と短納期化の実現 株式会社アルマ経営研究所33210444 岡山県 株式会社精電社 薄肉・精密板金部品の溶接能力向上により、新規分野の受注増額計画 中国銀行　玉支店33210449 岡山県 株式会社ヒノキ 太陽熱と風を利用した省エネ乾燥による工業原料木粉の低コスト化と用途拡大 トマト銀行33210455 岡山県 鷹取醤油株式会社 レトルト殺菌技術の活用による新商品開発への取り組み 馬場輝税理士事務所33210456 岡山県 株式会社武田製玉部 少量多品種の含気包装食品における弱真空での含気率の均一化 岡山県産業振興財団33210458 岡山県 株式会社徳山電機製作所 『自動配線加工機』の導入による新たな配電盤製造システムを構築し、自動化のノウハウを取得し、普及型自動配線加工機の共同開発を目指す。 岡山県産業振興財団33210462 岡山県 長尾鉄工株式会社 大型加工機による減速機械ケーシングなどの高精度・高速加工 株式会社アルマ経営研究所



受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関33210469 岡山県 中川電機株式会社 バランシングマシン導入による保守技術の向上・短納期化の実現 水島信用金庫　連島支店33210470 岡山県 日本綿布株式会社 「感性」ニーズに対応したものづくり革新～超付加価値デニムの試作開発～ 中国銀行　井原支店33210472 岡山県 弘化産業株式会社 『サイディングプレカット』事業進出に向けた試作開発への取り組み 水島信用金庫33210480 岡山県 井原精機株式会社 低温環境下での低トルク対応樹脂シートの開発 百十四銀行　総社支店33210486 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社 無電解ニッケルめっき処理及びリン酸マンガン処理の社内構築 岡山県産業振興財団33210492 岡山県 岡山県新規需要米生麺協同組合 小麦アレルギー対応/乳酸発酵を施した玄米粉麺量産設備の設置 岡山県産業振興財団33210494 岡山県 セリオデベロップメント株式会社 産業用ロボット向け回転角度センサー開発 岡山県産業振興財団


