
（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

2633210357 岡山県 一井工業株式会社
精密万能試験機オートグラフ導入による品質つくりこみと
管理技術の向上

伊予銀行

2633210361 岡山県 横田紙器株式会社
高精度製函機によるプレミアムボックス量産システムの構
築

藤原真之助

2633210365 岡山県 山陽電研株式会社
半田付装置導入によるバイナリ発電装置やモータ検査装
置の増産対応計画

百十四銀行

2633210369 岡山県 株式会社大森鋼材店
鋼材流通から設計加工まで多様な顧客ニーズに対応する
新たなビジネスモデルへの挑戦

百十四銀行、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2633210372 岡山県 かねとうパン店 「もっちり」食感の１００円パンの試作開発 中国銀行、作州津山商工会

2633210376 岡山県 株式会社飛竜
県産小麦「ふくほのか」を使用した製麺技術の確立と地産
地消の推進の為の新型ミキサー導入

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210381 岡山県 有限会社チューメックス定金
高機能光学フィルム製造機械の基幹部品である「ロール」
の「超・超」鏡面研磨と納期短縮の実現

中国銀行、岡山商工会議所

2633210384 岡山県 有限会社田口工業所
パンチプレス機導入による菱形意匠の新製品屋根材の量
産化

津山信用金庫、公益財団法人
岡山県産業振興財団

2633210387 岡山県 株式会社イマガワ
県産材を使った高級住宅向け高感性・高品質内装材の開
発と事業化

広島銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210388 岡山県 光陽産業株式会社
建設機械部品熱処理の高精度全数検査を実現する自動
硬度検査ロボットの導入

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210390 岡山県 株式会社大和鉄工所
世界的な市場を視野に入れた定格容量２０ｋｇのコーヒー
焙煎機の試作機開発

岡山商工会議所

2633210391 岡山県 中村建具株式会社 古民家再生事業の確立による売上・付加価値の拡大 中国銀行

2633210394 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社
『砂ろ過装置』導入による排水プロセス改善波及効果によ
る主力生産設備稼働率向上による競争力強化

香川銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210395 岡山県 株式会社三矢鉄工所
対話型ＮＣフライス盤の導入による生産自動化設備製造
における部品加工効率向上

百十四銀行、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2633210397 岡山県 株式会社マコト
大規模３次元の測定と造形の組みあわせによる ３次元事
業部の確立

伊予銀行

2633210403 岡山県 株式会社ＰＣＫ高速印刷
地域の流通・サービス業の販売促進策の支援サービスを
創造する

岡山商工会議所

2633210408 岡山県 株式会社ヤマシタ
５軸制御ＮＣルーターを利用した斬新でリーズナブルな価
格の住宅用木製階段の製造

四国銀行

2633210413 岡山県 佐藤歯科
歯科用ＣＴにより負担を減らしニーズにこたえた革新的イ
ンプラント治療法の提供

藤原真之助

2633210414 岡山県 オカネツ金属工業株式会社
建設機械部品の増産・多品種化に対応する曲げ工程の
生産性向上

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210415 岡山県 山崎産業株式会社 積層式自動裁断機導入による新たな生産体制の構築 中国銀行

2633210416 岡山県 矢部被服株式会社 オリジナルブランドを作るための生産体制の構築 玉島信用金庫

2633210417 岡山県 石川工業株式会社
社内一貫生産体制の強化と競争力強化のための 新鋭
マシニングセンタ導入

中国銀行
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2633210421 岡山県 合同会社佐藤プランニング
バラスト水処理装置設置義務化に対応するための迅速で
正確な設置工事の実施

玉島信用金庫、公益財団法人
岡山県産業振興財団

2633210424 岡山県 三石耐火煉瓦株式会社
中間貯蔵施設向け高濃度・除染放射性廃棄物 保管容器
の開発

備前東商工会

2633210425 岡山県 荒砂精工 マシニングセンタ導入による、生産能力強化と市場開拓 津山信用金庫

2633210426 岡山県 山陽鉄工株式会社
高品位な航空機部品の品質プロセスを革新させる三次元
測定機の更新事業

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210429 岡山県 株式会社アドバン 高付加価値製品の加工に強い次世代縫製工場の構築 中国銀行

2633210430 岡山県 中央アルミ工業株式会社
アルミサッシ製造における加工機導入による生産力増強
計画

久米郡商工会

2633210432 岡山県 有限会社備南農産
岡山の地域資源である「和牛」用の国産稲わら飼料の開
発及び販売事業

岡山南商工会

2633210435 岡山県 株式會社カンガイ
自動車及び小型廃家電のリサイクル時に発生する廃銅線
からの銅の回収・再資源化

百十四銀行

2633210439 岡山県 有限会社カットナンバ 高機能設備導入による裁断工程の効率化 中国銀行

2633210442 岡山県 真鉄工株式会社
鋳物プーリーの「高速高送り加工」を実現する新たな加工
方法の開発

トマト銀行、つくぼ商工会

2633210445 岡山県 株式会社リプロ
連続成形可能な製造設備導入によるリサイクルプラス
チック杭の生産能力強化

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210446 岡山県 株式会社ノブハラ
販売・工程管理システム導入による、「スクリューメッシュ」
事業の拡大

株式会社ゼロプラス

2633210455 岡山県 株式会社三晃
コイル劣化装置を用いた高品質なリビルト品の提供によ
る、顧客満足度向上

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210456 岡山県 株式会社エース
医療機器の品質管理基準を満たす高衛生・高安全性の
歯車の提供

山陰合同銀行、児島商工会議
所

2633210457 岡山県 有限会社岡山ネジ製作所
産業用ロボットの新型精密減速機部品を新規受注するた
めの競争力強化事業

中国銀行、つくぼ商工会

2633210460 岡山県 ガード精工
新型ワイヤー放電加工機の導入によるワイヤーカット

の精度と生産性の向上、及び加工品目の拡大
中国銀行、新見商工会議所

2633210461 岡山県 有限会社テクノス
三次元測定器による倣い機能を活用した航空機部品の
高精度加工の技術開発

中国銀行

2633210467 岡山県 ツチダ電工株式会社
空調機制御装置及び業務用冷凍・冷蔵庫部品の新規受
注に向けた 新板金用タレットパンチプレス機械の導入

トマト銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団、みまさか商
工会

2633210468 岡山県 松井精機有限会社
船舶ディーゼルエンジン部品の新規受注及び増産対応に
伴う工程集約と高精度化の実現

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210470 岡山県 有限会社アンジェ
自動化機器導入による生産能力向上とチョコレート市場
への本格参入

津山信用金庫、津山商工会議
所

2633210471 岡山県 株式会社ダイラボ
自動車部品用大型順送金型における加工材料ハイテン
化への対応の高度化

商工組合中央金庫、公益財団
法人岡山県産業振興財団

2633210473 岡山県 備前グリーンエネルギー株式会社
高度な制御が可能で安価な小規模事業所向けクラウド型
ＥＭＳの開発

トマト銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210474 岡山県 日進ゴム株式会社
オートクレーブに対応できる日本初のコスト競争力を持っ
た病院内手術室用防滑医療シューズの試作開発

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210477 岡山県 株式会社晃立
無薬品永久プリーツ加工を武器に、生産性と品質の向上
を実現させる業界初の生産体制の構築。

百十四銀行、公益財団法人岡
山県産業振興財団
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2633210478 岡山県 株式会社石原パッキング工業
新型カッティングプロッター導入により、翌日納品の生産
体制を構築する

備前信用金庫

2633210479 岡山県 タカヤ商事株式会社高屋工場
主にジーンズ製品製造で多品種・小ロット・短納期・コスト
削減による競争力ＵＰに対応するためにＣＡＤと自動裁断
機の導入

広島銀行

2633210482 岡山県 室町酒造株式会社
海外向け新商品の販売促進による海外市場での売上・利
益の拡大

赤磐商工会

2633210485 岡山県 瀬戸内エンジニアリング株式会社
高精度・効率化プラントエンジニアリングを実現する設備
導入

百十四銀行

2633210487 岡山県 株式会社中原製作所
革新的ビビリ抑制技術を応用した産業用ロボット向け大
型薄肉アルミ部品の高精度・高効率加工技術の確立

商工組合中央金庫、公益財団
法人岡山県産業振興財団

2633210489 岡山県 有限会社髙橋工芸
万能プリンターを利用した高付加価値オリジナル商品の
開発

津山信用金庫、津山商工会議
所

2633210490 岡山県 株式会社ＮＳ技研
小径長尺ロール旋盤加工への革新的ビビリ抑制技術の
適用と事業化

商工組合中央金庫、公益財団
法人岡山県産業振興財団

2633210492 岡山県 株式会社丸友山地商店
鮮魚仲卸機能を活かした「カット鮮魚（一次加工品）」の開
発

岡山県商工会連合会

2633210493 岡山県 とら醤油株式会社
多品種大量の市場需要にも対応できる醤油加工品の製
造体制の強化

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210494 岡山県 有限会社倉敷システムデザイン
タングステン加工技術の習得によるプラズマ発生装置の
高度化

玉島信用金庫

2633210496 岡山県 Ｃｌｏｖｅｒ ｉｐｓｅ株式会社
ＤＮＡ分析を活用した美容サービスと新たな物販事業への
展開による顧客満足度の向上

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210499 岡山県 タマデン工業株式会社
組込み技術を楽しく学習できる自動姿勢制御自転車教材
の量産

おかやま信用金庫、公益財団
法人岡山県産業振興財団

2633210500 岡山県 有限会社国際石創
設備導入による墓石製造のワンストップサービス化と短
納期実現

笠岡信用組合

2633210501 岡山県 濵﨑鉄工
ＣＮＣ旋盤と汎用機械の組み合わせによる特に内径複雑
形状の高精度試作事業への生産改革

公益財団法人岡山県産業振興
財団

2633210502 岡山県 株式会社サンラヴィアン
ベルギーワッフル製造プロセスにおける新規焼成前生地
移載装置の導入

中国銀行

2633210503 岡山県 株式会社岡本化学
ダイレクトブロー容器製造におけるプレラベル化生産プロ
セス確立による弊社顧客Ｗｉｎ－Ｗｉｎの生産性向上

大阪シティ信用金庫、新見商工
会議所

2633210504 岡山県 板野機工株式会社 商社からものづくり部門を持って新分野進出を図る
中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210505 岡山県 株式会社サンクアート
通信販売事業創業者を対象とした日本初のインキュベー
ション施設運営。

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210506 岡山県 広島スチール工業株式会社
曲げ加工技術の向上による厚物鋼材・耐摩耗鋼への対
応強化

商工組合中央金庫

2633210507 岡山県 株式会社共和工業所
摩耗部品の自社ブランディング化事業確立の為、耐摩耗
鋼のメリットを 大限引出す加工技術の確立

中国銀行、商工組合中央金
庫、公益財団法人岡山県産業
振興財団

2633210508 岡山県 株式会社池田織物
テンションコントロール技術での高強度・広幅スリングベル
ト製造

広島銀行、児島商工会議所

2633210509 岡山県 立花容器株式会社
現代風にアレンジした新しい桶商品を開発し、伝統工芸
品でイノベーションを起こす

玉島信用金庫

2633210510 岡山県 合同会社イノバース
可動式３Ｄ撮影システムによる高精度な３Ｄコンテンツ制
作

百十四銀行

2633210512 岡山県 株式会社ｌｅ ｆｏｕｒｎｉｌ ｄ’ｏｋａｙａｍａ
フランスの伝統技術をいかした「マカロンブール」の本格
的商品化

山陰合同銀行
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2633210513 岡山県 三星金属株式会社 検査精度の高度化と革新的な品質管理システムの構築
中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210520 岡山県 株式会社半鐘屋 押大豆シリアルの生産能力の向上
津山信用金庫、津山商工会議
所

2633210521 岡山県 晃立工業株式会社
海外向け製砂設備実用拡大に向けた実証実験製砂プラ
ントの試作開発

鳥取銀行

2633210524 岡山県 株式会社ＨＡＮＧＬＯＯＳＥ
独創的なジーンズ加工提案が可能で環境にも優しいオゾ
ン洗浄機導入

岡山商工会議所

2633210528 岡山県 株式会社幡中金網
耐震性能向上並びに短納期化の実現を図るための高強
度溶接機の導入

中国銀行

2633210532 岡山県 有限会社中村鉄工所
４軸複合加工機とＣＡＤ／ＣＡＭでの体型・骨対応の人工
関節加工

有限会社エヌティ・クリエイト

2633210534 岡山県 株式会社辻本店
ＤＬＣペットボトル入り純米酒の製造に伴う設備導入の実
施

トマト銀行、真庭商工会

2633210537 岡山県 弘化産業株式会社
『不燃性発泡スチロール芯材の金属パネル』の事業化と
用途拡大に向けた取り組み

水島信用金庫

2633210539 岡山県 株式会社トンボ
生産体制革新によるペット介護商品「老犬用歩行補助
ハーネス」の新規事業の拡大

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210540 岡山県 株式会社堺伸銅所
金具挿入自動化設備導入による住設用高機能水栓パイ
プの生産能力増強と競争力強化

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210541 岡山県 有限会社中村工業所
介護用品素材をステンレス製品からチタン製品へ転換し、
事業拡大を図る

津山信用金庫、公益財団法人
岡山県産業振興財団

2633210543 岡山県 髙橋金属株式会社
顧客が求めるダイカスト品質の「見える化」「品質深層追
求」技術革新事業

商工組合中央金庫

2633210544 岡山県 有限会社シビルエンジニア
ＵＡＶと赤外線カメラを使った鉱山事業者向け新サービス
の提供

阿哲商工会

2633210545 岡山県 小橋工業株式会社 耕うん爪用新鍛造金型の開発による段替え時間削減 中国銀行

2633210549 岡山県 マックエンジニアリング株式会社
医療・薬品・化学製品等開発のための高機能マイクロリア
クターの試作開発

玉島信用金庫、公益財団法人
岡山県産業振興財団

2633210551 岡山県 尾前工業株式会社 円筒成形機導入による後工程の作業効率と品質向上 トマト銀行

2633210552 岡山県 グリーンツール株式会社 高精度なドリル再研削の実現とドリル製造 商工組合中央金庫

2633210553 岡山県 有限会社小見山木工
ＮＣ制御ルーターマシン導入による別注家具製造工程の
簡素化

商工組合中央金庫

2633210557 岡山県 有限会社佐藤印刷所
地域産業（繊維産業）と連携した環境循環型エコハンガー
商品開発

トマト銀行

2633210558 岡山県 林電化工業株式会社
大型ＣＮＣ複合旋盤と高精度内径加工のための治工具の
導入によるシャフトスリーブの生産能力と生産性の向上

中国銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団

2633210562 岡山県 有限会社タカオメディアアイ
新設備導入による世帯別折込広告サービスの提案事

業
中国銀行

2633210563 岡山県 備前化成株式会社
アルツハイマー治療が期待される魚油由来の希少化合物
の試験製造

トマト銀行、赤磐商工会

2633210565 岡山県 株式会社エムアイマシナリー
超精密ラッピング加工用プレート製造への取り組みによる
競争力強化事業

広島銀行

2633210568 岡山県 株式会社唐川建具
ＡＴＣ機能搭載ＮＣルーターの導入による作業効率化及び
加工精度向上

中国銀行
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2633210569 岡山県 有限会社山田工作所
切削加工と一体での３次元曲げ加工技術の強化による生
産性・効率性の向上

玉島信用金庫、大倉宏治税理
士事務所

2633210571 岡山県 有限会社キトテック
切削加工の生産性・効率性の向上による試作から量産ま
での総合的なものづくり

中国銀行、大倉宏治税理士事
務所

2633210572 岡山県 三冠酒造有限会社
需要の高まるしぼり立て生原酒の劣化を 小限に抑えた
商品開発

中国銀行

2633210574 岡山県 株式会社桃太郎部品
リサイクル原料生産によるクルマ社会の新しい資源循環
サイクル構築事業

香川銀行

2633210577 岡山県 株式会社木村建築設計事務所
３次元モデリングの製作による革新的プレゼンスタイルの
確立

中国銀行、岡山商工会議所

2633210578 岡山県 カジノン株式会社
電気工事業からの挑戦。強みを活かした、新事業展開、
植物工場事業への新規参入

中国銀行、大倉宏治税理士事
務所

2633210579 岡山県 株式会社明治機械製作所
オーダーメイドスプレーガン提供サービスによる、企業ブ
ランドの向上

株式会社ゼロプラス

2633210580 岡山県 株式会社シーワン
生産販売体制強化によるハラール対応米粉商品の国内
外市場へのフロンティアを拓く取組

香川銀行、吉備中央町商工
会、弁護士　井上雅雄

2633210581 岡山県 株式会社ウエルストンクラシキ
“圧縮梱包サービス”の実施による事業拡大並びに当社
競争力強化事業

中国銀行

2633210585 岡山県 株式会社板坂林業
森林地理情報の高精度化による森林作業道の作設効率
化

中国銀行

2633210587 岡山県 ＴＣＢ株式会社
昔ながらのこだわりのジーンズで、グローバルニッチトップ
へ向けた取組み

株式会社リアライズ

2633210589 岡山県 株式会社森淵林業
小型機械を導入して放置林の間伐を行い森林保全に努
める

中国銀行

2633210590 岡山県 サンフロンティアケミカル株式会社
高分子凝集剤の多品種少量生産技術の高度化と新商品
開発事業

百十四銀行
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