
(受付番号順)受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名2533120181 岡山県 横山製網株式会社 漁網の染色工程の再染色の削減及び色調整技術継承のシステム化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120182 岡山県 株式会社エース 自動車用シートベルト等の製造工程合理化を実現する新規ベルトカッターの開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120185 岡山県 ヤマネ株式会社 凍結含浸介護食等の充実した介護食の品揃えによる食品卸のワンストップサービス 株式会社アルマ経営研究所2533120187 岡山県 株式会社サンエイコーキ 高馬力CNC精密自動旋盤機導入による難削材加工の短納期化の実現 中国銀行2533120189 岡山県 タマデン工業株式会社 東日本大震災後の社会的要請に答える為の配電盤増産計画 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120193 岡山県 タイメック株式会社 パイプベンダー導入によるパイプ曲げ加工の内製化で業務範囲拡大・短納期化を図る 中国銀行2533120196 岡山県 山陽電研株式会社 塗装設備増強による主力客先コンテナクレーン増産（５００億円/年）対応計画。 百十四銀行2533120197 岡山県 株式会社ビゼンオート 強みの社内一貫生産体制のさらなる高度化・短納期化を実現する、Co²溶接ロボットの導入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120198 岡山県 渡辺化成株式会社 特殊織機を使用した世界初の一貫生産方式による人工芝の開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120199 岡山県 株式会社ヤマシタ 傾斜旋回ノコ軸設備導入による住宅用木製階段の短納期対応、高品質製品の製造 四国銀行2533120200 岡山県 株式会社ＧＦＪ 急速冷凍機を利用した食材の形態を保持した介護食の製造 中国銀行2533120201 岡山県 フタバ飼料株式会社 発酵ＴＭＲ飼料による家畜の発育促進及び耐病性の向上計画 税理士法人ゆびすい2533120205 岡山県 株式会社小沢医科器械 内視鏡画像の動態記録装置の開発と製造体制の確立 中国銀行2533120207 岡山県 株式会社徳永こいのぼり 昇華型インクジェットプリンタとＵＶ硬化フラットベットプリンタを導入して、多品種・少量・短納期で鯉のぼりや節句用品を全世界へ販売する 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120209 岡山県 株式会社ニッコーテック 人工関節置換手術用機器製造に掛かる高精度化と品質保証の強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120210 岡山県 有限会社岸本工業所 最新鋭精紡機等の試作部品受注からの量産部品の加工対応 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120211 岡山県 株式会社アサヒメッシュ産業 異形棒鋼の切断工程における生産性向上を目的としたライン化事業 玉島信用金庫2533120212 岡山県 株式会社光畑製作所 ３Ｄ・ＣＡＤ・ＣＡＭ導入による卓上工作機の競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120213 岡山県 浪速精密工業株式会社 発がん性有機溶剤を用いない小型脱脂洗浄システムの構築 守口門真商工会議所2533120215 岡山県 渕本重工業株式会社 トラクター車軸形状簡素化による顧客へのコスト低減提案とシェア拡大 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120217 岡山県 株式会社サンラヴィアン 菓子包装工程への新設備導入による生産性の向上 中国銀行2533120223 岡山県 モリマシナリー株式会社 自動車エンジンマウント部品の生産効率向上等に向けた次世代プレス生産設備の構築 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120224 岡山県 株式会社ダイシン機工 ワイヤーカット加工機導入による、特殊ステンレス部品加工事業の拡大 中国銀行2533120225 岡山県 ハラダスチール株式会社 難削材対応型高速切断機導入により、業務範囲拡大・生産力強化を図る 中国銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名2533120228 岡山県 ブティック創株式会社 高級紳士服の製造工程の高度化による競争力の強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120236 岡山県 株式会社ラピート 自動車部品の軽量化・低コスト化を両立する異樹脂ハイブリッドプレスの高度化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120237 岡山県 株式会社両備システムソリューションズ 小規模保育園向けクラウド型園児管理システム構築によるストックビジネスの拡大 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120239 岡山県 株式会社ナショナル発条 ベッド用スプリングの二段階特性スプリングを開発し、付加価値向上による競争力強化 中国銀行2533120243 岡山県 オーエム産業株式会社 高周波誘導加熱方式によるリフロー装置の開発 商工組合中央金庫2533120244 岡山県 オーニック株式会社 ダイヤモンド工具に対する高精度・微細加工及び量産体制の構築事業 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120247 岡山県 株式会社ワーク 高品位・低価格鍛造ホイール製造に向けた高精度削り出し加工法の確立 髙砂　吉孝2533120248 岡山県 クロキ株式会社 世界初の機能・風合いをもったプレミアムデニムの開発販売 中国銀行2533120249 岡山県 有限会社中山鉄工所 金型、医療、航空機用途向け難削材加工高効率化による競争力向上 中国銀行2533120250 岡山県 株式会社三矢鉄工所 可搬式多関節三次元測定器の導入による製品の品質向上、顧客満足度アップと事業拡大 中国銀行2533120252 岡山県 有限会社廣安瓦建材 廃瓦の再利用による土壌改良材の開発及び技術の確立 岡山北商工会2533120253 岡山県 株式会社ビー・ビー・エー 短納期対応の一貫製造ラインの事業化を実現 岡山北商工会2533120255 岡山県 有限会社岡山ボールト 超難削材に対応する一体加工型のＮＣ旋盤導入による高精度ハブナットの製造 浅口商工会2533120256 岡山県 中国ゴム工業株式会社 製品開発力の強化と測定・検査プロセスの効率化による新規分野への進出。 株式会社中国銀行2533120260 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 舶用の補助推進器であるスラスタ装置の特殊部品内製化による国際競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120261 岡山県 株式会社ニシモト 対話型ＮＣフライス機導入による自動車溶接ライン用治具製造事業の拡大 水島信用金庫2533120270 岡山県 オサカダツール株式会社 耐久性に優れた建設機械用部品(エアツール用芯入りチゼル)の開発と生産体制の確立 中国銀行2533120271 岡山県 ナカシマエンジニアリング株式会社 新形状の複合材料製舵開発による船舶燃料の低減 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120272 岡山県 株式会社山本自工社 3Dモデル活用による航空機用高精度アルミ薄肉部品の競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120273 岡山県 ナカシマメディカル株式会社 整形インプラントの原価低減・納期短縮による国際競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120274 岡山県 玉島精機株式会社 ミクロン精度での電子機械組立を自社工場で実現し、カメラ製造・検査機械分野へ進出する 玉島信用金庫2533120278 岡山県 マルトク株式会社 セーラー服の多品種・小ロット・短納期化に対応する生産体制の効率化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120281 岡山県 有限会社中務工業所 新型高速マシニングセンタ導入により生産力強化・短納期化・販売チャネル増強を図る 水島信用金庫2533120286 岡山県 株式会社フジックス ベローズ成型金型を初めとしたミクロンオーダーの精密微細加工技術の開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120287 岡山県 サクライ軽金属株式会社 設置基準（性能）とデザイン性を両立できる景観配慮型橋梁用ビーム型防護柵の開発・製造 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120288 岡山県 有限会社オダテクノス ダイスポッティングプレス機導入と高精度測定による金型補修納期の短縮と増産対応 公益財団法人岡山県産業振興財団2／5



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名2533120289 岡山県 有限会社広陽電業 ＮＣ(数値制御)折り曲げ加工機導入による、短納期・高品質の制御盤筐体の生産システムの構築 広島銀行2533120290 岡山県 松田工業株式会社 ＮＣポリゴン加工機導入による鉄道車両ブレーキ部品加工のコスト低減実現と新規需要獲得 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120291 岡山県 株式会社テクノホーナン 高機能ＮＣマシンによる建築付帯ステンレス製架台の製造事業 中国銀行2533120292 岡山県 株式会社竹田鉄工所 「環境・エネルギー」保全の為の大型ミル部品製造装置の導入 商工組合中央金庫2533120293 岡山県 株式会社玉野ランドリー 多品種少量生産に対応した天然素材帽子の染色技術の開発 中国銀行2533120294 岡山県 株式会社ウイル アーク溶射法による防錆防食溶射皮膜の高品質化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120297 岡山県 有限会社晃栄鋼業所 新分野向け技術提案型多品種小ロット金属プレス加工への転換 総社商工会議所2533120298 岡山県 ユアサ工機株式会社 重荷重用18m伸縮ポールの開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120305 岡山県 中重被服興業株式会社 新機種CAM導入による作業の効率化・小ロット短納期対応生産 中国銀行2533120306 岡山県 株式会社倉谷鋳造所 木型制作内製化による一貫鋳造体制により、木型から作れる鋳物総合メーカーへと転身 商工組合中央金庫2533120307 岡山県 株式会社水内ゴム 籾摺りロールの寸法精度向上及びロール形状の改良による競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120308 岡山県 神免紙器株式会社 極小ロットに即応できる設備の入れ替え並びに新システムの導入 玉島信用金庫2533120309 岡山県 株式会社アイ・エス 精密複合加工機導入による加工工程省力化及び販売拡大 津山信用金庫2533120311 岡山県 株式会社トーキーシステム 大学等における大規模講義での利用を想定した双方向リアルタイム授業支援システムの開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120312 岡山県 作州機工株式会社 新商品「耐衝撃工具」の事業化を実現する加工コスト低減の取り組み 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120313 岡山県 有限会社中山靴店 オーダーメイド靴をお客様の目の前で３０分で製造する「その場メイド」靴製造ラインの構築 株式会社リアライズ2533120314 岡山県 有限会社巻尾鉄工所 「今、そして後世の職人のために、ものづくり日本の信頼を守り技術向上を考える」 おかやま信用金庫2533120321 岡山県 株式会社マリンフロート 海洋・養殖フロート（浮ブイ）の専用自動整形機の施策開発 玉島信用金庫2533120323 岡山県 株式会社福山鉄工所 微小硬度試験機用の精密金属加工部品の国内回帰を受けた設備の導入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120325 岡山県 橋本義肢製作株式会社 下肢麻痺者が用いる装具用のチタン製軽量足継手の開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120326 岡山県 株式会社三好製作所 ３ＤソリッドタイプＣＡＤソフト導入による各種検査用治具製造の生産効率向上と競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120327 岡山県 株式会社ＡＧＫ製作所 油圧機器向け鋳造金型製造における3Dプリンタ活用による競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120329 岡山県 カモ井加工紙株式会社 マスキングテープ用粘着剤の生産性・安全性向上を図る新たな製造方式の確立 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120330 岡山県 小田象製粉株式会社 薄力粉の歩留り向上による、売上増と原価低減を目指す気流式粉砕機の導入 中国銀行公益財団法人岡山県産業振興財団2533120332 岡山県 花田食品株式会社 ポン菓子クランチチョコレートの開発と量産製造ラインの構築 玉島信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名2533120334 岡山県 セリオ株式会社 高品質を実現するプリント基板高精度検査装置の導入（品質優位性確保・競争力強化） 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120338 岡山県 株式会社ミツバファクトリー 世界各国の施術をひとつのお店で受けられる、総合リラクゼーション店の展開 つくぼ商工会2533120340 岡山県 有限会社吉備高原ファーム 乗用管理機の導入による革新的な生産技術体制の確立 吉備中央町商工会2533120341 岡山県 有限会社時信レッカーセンター 特殊な現場に対応可能なレッカー車導入による新たな役務提供 トマト銀行2533120343 岡山県 株式会社新興製作所 光源の低電力化、長寿命化を実現する新規蛍光体のコスト力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120344 岡山県 大橋製本株式会社 強度と開広性の高いPUR方式の製本技術の導入による、高品質な小ロット製本加工の提供 商工組合中央金庫2533120347 岡山県 株式会社戸田レーシング 精密加工技術を生かし、航空機部品への本格参入のためのＭＣの導入 トマト銀行公益財団法人岡山県産業振興財団2533120348 岡山県 有限会社貝原鉄工所 アルミ鋳物の高精度・低コスト・高機能のハイブリットモーターのハウジングの提供 玉島信用金庫2533120349 岡山県 株式会社マルヨシ 婦人服を魅力的に演出するビューティーケアサービスの提供 備前東商工会2533120350 岡山県 株式会社山陽アルミ 自動車開発に必要なアルミ鋳物試作部品の短納期製作体制の整備 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120351 岡山県 株式会社三村鋳造所 スパーク放電発光分光分析装置導入による新分野進出及び溶湯管理の向上 玉島信用金庫2533120355 岡山県 有限会社バサラ 「リガーズサービス」　会員様からお預かりしたメッセージや映像を会員様の死後、指定された方々に視聴･閲覧していただくサービスです。 中国銀行2533120357 岡山県 株式会社川上製作所 曲げ加工の品質向上による個対応・短納期化を実現する設備導入計画 商工組合中央金庫2533120358 岡山県 プレテック株式会社 超小型のコネクタの０ｐｐｍ不良を実現する品質管理体制の構築 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120359 岡山県 三石耐火煉瓦株式会社 放射線遮蔽煉瓦RASHIXの量産化に向けた取り組みと営業展開 備前東商工会2533120361 岡山県 コーセーエンジニアリング株式会社 金具部品内製化による配電盤製造納期短縮と価格競争力の強化 おかやま信用金庫2533120363 岡山県 株式会社イマガワ 木材の加工工程の自動化による国産材無垢建具の高品質化と低コスト化の実現 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120368 岡山県 株式会社環境クリエイト 高度な衛生管理が求められる施設に対応した総合環境衛生管理（以下「ＩＰＭ」とする）サービスの提供 岡山県商工会連合会2533120370 岡山県 株式会社ハートスイッチ 身体・知的障害者向け視覚訓練プログラムを活用した評価モデル就労支援事業 トマト銀行2533120371 岡山県 株式会社辻本店 原料洗浄設備導入による高品質化とコスト削減、省力化の実現 真庭商工会2533120374 岡山県 株式会社スターメンテナンスサポート 産業用太陽光発電の革新的アフターサービス事業 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120376 岡山県 株式会社ＫＴＭ 効率的な五軸加工プログラム製作とバーチャル化でのプログラム検証 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120377 岡山県 瀬戸内エンジニアリング株式会社 ３Dスキャナ・プリンタ導入によるリバースエンジニアリングの高精度・低コスト・短納期化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120381 岡山県 興南設計株式会社 温水便座の商品開発・設計業務（マニュアル作成含む）の一貫受注体制構築 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120384 岡山県 株式会社山本金属製作所 高効率発電を実現する水車模型の高精度加工と製作時間の短縮 商工組合中央金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名2533120392 岡山県 株式会社板坂林業 最新ＧＰＳ及びＧＩＳを用いた適正な地域森林管理と森林施業の効率化 中国銀行2533120393 岡山県 株式会社ヒロセ 医療・介護用及び学校給食に対応した健康志向の特殊麺製造に向けた取り組み 百十四銀行2533120394 岡山県 弘化産業株式会社 高度精密プレス技術による住宅内装用建材「ダップ化粧板」の高付加価値化への取り組み 水島信用金庫2533120395 岡山県 備前商工株式会社 “超小ロット短納期受注に対応したカスタマイズウェア”事業への取り組み 伊予銀行2533120396 岡山県 有限会社ナカシマ建創 『介護・福祉・衛生畳』製造への取り組み強化による競争力の向上 安永幸賢税理士事務所2533120402 岡山県 株式会社創心會 ビジョントレーニング等を応用したタブレットの開発と介護システム導入による業務改善 トマト銀行2533120404 岡山県 株式会社山陽スチール プレス金型技術を活かした厚板高張力鋼板用送り装置の導入によるＶＥ提案 中国銀行2533120405 岡山県 有限会社秋山測量設計事務所 「無人航空機（UAV）を利用した3次元測量及び空撮事業」 玉島信用金庫2533120407 岡山県 株式会社アンゼン岡山 フラットベットプリンタ導入によるリユーズ（再利用）型看板サービス おかやま信用金庫2533120408 岡山県 小橋工業株式会社 耕うん爪（代掻き爪）製造工程の複合化による工程短縮と省人化 中国銀行2533120409 岡山県 小橋金属株式会社 溶接ロボットの導入による生産性と品質の向上 中国銀行2533120410 岡山県 倉敷ボーリング機工株式会社 表面改質により硬度・耐摩耗性を向上させた平面部材への鏡面化および一貫生産技術の確立 中国銀行2533120413 岡山県 株式会社白龍堂 大手焼肉チェーン向け焼き網洗浄レンタル事業 商工組合中央金庫2533120415 岡山県 株式会社ＮＩＣＳ 制御プログラムパッケージの開発と新分野への参入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120416 岡山県 有限会社タック精工 自動搬送装置付きセンターリングマシン導入による受注拡大体制の構築 中国銀行2533120417 岡山県 株式会社岡山楷進予備校 講師の職人芸に依存しない医学部受験指導システムの構築 百十四銀行2533120419 岡山県 ダイヤ工業株式会社 運動器疾患者の個別ニーズに迅速に対応するサポーターのオーダーメイドシステムの試作開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120421 岡山県 西日本建設株式会社 ライフラインが断たれても安心・安全・快適に使用できる災害対応型水洗トイレの試作及び設置 津山商工会議所2533120422 岡山県 株式会社岡山ビューティ インナー製品の「オーダーメイド受注生産システム」改良及び生産効率向上事業 広島銀行2533120423 岡山県 有限会社トラベルシリウス オフシーズンの厨房を有効活用したグループ全体のセントラルキッチン構築事業 商工組合中央金庫2533120426 岡山県 木庭金属工業株式会社 プレスと機械加工技術を組み合わせた精密せん断加工による自動車部品の製造 岡山商工会議所2533120429 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社 超音波洗浄工程導入によるめっき品質の高度化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533120431 岡山県 ユアサシステム機器株式会社 耐久試験機海外展開における品質管理体制の構築 公益財団法人岡山県産業振興財団
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