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（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2733110001 岡山県
ノマディックバイオサイエンス株式会
社

5260001009670
抗体医薬品スクリーニング用の表面修飾磁性微粒子の
開発

中国銀行、岡山北商工会

2733110003 岡山県 株式会社ヨシナガファインテック 7260001022052
加工工程および検査工程の高度化による生産性向上
の実現

中国銀行

2733110004 岡山県 モリマシナリー株式会社 8260001009809
医薬品等の錠剤製造に係る打錠金型生産プロセスＩｏＴ
革新事業

トマト銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110007 岡山県 株式会社精密スプリング製作所 9260001003645
最先端コイリングマシンによるスプリングの生産性向上
と技術の継承を計画する。

トマト銀行

2733110021 岡山県 オーエム機器株式会社 3260001017386
介護手すりの高精度・高機能化と生産性向上による低
コスト化を実現する生産プロセスの革新。

商工組合中央金庫、公益財団法
人岡山県産業振興財団

2733110028 岡山県 株式会社山陽アルミ 4260001008715
リバースエンジニアリング技術を用いたアルミ鋳物修理
部品の製造事業

中国銀行

2733110029 岡山県 株式会社ＢＯＳＳ 9260001025367
最高級塗料フッ素塗装の低価格事業とカラーシミュレー
ションでの選択

東京中央経営株式会社

2733110031 岡山県 明石被服興業株式会社 7260001012458
熱帯地域の海外制服市場開拓に向けた新製品「超涼
感学生服」の開発事業

中国銀行

2733110032 岡山県 中島工業有限会社 2260002015118
最新溶接ロボットを駆使して付加価値ある製品の受注
を図る

中国銀行

2733110036 岡山県 株式会社アースシステム二十一 6260001000100
地球環境にも作業環境にも配慮し、美味しく 炊き上げ
るＩＨ業務用炊飯器の開発

おかやま信用金庫

2733110038 岡山県 株式会社化繊ノズル製作所 2120001062190
高付加価値繊維紡糸用ノズル加工の高能率化による
国際競争力の強化

中国銀行

2733110039 岡山県 株式会社フルサイト 7260001025600
自社一貫製造できる強みを生かした船舶プロペラ付替
え・修繕型枠事業への新事業展開

玉島信用金庫

2733110042 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089
航空機部品製造における小物部品の受注拡大を目指
した生産システムの構築と生産性向上を図るため最新
５軸加工機の導入

トマト銀行、岡山県商工会連合会

2733110048 岡山県 有限会社早島金型 8260002023932
熟練切削加工技術の蓄積・活用による、金型修理の短
納期化

商工組合中央金庫

2733110049 岡山県 日光計装株式会社 5260001014365
ファイバーレーザハンディ溶接機（ＦＬＷ）導入による生
産性向上

水島信用金庫

2733110052 岡山県 太陽窓業株式会社 2260001004030
耐震設備に使用される防火戸（長尺物サッシ）の量産
化体制の構築

百十四銀行

2733110053 岡山県 株式会社ラピート 9260001007019
自動車部品のロッカーアーム超高張力鋼板を実現する
高精度型加工と金型構造の確立

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110055 岡山県 備前発条株式会社 7260001005569
衝撃吸収と前後位置調節機能を新しい機構で実現した
自動車用ヘッドレストの開発

中国銀行

2733110056 岡山県 株式会社アサヒエンジニアリング 2260001000005
地域密着型「多品種少量生産」の大豆粉生産ラインの
確立

トマト銀行、岡山北商工会

2733110058 岡山県 株式会社谷川工業 7260001011526
装飾金物製販事業の高付加価値化実現による商品開
発の実施

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110062 岡山県 株式会社ＰＨＡＳＥ 6260001025072
ドライアイス吹付けによるジーンズの中古化加工法の
導入により高いデザイン性の実現

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110063 岡山県 小橋工業株式会社 6260001002526
熱間鍛造解析ソフト導入による耕うん爪金型開発期間
の短縮

中国銀行、商工組合中央金庫

2733110064 岡山県 オーシャンメタル有限会社 3260002015562
スクラップアルミ成分測定による適正買取り・製品品質
表示サービスの実施

おかやま信用金庫

2733110066 岡山県 有限会社ひらい食品 5260002029239
四種の地元産大豆を用いた、四色湯葉の製品開発及
び量産化事業

作州津山商工会

2733110067 岡山県 有限会社アール 3260002012485
小規模幼稚園、保育園へ特化した個人用フォトアルバ
ム作成サービス

備前信用金庫、瀬戸内市商工会

2733110070 岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612
船舶エンジンに使用される超高精度流体軸受の製造開
発

中国銀行

2733110072 岡山県 株式会社共和工業所 1260001013032
国内初の新素材である耐摩耗鋼丸棒、耐摩耗鋼パイ
プ、高強度鋼パイプの加工方法を確立し、国内市場へ
投入する

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

2733110074 岡山県 株式会社明晃 5260001015000
ＰＴＦＥ溶接加工の量産化体制を構築することで新規事
業展開を図る

トマト銀行

2733110077 岡山県 コーセーエンジニアリング株式会社 8260001002326
海外子会社及び筐体生産ラインのＩｏＴ化による、生産
性革新

おかやま信用金庫

2733110078 岡山県 ユアサシステム機器株式会社 5260001006817
フレキシブルデバイス市場の進化に合わせた耐久試験
装置機能サービス提供の充実

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110079 岡山県 サンコー印刷株式会社 9260001015896
岡山県初！丈夫で開きやすく安価で短納期のＰＵＲ製
本が一貫してできる印刷会社の取り組み

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110082 岡山県 有限会社カナミツ工務店 8260002031002
新型ブロックマシーンＫ２６０改の導入による新市場の
開拓

日生信用金庫、和気商工会

2733110083 岡山県 真鉄工株式会社 3260001014747
ＡＮＳＩ規格（米国国家規格協会）内径ギヤ加工の生産
性向上と受注拡大

トマト銀行、つくぼ商工会

2733110092 岡山県 日本綿布株式会社 5260001018300
「ラスティック・ジャガードデニム」開発に向けた製造プロ
セス改善事業

中国銀行

2733110093 岡山県 有限会社中光商店 9260002031447
おいしさと鮮度を優先させた個包装による詰め合わせ
の提供

トマト銀行、瀬戸内市商工会

2733110104 岡山県 片山工業株式会社 6260001018191
静粛性能を追求した自動車用Ｃピラー（フラッシュサー
フェス型）一体構造の開発

公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110109 岡山県 株式会社河本工業 2260001010482
中型旋盤導入による製造ラインに使用するロール部品
の量産化

広島銀行
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2733110111 岡山県 株式会社福山鉄工所 2260001011159
超微細粒子測定機の増産に対応する小型多種部品の
同時加工プロセス確立

中国銀行、赤磐商工会、公益財団
法人岡山県産業振興財団

2733110113 岡山県 オーエスピー株式会社 7260001022903
スマートフォンに使われる目視判別が困難な重要機能
性部品の重欠点検出装置開発。

トマト銀行、真庭商工会、公益財
団法人岡山県産業振興財団

2733110114 岡山県 株式会社フリースタイル 7260001026111
デザイン性と品質を向上させるためのカット＆プリン
ターと焼付塗装乾燥器の導入

備前信用金庫、和気商工会

2733110117 岡山県 焼きたてパン工房Ｌａｓｓｅｎ              
津山産小麦１００％使用『深煎りコーヒーあんぱん』の急
速冷凍保存法の導入による商圏の拡大

おかやま信用金庫

2733110122 岡山県 有限会社河野酢味噌製造工場 4260002033662
米糀の自然な甘みを活かしたドレッシングを開発し海外
展開を図る

トマト銀行、真庭商工会

2733110127 岡山県 玉島防水株式会社 3260001016826
乾式吹付けとポリウレアライニングシステムによる新た
な施工法の確立

水島信用金庫

2733110130 岡山県 株式会社テオリ 7260001014058
竹集成材生産への進出と竹廃棄物排出ゼロを目標とす
る再資源化事業

中国銀行、真備船穂商工会

2733110132 岡山県 株式会社フジックス 1260001021687
ハードターニング技術開発による研磨レス生産プロセス
の確立

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110134 岡山県 株式会社森淵林業 1260001025820
高度な森林施業・測量システムを導入して「森林の保
全」「木材の安定供給」を図る

中国銀行

2733110136 岡山県 安信工業株式会社 1260001007471
１５００品目におよぶ多品種少量製品の一元的な生産
管理体制の構築

岡山北商工会

2733110137 岡山県 みのる化成株式会社 2260001010061
新型ロボットによるブロースポイラーの高精度生産ライ
ン構築

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110141 岡山県 株式会社アカセ木工 7260001018026
新商品「ソリッドサーフェス（仮）」による新たな顧客層へ
の展開

玉島信用金庫

2733110143 岡山県 サンドリヨン洋菓子              
「無添加」スポンジ生地の効率的な生産体制の構築に
よる事業展開

岡山西商工会

2733110144 岡山県 有限会社福原鉄工所 1260002015176
ＣＮＣ（数値制御）工作機械の導入で、船舶部品の 製造
技術を社内で伝承

おかやま信用金庫

2733110145 岡山県 東進工業株式会社 2260001004666
５軸加工機導入による複雑三次元形状の精密加工技
術の高度化 及び高効率化の実現

中国銀行

2733110146 岡山県 幸成イクイップメント有限会社 9260002003594
ＣＡＤ／ＣＡＭと自動切断機の融合による設計を伴う大
規模工事の実現

岡山南商工会

2733110147 岡山県 ツチダ電工株式会社 5260001020025
空調機制御装置と業務用冷蔵庫部品の増産要請に対
応するステンレス曲げ工程の革新

山陰合同銀行、みまさか商工会、
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110149 岡山県 本多綿業株式会社 6260001022953
連続カットスタッキングシステム導入による革新的な製
造ラインの改善と生産力の向上

トマト銀行、真庭商工会

2733110150 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295
耐震建築部材「ガセットプレート」を障がい者の手で製
造して世界市場へ

中国銀行

2733110151 岡山県 株式会社スターロイ 2260001019854
テーパーベアリングのコロ鍛造用のヘッダー機に使用さ
れる「オンパンチ」の磨き（ラップ仕上）作業の機械化

津山信用金庫、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2733110155 岡山県 出製陶              彩色技法を用いた新しい備前焼の開発と販売
日生信用金庫、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2733110161 岡山県 妹尾旭工業株式会社 5260001018250
最新レーザー機導入と製造一貫工程の構築による付
加価値率の向上

商工組合中央金庫

2733110163 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
公共工事で重要となる超低周波防音パネルの生産体
制構築

トマト銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110168 岡山県 三東工業株式会社 2260001013502
『他社が真似したくなる２次元レーザーの新工法』 を確
立し新分野での競争力を獲得

トマト銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110172 岡山県 株式会社堺伸銅所 6120101002662
排水管端面フランジのスピニング加工を職人からＮＣ旋
盤と産業用ロボットへの転換で高度生産性向上を実現

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110175 岡山県 株式会社創・和 2260001011811
気象条件に左右されない新栽培技術導入による白桃
の品質向上と収量の増大

岡山商工会議所

2733110177 岡山県 株式会社木の里工房木薫 9260001020954
間伐材で出来た保育家具、木製遊具の価値の見える
化と新規顧客獲得、商圏拡大

中国銀行、みまさか商工会

2733110178 岡山県 株式会社神田電機 7260002031688
現場毎の収支が明確になる建設業現場管理（原価計
算）ソフト開発事業（中小規模向け）

備前商工会議所

2733110186 岡山県 池田精工株式会社 5260001019538 水素ステーション関連部品の受注プロジェクト
津山信用金庫、鏡野町商工会、公
益財団法人岡山県産業振興財団

2733110187 岡山県 株式会社東児鉄工所 5260001022392 短納期と品質向上を実現する新しい円錐曲げ手法 中国銀行

2733110189 岡山県 Ｃｌｏｖｅｒｉｐｓｅ株式会社 8260001009354
「ＩＰＳＥトータルビューティーサービス」の展開による新
規顧客の獲得と顧客満足度向上

中国銀行

2733110193 岡山県 東洋精機産業株式会社 9260001004602
ＣＮＣ複合旋盤導入による産業用機械部品の高度生産
性体制の構築

公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110195 岡山県 合同会社ヒーローズ 8260003001714
パーソナルトレーナーの知見を活用した 野球能力測定
サービスの開発

岡山商工会議所

2733110197 岡山県 株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 2120001013053
大量生産用設備を一品生産のオーダーメイドシャツ製
造工程に活用にする生産技術の開発

尼崎信用金庫、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2733110201 岡山県 株式会社琴浦製作所 3260001017394
舶用大型エンジン重要部品の製造工程革新に向けた
高度生産性複合設備導入

岡山県商工会連合会

2733110203 岡山県 わかな合資会社 1260003001002
市場拡大中のチョコレートの商品生産体制構築による
拡販とニッチ市場への参入

鏡野町商工会

2733110205 岡山県 有限会社桝口工事 4260002021155
建設現場メンテナンスの生産性向上による繁忙期の機
会ロスの軽減

三宅税理士法人

2733110206 岡山県 セントラル歯科・矯正歯科              
障害者自立支援並びに顎口腔機能診断料算定の指定
医療機関となる歯科事業

中国銀行、笠岡商工会議所
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2733110212 岡山県 株式会社辻本店 2260001022684
酒質に影響の大きい低温殺菌工程並びに貯蔵工程の
効率化及び改善のための設備導入

トマト銀行、真庭商工会

2733110214 岡山県 株式会社サン・メタル 7260001016525
即日納品でのスピード試作を活かした試作～量産の一
括加工

玉島信用金庫

2733110215 岡山県 株式会社勝山鉄工所 1260001022669
安心安全な建築物を支える鉄骨溶接の自動化による
品質の安定化と短納期化の実現

トマト銀行、株式会社エフアンドエ
ム

2733110220 岡山県 たるのどうぶつ診療所              歯周病における歯槽骨再生療法の開発 浅口商工会

2733110223 岡山県 株式会社ヴォウクス 9260001012555 自動裁断機導入による生産性と品質の向上 商工組合中央金庫、伊予銀行

2733110231 岡山県 株式会社アムリット．ＤＣ 1260001011944
通販サイト３０店舗の同時運営を可能にする一元管理
システムの構築

山陰合同銀行

2733110235 岡山県 有限会社アスプリ 9260002023345
過酷な環境下の建設現場における労働者の熱中症予
知生体モニターの研究開発

玉島信用金庫

2733110236 岡山県 株式会社ＡＧＫ製作所 5260001025115
新構造の建機油圧バルブ用金型における高寿命化・増
産体制構築

商工組合中央金庫、公益財団法
人岡山県産業振興財団

2733110238 岡山県 株式会社プラントベース 2260001016232
サイロ用移動式仮設足場（ステージタワー）を開発する
ことによる安全な作業環境と新たな市場の創造

玉島信用金庫

2733110242 岡山県 有限会社モリヤス新販 3260002018243
世帯属性情報のデータベース化と最新設備の融合によ
る「世帯属性別　提案型折込広告事業」の実施

中国銀行、真備船穂商工会

2733110248 岡山県 株式会社山陽スチール 8260001002648
加工精度の高い多軸溶接機によるエンジンマウントメー
カー

トマト銀行

2733110252 岡山県 株式会社フジコ－ 4290801003292
ＣＰＣ２本採りと廃棄圧延ロール素材化技術融合による
究極再生化事業

中国銀行

2733110254 岡山県 有限会社中村鉄工所 8260002020120
排ガス規制対応のための高精度、複雑形状のシャフト
供給体制の確立

玉島信用金庫

2733110258 岡山県 株式会社日栄工業所 8260001020105
『次世代ＦＬＮＧ船』対応のボイラー部品製造への取り組
みによる競争力強化事業

津山信用金庫

2733110264 岡山県 ホトトギス株式会社 5260001023416
大手小売業者のニーズに対応したグルテンフリー食品
の品質改善・量産体制構築

岡山北商工会

2733110265 岡山県 山陽クレー工業株式会社 3260001021280
微細粒度・安定組成の新クレー開発による新規顧客の
開拓

商工組合中央金庫、備前東商工
会

2733110267 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
出荷後の不具合撲滅と納期短縮の為の冷間ロール成
形機向けの試運転ラインの自社製作

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110268 岡山県 建築工房カナヤ株式会社 9260001020698
構造計算ソフト導入による木造中大型建築物の構造設
計サービス提供

久米郡商工会

2733110271 岡山県 株式会社福田鉄工 3260001012115
Ｈグレード建築鉄骨を高い溶接強度と品質保証システ
ムによる提供

中国銀行

2733110274 岡山県 有限会社ファインアートかわばた 1260002029250
膜素材を使った、建物天井の防災対策工事の開発・提
案

津山信用金庫、作州津山商工会、
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110275 岡山県 大松工業株式会社 6260001013886
ブレーキプレス金型自動交換とロボット作業で女性も働
ける職場へ

商工組合中央金庫、公益財団法
人岡山県産業振興財団

2733110279 岡山県 有限会社登夢創屋 6260002022936
美と健康のサービスをあわせて提供する複合機能型美
容院の開発

馬場輝税理士事務所

2733110283 岡山県 株式会社福島鉄工所 3260001020605
高精度・高機能バンドソーの導入による生産効率改善
および販路拡大計画

津山信用金庫、作州津山商工会

2733110286 岡山県 有限会社スマート・ラムズ 5260002024207
インターネットで手軽に注文できるレーザー加工機によ
るオンリーワンアイテム作成サービス

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110294 岡山県 ヒルタ工業株式会社 8260001018512
自動車用部品の競争力強化を実現する金型製造プロ
セスの革新工法

公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110299 岡山県 カモ井食品工業株式会社 7260001012937
チーズを使った高付加価値製品需要に応えるための新
規製造ラインの導入

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110305 岡山県 株式会社ようび 8260001025789
新たなニーズに対応するための生産性の向上と檜製品
の訴求

中国銀行、みまさか商工会

2733110315 岡山県 株式会社赤田運輸産業 7260001017614
長尺物の共配サービス「エクスプレス１１９便」の配送シ
ステムの開発

中国銀行、笠岡商工会議所

2733110321 岡山県 コアテック株式会社 2260001015886
ラミネート技術の高度化によるアモルファスシリコン太
陽電池の事業拡大

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110329 岡山県 株式会社豊島屋 4260001014069
減塩等の多様化するニーズに対応できる多品種少量
生産体制の構築

玉島信用金庫

2733110330 岡山県 Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー株式会社 2260001011605 「異形状のぼり旗」の量産加工による競争力強化 中国銀行

2733110341 岡山県 有限会社びぜんファーム 1260002032163 『備前メロン』栽培への取り組みによる競争力強化事業 備前商工会議所

2733110344 岡山県 株式会社オーエスエー 7260001019602
ＵＡＶと地上ＧＮＳＳを連動した航空レーザー測量サービ
ス

中国銀行

2733110347 岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350
小径穴加工の生産能力向上を目的とした、スルースピ
ンドルクーラントシステムを備えたマシニングセンター導
入

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110353 岡山県 有限会社朝日テント商会 7260002000032
デザイン性と耐久性の高いファブリック製品を短納期提
供する生産プロセス構築

宮﨑栄一

2733110357 岡山県 蒜山食品加工株式会社 8260001020162 ＤＣ－１５納豆菌を用いた商品の事業化
津山信用金庫、津山商工会議所、
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110358 岡山県 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172
染め／洗いの複合加工による小ロット原反の試作・開
発、量産展開

児島商工会議所

2733110360 岡山県 オカネツ工業株式会社 1260001001581
拡大を続けるフォークリフトの基幹ユニット受注に向け
た新たな生産設備の増強と体制構築

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団
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2733110362 岡山県 株式会社長山鉄工所 6260001015379
複雑形状部品の革新的な付加価値再生と高機能修繕
保守サービスの提供体制の構築

玉島信用金庫

2733110364 岡山県 株式会社ホリグチ 1260001014732
国産・県産等の無垢木材の表面立体造形技術（木材の
エイジング化・デザイン化）による製品の付加価値向上

吉備信用金庫、真備船穂商工会

2733110365 岡山県 有限会社内田縫製 9260002027800
受注獲得の新たな仕組み作りと自社商品開発による下
請け脱却事業

津山信用金庫、作州津山商工会

2733110370 岡山県 有限会社ナカシマ建創 4260002007179
バリアフリー畳『ハートフルスロープ』製造プロセスの最
適化・製品高付加価値化事業

安永幸賢税理士事務所

2733110373 岡山県 有限会社ｎａｐ 9260002015359
皮革製品製造プロセスの見直しによる 競争力強化事
業

馬場輝税理士事務所

2733110374 岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974
海外等販路拡大のための、清酒の仕込・貯蔵タンクの
冷却技術高度化による品質・製造能力の向上化

玉島信用金庫、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2733110384 岡山県 協和ファインテック株式会社 7260001002095
医療用チューブ事業拡大に向けた高精度生産設備の
導入

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110386 岡山県 洋菓子工房ベルジェ              
洋菓子屋が作る３層構造のオシャレ和菓子「やわらか
乳菓」の開発と商圏外販売の強化

玉島信用金庫、浅口商工会

2733110387 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
最新切断加工機導入による金属部品精密加工の一括
受注と短納期化の実現

岡山商工会議所

2733110389 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 4260001011248
ＣＦＲＰ製プロペラの製造工法革新による国際競争力の
強化

公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110390 岡山県 小田象製粉株式会社 5260001001628
小麦粉投入ラインを増強し、微粉砕小麦粉の配合比率
が高い国産菓子用小麦粉を発売する。

中国銀行、公益財団法人岡山県
産業振興財団

2733110395 岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764
安価・高機能生産用・超小型プラント・マイクロリアク
ター装置の生産体制の確立

玉島信用金庫、公益財団法人岡
山県産業振興財団

2733110396 岡山県 キャンパスショップラビット              
支援学校に通っている目の不自由な人向けに点字を活
用した商品の提供

津山信用金庫、津山商工会議所、
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2733110399 岡山県 株式会社山陽オカムラ 5260001018878
オフィスの多様化進行に対応するカスタマイズ家具製
造体制の確立

中国銀行

2733110405 岡山県 株式会社倉敷看板 7260001025501
立体樹脂文字等の看板用自動切削機を導入した生産
プロセスの改善

水島信用金庫、つくぼ商工会

2733110412 岡山県 松正工機株式会社 7260001014776
自動溶接機導入により生産性を向上させ純水関連装置
事業への本格進出

水島信用金庫

2733110416 岡山県 株式会社三浦製作所 9260001006383 金型・成形の一貫生産体制の高度化事業 トマト銀行

2733110418 岡山県 三乗工業株式会社 4260001016008 騒音作業を低減し作業環境を守る吸音材の開発 中国銀行、商工組合中央金庫

2733110421 岡山県 協業組合笠岡車検センター 9260005005027
業務用特殊車両の整備作業効率化による地域密着型
整備工場の確立

トマト銀行

2733110423 岡山県 有限会社中山鉄工所 3260002020141
高張力鋼板（ハイテン材）用プレス金型部品製作におけ
る新工法による競争力強化

中国銀行

2733110429 岡山県 サンフロンティアケミカル株式会社 9260001024872
焼却炉用の酸性ガス処理薬剤の多品種化を図る生産
プロセス構築

百十四銀行、公益財団法人岡山
県産業振興財団
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