
公募回          ： １次公募 （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

1 2933110002 岡山県 備前発条株式会社 7260001005569
協働ロボットの多工程でのフレキシブルな活用による
生産性向上

株式会社伊予銀行

2 2933110004 岡山県 株式会社ＮＳＤ 1120901030479
キズをつけない金属曲げ技術と高精度溶接技術で医療
家具領域へ進出

株式会社中国銀行

3 2933110005 岡山県 有限会社榊原石油店 1240002046181
洗車工程のスマート化によるセルフステーションの機
能強化事業

広島県商工会連合会、株式会社広島銀行

4 2933110006 岡山県 株式会社齋藤撚糸 9260001019773
特許出願した「草刈り用コード」の具現化による経営
力向上

津山信用金庫、岡山県商工会連合会

5 2933110009 岡山県 満榮工業株式会社 7260001007524
活性炭の分析技術向上により競争力強化と新用途開発
を実現する

株式会社中国銀行

6 2933110011 岡山県 江与味製材株式会社 3260001020365
平面ルーバーの品質向上と美作桧異形状ルーバーの商
品開発による海外展開

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

7 2933110012 岡山県 有限会社斎藤鈑金工業所 3260002028374
「パッケージ型空調用ユニット」の増産による経営力
向上

津山信用金庫、岡山県商工会連合会

8 2933110013 岡山県 株式会社ボブソンピーチフォート 9260001010939
３次元バーチャルフィッティングによる短納期高付加
価値商品開発の実現

株式会社中国銀行

9 2933110014 岡山県 中川電機株式会社 6260001017136
大型モーターに対応する大容量の電圧調整器を導入
し、電力会社の検査・修理業務の受注拡大を図る

水島信用金庫

10 2933110015 岡山県 有限会社三昇 2260002018434
工場を新設し生産性の高い製造現場に変革し、自社ブ
ランド商品を製造販売する。

水島信用金庫

11 2933110016 岡山県 コトブキ精密株式会社 7260001022721
パワー半導体の「位置決め冶具」の生産による経営力
向上

津山信用金庫、岡山県商工会連合会

12 2933110018 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295
高規格ＳＮ材を使用し、摩擦面の高精度処理を施した
最強補鋼材の量産

株式会社中国銀行

13 2933110019 岡山県 株式会社オカドハザック 1260001008759
搬送機量産体制を整備し、畜産業向け飼料配合プラン
ト一括対応へ

株式会社中国銀行

14 2933110020 岡山県 有限会社セイコーモールド 3260002019035
ワイヤーカット加工技術の高度化と効率改善による二
次電池分野進出

株式会社香川銀行

15 2933110021 岡山県 有限会社大原工業 8260002024575
自動溶接機導入により、病院、医薬品製造工場のサニ
タリー配管工事部門を伸展させる

水島信用金庫

16 2933110023 岡山県 山陽精機株式会社 5260001022723
金型設計における「コア設計」と「附帯設計」の並列
作業システムの確立

岡山県商工会連合会

17 2933110024 岡山県 株式会社ラグロフ設計工房 4260001011751
独自の河川カルテ作成システムによる河川点検業務の
積極的受注

株式会社中国銀行

18 2933110025 岡山県 猪原織物有限会社 2260002025554
「備中小倉」のノウハウを活かした厚物デニムの新生
産方式の確立

株式会社広島銀行

19 2933110026 岡山県 ファームスカイテクノロジーズ株式会社 1260001029607
ドローンによる太陽光パネル点検サービスとリモート
センシング技術による新たな需要を創造する

岡山県商工会連合会、津山信用金庫

20 2933110027 岡山県 山政木材有限会社 5260002029651
多軸モルダを導入し、自社ブランドのはめ板材を内製
化し付加価値を向上させる

株式会社中国銀行

21 2933110028 岡山県 有限会社若林鋳造金型製作所 9260002014988
３次元測定器、立型マシニングセンタ導入による生産
性、競争力向上

株式会社中国銀行

22 2933110030 岡山県 太耀産業株式会社 9260001004032
自由設計住宅向け通気用土台水切役物の特殊品生産能
力の向上計画

株式会社エフアンドエム

23 2933110032 岡山県 日新コンベヤ株式会社 4260001014374
生産ライン用スチールベルトコンベヤ等の高品質化及
び生産能力の向上

株式会社百十四銀行

24 2933110034 岡山県 有限会社カナミツ工務店 8260002031002
最新モデルのバッチャープラントを導入し、残存者利
益獲得を狙う

日生信用金庫

25 2933110035 岡山県 セントラルサービス株式会社 4260001013789
プラントメンテナンスの短納期化、省力化による新
サービスの開発・新市場への進出

水島信用金庫

26 2933110036 岡山県 有限会社西橋工業 2260002020282
市場の伸張が著しい首都圏エリアへ防音ハウス事業の
新進出・拡大事業

株式会社中国銀行

27 2933110038 岡山県 岸本精密発條株式会社 6122001001769
バネ製品製造の生産体制の強化に伴うリードタイム短
縮と低コスト化の実現

株式会社京都銀行

28 2933110040 岡山県 仲精機株式会社 4120001156370 銅電極の生産による経営力向上 津山信用金庫

29 2933110042 岡山県 有限会社片岡製作所 9260002025655
バリ取り加工機を駆使し、高精度部品を最短時間で提
供する生産プロセスの刷新

株式会社中国銀行

30 2933110043 岡山県 オーティス株式会社 6260001022846
クリアランスゼロを実現する高耐久精密金型加工技術
の開発

岡山県商工会連合会

31 2933110044 岡山県 備前高周波工業株式会社 5260001005554
新型焼入れ機を導入し生産性の向上を図ることで、主
要取引先の要望に応える

株式会社百十四銀行

32 2933110045 岡山県 株式会社ファインテクノ・タケダ 5260001018325
曲げ工程の全自動金型交換設備導入による生産性向
上・高付加価値戦略

株式会社中国銀行

33 2933110046 岡山県 有限会社近藤組 6260002003845
需要増を乗り切るため鉄骨製作の一次加工ラインを内
製化する事業

おかやま信用金庫

34 2933110048 岡山県 株式会社まるみや 4260001006363
新鮮・風味豊かで安全安心なカット野菜の増産に向け
た洗浄・検査工程の高度化

岡山県商工会連合会

35 2933110050 岡山県 株式会社石原パッキング工業 3260001008039
超精密ウォータージェットカッター導入による半導体
分野への進出

株式会社アルマ経営研究所

36 2933110051 岡山県 尾前工業株式会社 8260001012779
新型クレーン導入によるバイオマスボイラー製作事業
への参入

株式会社トマト銀行

37 2933110052 岡山県 株式会社守屋鉄工所 1260001015037
高性能マシニングセンターの導入で生産性を向上し、
既存事業の受注拡大および新既顧客開拓を実現

株式会社アルマ経営研究所

38 2933110053 岡山県 新保電機工業株式会社 6260001003318
自動収納庫導入による、工場内の省スペース化を実現
し生産性の向上を図る

株式会社百十四銀行

39 2933110054 岡山県 株式会社ゼネラルガスセンター 6260001013795
ロボット型ガス充填機導入により生産性を向上させ、
医療分野を強化

尾崎裕

40 2933110055 岡山県 アールビーシーコンサルタント株式会社 2260001019490 津山名産「つやま青うなぎ」の経営力向上 津山信用金庫、津山商工会議所

41 2933110056 岡山県 株式会社ＪＴＥ 1260001021209
ウオ－タ－ジェットを使用した劣化処理の実現と経営
力向上

津山信用金庫、津山商工会議所

42 2933110057 岡山県 株式会社フロンティア 8260001014676
半ＮＣ加工機導入による金型高精度化、加工効率ＵＰ
及び人材育成

公益財団法人岡山県産業振興財団

43 2933110058 岡山県 株式会社優食 6260001016567
オーブン、チラー導入で介護施設の人材不足を助ける
配食サービス

株式会社中国銀行

44 2933110059 岡山県 ユニカス工業株式会社 1260001020334
生産管理システム導入により情報の一元管理をし、超
短納期化実現

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

45 2933110060 岡山県 株式会社中国調和 9260001004296
生産性の向上を実現する成形工程の創出及び排気フー
ドの内製化

株式会社伊予銀行、岡山商工会議所

46 2933110061 岡山県 南海技研工業株式会社 1260001004857
溶接ロボットシステムによる長辺加工の自動化・省人
化の実現

おかやま信用金庫

47 2933110062 岡山県 株式会社岡山大建 4260001001166 新型パネルソー導入による寸法精度向上と短納期実現 岡山県商工会連合会

48 2933110064 岡山県 甲矢工業株式会社 2260001021521
新設備導入により開先加工の生産性を向上させ、持続
可能な経営体制を構築する

備前商工会議所

49 2933110065 岡山県 株式会社栄伸海事工業 2260001016802
消波ブロック反転機を導入し、消波ブロック据付工事
の新工法を確立

尾崎裕

50 2933110067 岡山県 株式会社精電社 9260001022240
最新鋭設備導入による大型建機部品等の競争力強化事
業

玉野商工会議所

51 2933110070 岡山県 株式会社石原製作所 5260001025767
旋盤加工の匠として他社が受けられない中型重量物・
単品・難加工の専門店化を図る

株式会社トマト銀行

52 2933110073 岡山県 坂手修三デザイン事務所
「新立体造形手法を用いた軽量・安価な立体看板」に
よる新たな販売チャネルの開拓

岡山県商工会連合会

53 2933110074 岡山県 株式会社晃立 5260001013301
素材を選ばない永久プリーツ加工と生産性を飛躍的に
向上させる生産プロセス革新

公益財団法人岡山県産業振興財団

54 2933110075 岡山県 ミック工業株式会社 9120101006966
高速溶接技術を用いた特殊空調設備（大型電算機・高
速鉄道車両）の製品化

岡山県商工会連合会

55 2933110076 岡山県 株式会社エース 2260001012660
ロボット化により生産性向上、人材育成、働き方の改
善を実現

公益財団法人岡山県産業振興財団

56 2933110077 岡山県 株式会社平野鉄工所 9260001018115
重量構造物の柱芯や基礎に用いる、十字クロスＨ形鋼
の製造事業

岡山県商工会連合会
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57 2933110079 岡山県 アクアデンタルクリニック
３次元ＣＴ診断装置を用いた患者本位の先進的歯科総
合治療

株式会社トマト銀行

58 2933110080 岡山県 有限会社大久保鉄工所 6260002016938
新型マシニングセンタ導入により定期修理事業を確立
させる

株式会社中国銀行

59 2933110082 岡山県 有限会社中村製作所 1260002007256
医療用ステンレス加工品の曲げ加工能力向上による競
争力強化と売上拡大

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

60 2933110083 岡山県 テック・ナカハラ
ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上と技術の高度化で、
事業承継に向けた経営基盤の強化

おかやま信用金庫

61 2933110085 岡山県 株式会社吉田金属工業 7260001010759
新型ＣＮＣ自動旋盤の導入による小径・長尺金型の量
産化と試作品の内製化

株式会社中国銀行

62 2933110086 岡山県 株式会社アァル技研 5260001019488
サイレントチェーン製造金型などの高性能化・短納期
化を可能とする生産体制の構築

株式会社鳥取銀行

63 2933110089 岡山県 井上石材有限会社 7260002025946
電動式ＢＴＢ向けチョコレート・ストーンメラン
ジャー開発・製造販売

岡山県商工会連合会、笠岡信用組合

64 2933110090 岡山県 利守酒造株式会社 6260001007293
酒造りの工程見直しによる、高品質保持及び国際競争
力強化

株式会社商工組合中央金庫、岡山県商工会連合
会

65 2933110091 岡山県 日本綿布株式会社 5260001018300
「自動計量・包装システム」導入による生産性８０％
向上と欧米商圏の拡大

株式会社中国銀行

66 2933110092 岡山県 株式会社サンエイコーキ 5260001021279 低周波振動切削付自動旋盤機導入による生産性の向上 岡山県商工会連合会

67 2933110093 岡山県 ケイエスワイヤ株式会社 3260001015290
これまでにない高圧縮ワイヤロープの加工法確立と新
市場開拓

株式会社中国銀行

68 2933110094 岡山県
幹事企業：Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー株式会社 
連携体１：のぼり屋工房株式会社

幹事企業：
2260001011605 

布製大型広告幕の企画・製造・販売
幹事企業：株式会社中国銀行 
連携体１：株式会社中国銀行

69 2933110096 岡山県 株式会社マリンフロート 7260001007532
業界初、発泡スチロール製の精巧かつ大型のモック
アップ（実物大見本）の事業化

玉島信用金庫

70 2933110097 岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612
高精密カラーの量産体制構築による、精密減速機部品
市場への参入

株式会社トマト銀行

71 2933110100 岡山県 有限会社岡南プラスチツク工業所 9260002003693
『フレア配管工法』への取り組みによる当社競争力強
化事業

株式会社トマト銀行

72 2933110101 岡山県 井原精機株式会社 6260001018159
ロボットシステム導入による農業機械エンジン部品の
競争力強化事業

井原商工会議所

73 2933110102 岡山県 株式会社テオリ 7260001014058
５軸制御ＣＮＣマシニングセンター導入による生産性
向上、３次元ＣＡＤ対応とデザイン開発の自由度の向

岡山県商工会連合会

74 2933110104 岡山県 株式会社ＮＳ技研 7260001011022
中小企業向けインダストリー４．０に向けた工具管理
システムの導入による生産方式の革新

株式会社商工組合中央金庫

75 2933110105 岡山県 仁木鉄工株式会社 4260001020091
最新鋭鉄骨溶接ロボット導入による安定供給と作業環
境整備による溶接工の確保

株式会社中国銀行

76 2933110106 岡山県 株式会社三宅製作所 5260002009819
三次元測定機導入により、建設機械に使われる大型部
品への本格進出

おかやま信用金庫

77 2933110107 岡山県 株式会社植田板金店 9260001000634
建築板金の技術を生かしたデザイン性の高い多目的ス
モールハウスの全国展開

岡山商工会議所

78 2933110109 岡山県 横田紙器株式会社 1260001006878
日本初、Ｖカット・エンボス仕様貼り箱量産ラインの
構築

藤原真之助

79 2933110111 岡山県 旭包装株式会社 3260001000053
複雑形状の「封筒一体型メーラーＤＭ」加工技術の高
度化並びに低コスト・短納期化による競争力強化事業

株式会社商工組合中央金庫

80 2933110113 岡山県 株式会社ニシモト 4260001015372
長尺鋼材の切削技術獲得による、自動化ライン向け機
構部品の生産・提供

水島信用金庫

81 2933110114 岡山県 有限会社ヒロムサンライズ 6260002029865
新業態進出による顧客満足の向上とセントラルキッチ
ン導入による働き方改革

津山信用金庫、津山商工会議所

82 2933110115 岡山県 株式会社森川テック 8260001020889
大型の横型マシニングセンタ導入による得意分野のさ
らなる発展

株式会社京都銀行

83 2933110116 岡山県 室町酒造株式会社 3260001007263
小瓶専用ラインの構築による営業力強化と省力化を目
指す事業

岡山県商工会連合会

84 2933110117 岡山県 ハヤセ株式会社 6260001020825 高性能スリッター機導入による経営力向上 津山信用金庫

85 2933110118 岡山県 日光計装株式会社 5260001014365
円錐・円柱曲げ加工技術を導入し、食品機械分野への
新進出

大川佳郎

86 2933110119 岡山県 山県化学株式会社 6260001015057
新型ＮＣルーター導入により、新開発製品の生産体制
を構築する

株式会社香川銀行

87 2933110121 岡山県 平賀運送株式会社 7260001005643
「石膏ボード加工と運送事業の一体型サービス」の実
現

株式会社中国銀行

88 2933110122 岡山県 嘉美心酒造株式会社 3260001017997
ろ過、凍結殺菌の高精度化による吟醸生酒の安定供給
と、大吟醸生酒の新展開

株式会社中国銀行

89 2933110123 岡山県 株式会社グランド 8260001025558 ＩＣＴ建機の活用による土木工事の効率化事業 秋井　正宏

90 2933110125 岡山県 有限会社備前精機 7260002031473
半導体製造装置向け微細加工部品の鋼種別生産性・効
率化事業

株式会社トマト銀行

91 2933110126 岡山県 岡畳製造所
縫着による薄畳製造と椅子表皮材を使用した新感覚薄
畳の開発

玉野商工会議所

92 2933110127 岡山県 株式会社互興製作所 8260001013307
試作機製作の精度向上・短納期化による新エネルギー
素材の開発力強化への貢献

水島信用金庫

93 2933110128 岡山県 クレオ歯科医院
３次元診断装置導入による顎関節症診断の高精度化と
矯正治療による患者のＱＯＬ向上

おかやま信用金庫

94 2933110129 岡山県 株式会社ブラウデザイン 4260001016701
高品質・複雑形状金型の製作体制の構築による、もの
づくり高度化

玉島信用金庫

95 2933110130 岡山県 竹久工業株式会社 5260001007179
テーブルスポット溶接機導入による大型サーバーラッ
クの生産プロセス革新

公益財団法人岡山県産業振興財団

96 2933110132 岡山県 恒次工業株式会社 7260001021293
製造プロセスの改善により高精度で安価な大型プレハ
ブ鉄筋の新分野への提供

岡山県商工会連合会

97 2933110133 岡山県 株式会社あさひ印刷 5260001012402
高性能ＣＴＰの刷新による生産性向上、製品多様化に
よる増収・増益を目指す

株式会社中国銀行

98 2933110135 岡山県 長安鉄工株式会社 7260001004926
鉄工所業界初の女性技術者の起用促進に向けてＩｏＴ
による生産効率の向上を目指す

株式会社百十四銀行

99 2933110136 岡山県 株式会社永田製作所 7120001057310
ネットワーク対応型ブレーキ導入で安全性向上と多品
種少量生産の実現

株式会社中国銀行

100 2933110137 岡山県 倉敷ボーリング機工株式会社 1260001013123
大型ロール用現地一貫補修の実現による新規保全技術
の提供

株式会社中国銀行

101 2933110139 岡山県 有限会社徳永商店 8260002031869
高精度の「曲げ」の生産力向上・工法提案により、介
護・産業ロボット部品事業を拡大

日生信用金庫

102 2933110140 岡山県 有限会社内田縫製 9260002027800
アパレルＣＡＤの導入による小ロット受注獲得及びＯ
ＥＭからＯＤＭへの転換

岡山県商工会連合会、津山信用金庫

103 2933110143 岡山県 有限会社美作農園 6260002030625
「湯郷温泉」の魅力アップにつながる地域素材を活用
した菓子の企画製造販売

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

104 2933110145 岡山県 協業組合笠岡車検センター 9260005005027
設備増強による整備作業の効率化及び整備技術高度化
事業

株式会社トマト銀行

105 2933110146 岡山県 有限会社和田組 5260002026938
土木工事業者が米農家の「儲かる農業」を支援する新
サービス開発導入

岡山県商工会連合会

106 2933110147 岡山県 株式会社まさなみ鉄工 9260001006177
全国のゴミ焼却場に貢献する！高品質「回転刃加工」
の効果・効率的展開事業

株式会社中国銀行

107 2933110148 岡山県 株式会社ブックス 4260001021949
「ポストプレス工程」のロボット化によるサービス高
付加価値化・業務効率化事業

株式会社商工組合中央金庫

108 2933110149 岡山県 株式会社ｙｕｉｍｏ 4260001030710 余りもの野菜流通アプリで地産地消を促進する事業 株式会社中国銀行

109 2933110150 岡山県 株式会社ヘルヴェチア 3260001026511
試作開発を通した電力線通信装置の長距離、多デバイ
ス、低減衰率への挑戦

株式会社トマト銀行

110 2933110151 岡山県 山陽エクト株式会社 2260001020944
電動機等向けメンテナンス用高性能・高温加熱炉設備
で生産性向上

株式会社トマト銀行

111 2933110152 岡山県 成栄工業株式会社 1260001022529
新設備導入による工業用クリーンルーム部品の生産体
制の拡充

おかやま信用金庫

112 2933110153 岡山県 株式会社ウヱルストンクラシキ 4260001012568
「体圧分散性機能のある特殊形状マットレス」の開発
による新分野への販路拡大

玉島信用金庫

113 2933110154 岡山県 有限会社岡山ネジ製作所 5260002016906
産業用ロボットや風力発電設備に使用するクランク
シャフトの斬新な加工方法の確立

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

114 2933110155 岡山県 株式会社アトム 1260001012496
最新設備導入による設備稼働時間の向上による生産性
向上と作業環境改善推進事業

株式会社広島銀行

115 2933110157 岡山県 有限会社エール 8260002001285
高所作業を安全かつ効率よく行えるエアーマット足場
の開発

岡山商工会議所、おかやま信用金庫

116 2933110159 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
溶接・組立技術高度化によるリサイクルコンベアのス
テンレス化への貢献

株式会社トマト銀行



117 2933110161 岡山県 株式会社光岡製作所 5260001020264
『フルモールド鋳造法』への新規事業展開による当社
競争力強化事業

株式会社中国銀行

118 2933110162 岡山県 株式会社サイ 6260001026418 生産性向上のための製造プロセスの改善 株式会社トマト銀行

119 2933110163 岡山県 株式会社新生工業 4260001009259
『自動車用大型ブラケット部品金型』製造への取り組
み強化による競争力強化事業

株式会社トマト銀行

120 2933110164 岡山県 友成工業株式会社 5260001027887
新規部品の受注を確保するため、生産性３３％向上を
目指した新鋭設備の導入

株式会社トマト銀行

121 2933110168 岡山県 株式会社クレスコ 2260001002199
新設備導入による生産性向上を図り、半導体事業の伸
長・鉄道関連事業の新展開

株式会社商工組合中央金庫

122 2933110169 岡山県 株式会社三石ハイセラム 2120001090431
大型の不定形耐火物『プレキャスト製品』への取り組
み強化による当社競争力強化事業

株式会社商工組合中央金庫

123 2933110170 岡山県 有限会社徳河製作所 3260002015835
手摺製造での生産性向上に向けた大型自動ケガキシス
テムの導入

岡山県商工会連合会

124 2933110171 岡山県 有限会社Ｋ．Ｍ．Ｔ． 9260002011291 バイク整備業から特注部品製造業への転身 岡山県商工会連合会

125 2933110172 岡山県 株式会社オーエスケー 4120001009363
プラスチック日用品の高品質大量生産に資するフィル
ム自動インサート射出成形システムの導入

株式会社池田泉州銀行

126 2933110173 岡山県 株式会社すえ木工 3260001019845
美作材を使用した家具・建具用パネルの開発による経
営力向上

津山信用金庫、津山商工会議所

127 2933110174 岡山県 オサカダツール株式会社 5260001020743 チゼルのイノベーションを起こし、熱処理を極めろ！ 株式会社中国銀行

128 2933110175 岡山県 みのる産業株式会社 5260001007261
シイタケパック製造の作業標準化と効率化を可能とす
る自動パックラインの構築

株式会社中国銀行

129 2933110176 岡山県 有限会社藤野建具 7260002011343
フラッシュ建具製作の高速化により、民家型介護施
設・高齢者向けリフォームの対応力強化

岡山県商工会連合会

130 2933110178 岡山県 有限会社岡山メタル鋼業 5260002001841
大径メタルソー再研磨市場への参入を目指しＣＮＣ全
自動丸鋸研削盤導入

株式会社トマト銀行

131 2933110180 岡山県 有限会社角井杭木店 3260002023573
「二連立型丸棒削機」導入による、増加する間伐材活
用と治山事業対策用杭の需要対応力強化

総社商工会議所

132 2933110181 岡山県 有限会社ココロ 4260002018102 デザイン性の高いデニム商材の輸出向け企画製造 株式会社山陰合同銀行

133 2933110183 岡山県 河井林産株式会社 6260001019677
生産量日本一を誇る岡山県産ヒノキ等製材品加工力増
強による、拡大する海外需要への対応

津山商工会議所

134 2933110184 岡山県 ニッセンファクトリー株式会社 6260001023869
無製版プリントシステム導入によるオリジナルプリン
ト入りデニムの開発

株式会社百十四銀行

135 2933110186 岡山県 山陽精機株式会社 5260001002634
マシニングセンタ切削加工における、ロボットを活用
した高効率量産体制の構築

岡山県商工会連合会

136 2933110187 岡山県 株式会社弥次右エ門 8260001025203
工場ワーカー向けＤｒ．ソール製作の開発による働き
方改革の推進

株式会社中国銀行

137 2933110188 岡山県 勇和水産
急速冷凍と静電波発生装置による牡蠣の製造及び高付
加価値販売

笠岡商工会議所、笠岡信用組合

138 2933110190 岡山県 株式会社Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 7260001026045
カレーパン製造プロセスの改善による業務効率化・競
争力強化事業

税理士法人リアライズ

139 2933110191 岡山県 株式会社ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ 3260001016330
染料や撥水・柔軟剤等の薬剤を効率的に塗布させ、衣
類に風合いと機能性を持たせる「ナノバブル加工機」

岡山商工会議所

140 2933110192 岡山県 ティーツーケー株式会社 7260001016244
物流業界の“働き方改革”時代における小梱包ニーズ
に対応した「袋包装サービス」強化事業

株式会社中国銀行

141 2933110193 岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764
世界初薬品等向け小型ＣＳＴＲ（連続撹拌槽型反応
器）の試作開発

玉島信用金庫

142 2933110194 岡山県 有限会社赤羽根木工所 9260002027619
複合ボーリングマシンによる労働生産性向上と新市場
開拓

株式会社中国銀行

143 2933110195 岡山県 株式会社並松商会 2260001014302
大型タイヤ等の処理量増加に伴う設備増強による生産
性向上事業

株式会社中国銀行

144 2933110196 岡山県 三栄機工
一貫した製造体制による事業用小規模建築鉄骨の増改
築商品の提供

岡山県商工会連合会

145 2933110197 岡山県 株式会社三浦製作所 9260001006383 小型成形品の生産性向上と自動化事業 株式会社トマト銀行

146 2933110198 岡山県 有限会社協電田中工業 4260002003070
生産性向上と作業環境改善に向けた多関節ロボット導
入によるブローチ加工の自動化

株式会社中国銀行

147 2933110199 岡山県 株式会社アクア美保 2260001017619
マンホール展開カメラ（クレバースキャンシステム）
導入による調査・診断分野のシェア拡大

株式会社トマト銀行

148 2933110202 岡山県 有限会社石井鉄工所 4260002016444 超硬ヘールバイトによる金型付加価値向上事業 株式会社トマト銀行

149 2933110203 岡山県 ボデーショップ林株式会社 2260001006101
ＡＳＶ（先進安全装置装着車）のワンストップエーミ
ングセンター開設計画

岡山商工会議所

150 2933110205 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
研削砥石金型の売上４億円を実現する最新鋭旋盤の導
入による加工工程の刷新

株式会社中国銀行

151 2933110206 岡山県 有限会社黒原建具店 2260002031346
匠の技を活かした高機能デザイン建具の増産により世
界へ進出

岡山県商工会連合会

152 2933110207 岡山県 アサゴエ工業株式会社 5260001000233
革新的自動識別仕分システム構築による生産性向上及
び過酷作業環境の改善

公益財団法人岡山県産業振興財団

153 2933110208 岡山県 有限会社中山鉄工所 3260002020141
ロボット溶接とレーザー溶接を用いた自動車向け鍛造
用バリ抜き金型製作の生産性向上

株式会社中国銀行

154 2933110210 岡山県 三光正宗株式会社 1260001019293
醸造タンク品温制御システム導入による高品質酒の製
造技術の確立

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

155 2933110211 岡山県 株式会社みのる製作所 2260001028211
新たな「機械加工と高精度溶接の一貫体制」の本格事
業化に向けた効率化と受注拡大事業

株式会社中国銀行

156 2933110212 岡山県 株式会社本山合金製作所 6260001020288
選択式触媒還元装置（ＳＣＲ装置）用ノズルの設計・
生産性向上

株式会社中国銀行

157 2933110215 岡山県 株式会社中村解体 5260001014258 廃タイヤの燃料化技術の確立 株式会社トマト銀行

158 2933110220 岡山県 山尾産業有限会社 5260002025485 ＩＣＴ化による測量サービスの高度化事業 笠岡信用組合

159 2933110222 岡山県 桜田工業株式会社 3260001002909
次世代自動車用モーターの需要拡大に対応するための
生産効率化

岡山商工会議所

160 2933110223 岡山県 オーエム産業株式会社 5260001009480
パワーエレクトロニクス用絶縁回路基板のコスト低減
を実現する高速銅めっきの開発

株式会社中国銀行

161 2933110224 岡山県 株式会社カヨーメカニカル 5260002014538
自社開発した革新的冶具交換システムを搭載するマシ
ニングセンタの導入

岡山県商工会連合会

162 2933110225 岡山県 株式会社モスト 3260001007404
新設備導入による生産性向上と工場ネットワーク化、
短納期生産体制の確立。

株式会社トマト銀行

163 2933110226 岡山県 有限会社田中製作所 6260002019528
多品種少量部品の生産性と差別化を飛躍的に向上させ
る曲げ工程の改善

岡山県商工会連合会

164 2933110227 岡山県 株式会社三宅製菓本店 3260001018987
最新設備『焼成管理機能付き全自動焼成機』導入によ
る『新食感　金平饅頭』の開発

岡山県商工会連合会

165 2933110228 岡山県 株式会社カザケン 8260001015781
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進に対応したＩＣＴ
建機活用のプロセス改革

秋井　正宏

166 2933110229 岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974
清酒の輸出等に対応するラベリングと蔵内トレサビリ
ティの導入

玉島信用金庫

167 2933110232 岡山県 サトミ紙工株式会社 7260001019800 小ロットサンプル用箱の短納期化による経営力向上 津山信用金庫、津山商工会議所

168 2933110237 岡山県 株式会社アカセ木工 7260001018026
新型研磨機の導入による中価格帯シェア№１ブランド
への挑戦

岡山県商工会連合会、玉島信用金庫

169 2933110238 岡山県 サンテック株式会社 6260001017532
設備増強と作業改善によるデコフォームの生産体制整
備事業

玉島信用金庫

170 2933110239 岡山県 有限会社想庵 1260002015317
充填包装機の自動化による生産効率のアップに伴う利
益改善と新しい売り場づくり事業

岡山商工会議所

171 2933110240 岡山県 株式会社ソーイングピース 3260001026148
データ作成ソフト付き多頭式自動刺繍機導入による短
納期化と生産性向上

株式会社中国銀行、児島商工会議所

172 2933110241 岡山県 株式会社薫製倶楽部 4260001013186
特定原材料７品目不使用ソーセージの品質と生産性向
上による宿泊市場への参入

岡山県商工会連合会

173 2933110242 岡山県 有限会社南野製作所 6260002020163
動力噴霧器の新型高圧ポンプ用プランジャ加工を自動
化し公差０．０１㎜の精度で量産体制を確立する

岡山県商工会連合会

174 2933110244 岡山県 株式会社光栄技研 7260001008076
レーザースキャニング機能付き３Ｄ測量機導入による
新分野進出

株式会社中国銀行、岡山商工会議所

175 2933110245 岡山県 株式会社山陽金属工業所 2260001013378
素材流通から加工流通への転換を目指した曲げ加工機
の導入

株式会社トマト銀行

176 2933110246 岡山県 株式会社起立製作所 3260001023913
飼主が自由に組合せ調整可能な、鹿ジビエ肉を使った
ペレット型ドッグフードの製造販売

岡山商工会議所



177 2933110247 岡山県 有限会社タック精工 6260002006204
インバータ付き円筒研磨機の導入による、ステライト
合金の研削加工事業

株式会社中国銀行

178 2933110248 岡山県 マルクラ食品有限会社 5260002021286 ブドウ糖を主成分としたライスシロップの製品化 株式会社中国銀行

179 2933110249 岡山県 株式会社冨士麵ず工房 1260001005723
岡山県産小麦使用の手揉み風『低加水パスタフレス
カ』の製造プロセス改善による競争力強化事業

川本洋

180 2933110252 岡山県 三栄鉄工株式会社 4260001002767
大型筐体（きょうたい）製造業者の地位向上に向けた
高速・高精度ベンディングマシンの導入

株式会社中国銀行

181 2933110253 岡山県 三宅製簾株式会社 7260001014974
冷却装置の導入で高付加価値の簾を開発し廉価製品と
の競争力強化を図る

倉敷商工会議所

182 2933110254 岡山県 有限会社バサラ 5260002007839
ＡＩと最先端出力機導入による自動フォトブック制作
サービスの事業化

井上明雄

183 2933110255 岡山県 グローイングアプラス株式会社 3260001011174
クラウドを活用した「土木施工状況共有サービス」に
よる顧客満足向上と受注アップ

株式会社トマト銀行

184 2933110256 岡山県 株式会社山陽農園 7260001007227
新規に農業参入を目指す企業に対しソリューション事
業を提供するための設備導入

岡山県商工会連合会

185 2933110257 岡山県 株式会社赤沢鉄工所 1260001012447
ワークサイズφ９５０以下の大型特殊品加工の受注に
向けたＣＮＣ普通旋盤導入

株式会社トマト銀行

186 2933110258 岡山県 有限会社大森工作所 7260002014874
３次元形状切削加工品の削り出し技術確立による受注
拡大

岡山県商工会連合会、株式会社中国銀行

187 2933110260 岡山県 株式会社竹田鉄工所 3260001021603
新型反転機導入による大型船舶エンジン加工時の生産
効率と安全性向上

株式会社商工組合中央金庫

188 2933110261 岡山県 クロキ株式会社 3260001018211
世界初の超ヘビーオンス・プレミアムデニム生地の開
発と量産化

井原商工会議所

189 2933110262 岡山県 三和精密株式会社 7260001019825
医薬等向けステンレス難削配管用部品の高精度設備導
入で生産性向上

株式会社山陰合同銀行

190 2933110264 岡山県 株式会社光畑製作所 1260001006457 複雑形状部品の切削加工における加工技術の確立 株式会社中国銀行

191 2933110265 岡山県 丸本酒造株式会社 3260001017980
清酒の澱引き工程の期間短縮５分の１と変質臭削減の
ための生産プロセス革新

岡山県商工会連合会

192 2933110266 岡山県 株式会社福山鉄工所 2260001011159
「工場進捗の見える化」と「情報連携」による納期対
応力強化

株式会社中国銀行、岡山県商工会連合会

193 2933110267 岡山県 金田コーポレーション株式会社 6260001022185
船舶輸送が必要な『超大型設備』の効率生産と輸送シ
ステムの構築

公益財団法人岡山県産業振興財団

194 2933110268 岡山県 友伸工業有限会社 9260002029680 大型鉄骨・特殊鉄骨加工体制の確立 株式会社トマト銀行

195 2933110269 岡山県 東進工業株式会社 2260001004666
アルミ材高速切削加工技術の高精度化・高能率化によ
る次世代市場分野の部品開発及び販路拡大の実現

株式会社中国銀行

196 2933110272 岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350
最新の複合加工機の導入とＩｏＴを活用した生産効率
の向上による 労働生産性向上と長時間労働の改善

株式会社中国銀行

197 2933110273 岡山県 ユアサ工機株式会社 8260001006814
社内初、ロボット導入での歯切り盤へのクランクシャ
フト自動投入による生産性向上の実現

株式会社中国銀行

198 2933110274 岡山県 株式会社ドレミコレクション 4260001015744
「ＮＥＯクラシック」バイク共同開発およびそのため
の３Ｄプリンター金型製造

株式会社山陰合同銀行

199 2933110277 岡山県 株式会社中原製作所 5260001004911
独自に開発した特殊な鉄素材「ハイテン鋼」を用いた
革新的薄肉ローラーの試作品開発と事業化

株式会社商工組合中央金庫

200 2933110281 岡山県 株式会社ネクサス 1260001025770 ニット素材に対応した設備導入と新市場開拓 株式会社トマト銀行

201 2933110282 岡山県 正織興業株式会社 6260001013738
世界初、染色端材を活用した新素材の製造設備導入で
新規事業化を図る

株式会社中国銀行

202 2933110283 岡山県 株式会社藤岡エンジニアリング 5120001026787
最新式ＮＣ形彫放電加工機の導入による生産性及び生
産能力向上

株式会社中国銀行

203 2933110285 岡山県 ハラダスチール株式会社 2260001005466
自動車部品用スペーサー部品製造工程における高速回
転歯を用いた金属切断の実用化

おかやま信用金庫

204 2933110286 岡山県 株式会社アキオカ 8260001012440
ＩｏＴを活用した溶湯管理及び生砂管理による工程内
品質改善

株式会社山陰合同銀行

205 2933110287 岡山県 有限会社喜怒哀楽 5260002002897
岡山の誇るソウルフード（銘品）ばらずしをお土産用
レトルトに詰めこみ販売

株式会社中国銀行


