平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
岡山県採択案件一覧（192者）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

1 3033110005

岡山県

株式会社ＷＨＯＶＡＬ

6260001017160

2 3033110007

岡山県

サンヨー・マシンパーツ株式会社

8260001006178

3 3033110008

岡山県

株式会社明晃

5260001015000

4 3033110009

岡山県

株式会社ハル技術研究所

4260002015909

5 3033110016

岡山県

有限会社鳥越動物病院

4260002019967

6 3033110021

岡山県

ムカイ鐵工株式会社

1260001021324

7 3033110024

岡山県

小林鉄工所

8 3033110026

岡山県

株式会社岡山機型製作所

9 3033110027

岡山県

10 3033110028

事業計画名
ナノバブルを活用し環境に配慮した革命的生産プロセスの
確立
研削工程の高精度化により“金型部品”へ新進出・取引先一
社依存からの脱却
削り出し加工による製品と同等の精度の製品を溶接加工で
実現
デフケース複合加工機の納期短縮・高精度化を通したグ
ローバル展開の加速
効率的な診断スキームの確立と動物診療技術の高度化事
業
横形フライス盤導入による生産性向上で高機能フィルム製
造部品の内製化

認定支援機関名
株式会社トマト銀行
株式会社百十四銀行
株式会社トマト銀行
株式会社中国銀行
水島信用金庫
株式会社中国銀行

最新設備導入による生産性向上・取引拡大と事業継承

株式会社アルマ経営研究所

4260001007551

農業機械向け木型製作における最新鋭ＮＣフライス盤導入
による競争力強化計画

株式会社香川銀行

株式会社ウッディヨネダ

1260001000666

研磨・塗装能力拡大によるリフォーム作業軽減

岡山商工会議所

岡山県

株式会社スターロイ

2260001019854

11 3033110029

岡山県

洋菓子工房ベルジェ

12 3033110001

岡山県

株式会社辻本店

2260001022684

13 3033110003

岡山県

岡山手延素麺株式会社

3260001017931

14 3033110006

岡山県

マルトク株式会社

2260001014822

プライベートブランドで大手学生服メーカーに挑む

15 3033110010

岡山県

吉備木工株式会社

1260001002010

組子細工を取り入れた建具と家具の事業化を目指したＮＣラ
岡山県商工会連合会
ジアルソー導入

16 3033110011

岡山県

株式会社プロスパー

2260001021249

特許製品の具現化に伴う生産性向上

津山信用金庫

17 3033110012

岡山県

鶴山運送株式会社

2260001019631

最新の車体印刷機導入による新市場の創出

株式会社アルマ経営研究所

18 3033110019

岡山県

有限会社ウイルパワー

5260002016377

19 3033120030

岡山県

有限会社頼鉄工所

4260002010612

20 3033120034

岡山県

ＭＳファーム株式会社

3260001024572

21 3033120035

岡山県

猪原織物有限会社

2260002025554

22 3033120038

岡山県

株式会社オカドハザック

1260001008759

23 3033120041

岡山県

株式会社ＮＳＤ

1120901030479

24 3033120043

岡山県

備前発条株式会社

7260001005569

25 3033120044

岡山県

有限会社貝原鉄工所

4260002017277

26 3033120045

岡山県

株式会社安田工業所

2260001022750

27 3033120046

岡山県

エクセルパック・カバヤ株式会社

6260001003301

28 3033120047

岡山県

株式会社花島建設

7260001005420

29 3033120048

岡山県

有限会社池上製作所

1260002000624

30 3033120049

岡山県

株式会社化繊ノズル製作所

2120001062190

31 3033120050

岡山県

有限会社吉川テクノ

6260002023934

32 3033120051

岡山県

ナイスワーク株式会社

8260001004850

33 3033120052

岡山県

株式會社カンガイ

6260001012871

34 3033120053

岡山県

オーエム機器株式会社

3260001017386

35 3033120055

岡山県

日本綿布株式会社

5260001018300

36 3033120064

岡山県

株式会社コニック

4122001002331

37 3033120065

岡山県

藤クリーン株式会社

7260001005701

38 3033120066

岡山県

宏周総業株式会社

2260001018534

成形品製造における自動化促進による生産性向上事業

株式会社中国銀行

39 3033120067

岡山県

株式会社サンキョウ－エンビックス

7260001002888

営業統合システムによる環境コンサルティング力の強化

あおば税理士法人

40 3033120071

岡山県

株式会社晃立

5260001013301

41 3033120073

岡山県

株式会社タック

1260001021290

42 3033120075

岡山県

有限会社巻尾鉄工所

2260002009268

43 3033120076

岡山県

株式会社 ケイアイリンク

8260001031003

44 3033120077

岡山県

株式会社サイセリア

1260001013429

45 3033120079

岡山県

株式会社ＭＡＣＲＯ ＡＳＳＥＴ

3260001029167

46 3033120082

岡山県

有限会社マルソーオートプラザ

5260002009496

47 3033120086

岡山県

株式会社サイ

6260001026418

48 3033120090

岡山県

株式会社マコト

7260001006162

49 3033120091

岡山県

神免紙器株式会社

1260001018543

最新マシニングセンタ導入による掘削機用カッタービットの
競争力強化
洋菓子技術で作るイチゴ大福“おかやまロンドフレーズ”の
開発と販路拡大
新ブランドの競争力強化に向けた、発酵・貯蔵状態の最適
化事業
手作業工程の機械化によるボトルネック改善と新商品の生
産拡大

海外リユースバン詰システムと輸出情報の一体的提供によ
る情報ハブ機能の構築
旋盤・マシニング加工と一体実施可能なステンレス深穴加工
技術の獲得
ＩＴ制御を活用した飼養環境改善によるチョウザメ稚魚の生
残率向上
細デニール糸を使った新たな縫製技術導入による海外ブラ
ンド向け機能性衣料用生地の開発
ボトルネックになっている溶接工程にロボットを導入し生産
性向上
工数の多い「折り曲げ」工程の強化とネットワーク化で生産
性向上
労働環境改善の妨げとなっている作業を専用設置型ロボッ
トに置き換え

株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
岡山県商工会連合会
岡山県商工会連合会
株式会社トマト銀行

岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行
新見商工会議所
株式会社広島銀行
シェアビジョン株式会社
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
株式会社伊予銀行

先端の複合加工機導入による生産性向上で成長事業拡大 株式会社中国銀行
開先加工工程技術の標準化を通じた技術継承と短納期化
への対応
包材印刷・製函・各検査工程の半無人化による印刷能力の
大幅向上
県南初の高性能小型林業機械を導入、災害復旧・防災に係
る樹木の伐採等の新事業に進出
先端設備のＣＮＣ旋盤導入で生産性を向上し、新規受注案
件等の生産量拡大
血液濾過用中空ノズルの低コスト短納期化による国際競争
力の強化
４００径ＮＣプログラム切断機の導入で革新的一貫生産体制
の確立による競争力強化
最新型ＮＣ旋盤導入による精密加工と生産性向上への取り
組み
シュレッダーダスト中に微量残存するメタルの究極的な分
離・回収及び販売
最新ロボット導入による溶接の生産性・品質の向上と溶接加
工技術革新
超短納期化を実現する起毛機の開発と「優しい肌触り」とな
るデニム製品の開発
熱処理プロセスの改善による高耐久金型の効率的量産化
の実現
「排出事業者責任」の厳格化に対応した当社廃棄物中間処
理業務フローの効率化・高度化事業

逆転の発想で、学生服に今までにない機能性を強固に施す
生産プロセスの革新
特殊研磨・集じん装置導入による革新的整備で受注拡大と
更なる健康経営・地域雇用を実現
新規設備と既存技術のシナジーでキー溝加工技術に専心
し、伝承する
ＶＲサイクリングプログラム導入によるフィットネス事業の経
営革新
超短納期受注を可能にするＩｏＴの活用と工程の合理化によ
る生産性の向上
錦鯉展示場によるインバウンド集客、ブランディング、高い収
益性の実現
デリバリー車検とユーチューブ見積で顧客の利便性と納得
性を向上
川上川下連携により実現できた生産性向上事業

株式会社エフアンドエム
税理士法人みなと元町会計事務所
株式会社中国銀行
おかやま信用金庫
株式会社中国銀行
井原商工会議所
玉島信用金庫
おかやま信用金庫
玉島信用金庫
株式会社中国銀行
眞野旭由税理士事務所
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
株式会社トマト銀行

公益財団法人岡山県産業振興財団
株式会社中国銀行
おかやま信用金庫
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
吉備信用金庫
岡山県商工会連合会
株式会社トマト銀行

標定点不要ＵＡＶ航空写真測量による大規模民間造成測量
株式会社伊予銀行
の低価格化の実現
ダウンスタッカー導入による段ボール生産体制の全体最適
玉島信用金庫
化・生産性向上事業

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

50 3033120092

岡山県

有限会社岡山メタル鋼業

5260002001841

非鉄用チップソー再研磨の生産性５０％以上向上を目指し
た多用途チップソー研磨機導入

株式会社トマト銀行

51 3033120096

岡山県

ユアサ工機株式会社

8260001006814

２次元バーコードによるランク刻印データ管理の実現

株式会社商工組合中央金庫

52 3033120098

岡山県

有限会社桑原鉄工所

4260002003401

53 3033120099

岡山県

株式会社 ティムス

9180301020092

54 3033120101

岡山県

有限会社時信レッカーセンター

2260002006950

55 3033120102

岡山県

株式会社サンナン

8260001002994

56 3033120104

岡山県

有限会社岡山ネジ製作所

5260002016906

57 3033120105

岡山県

株式会社シンキテック

5260001017079

58 3033120106

岡山県

株式会社中国調和

9260001004296

59 3033120110

岡山県

株式会社オーエスケー

4120001009363

60 3033120111

岡山県

キングラン中四国株式会社

4260001001942

61 3033120116

岡山県

有限会社広谷商店

4260002020727

62 3033120118

岡山県

株式会社丸菱

6120001047650

63 3033120121

岡山県

有限会社巧伸製作所

8260002031720

64 3033120123

岡山県

株式会社定光鈑金

8260001009429

65 3033120124

岡山県

利守酒造株式会社

6260001007293

66 3033120125

岡山県

岡山検査有限会社

1260002030869

67 3033120131

岡山県

山下木材株式会社

9260001022752

68 3033120136

岡山県

株式会社サンプラス

7240001033183

69 3033120138

岡山県

長尾鉄工株式会社

2260001022404

70 3033120139

岡山県

株式会社大都建設

6260001003986

71 3033120143

岡山県

有限会社赤瀬鉄工所

6260002016161

72 3033120144

岡山県

ウィンゴーテクノロジー株式会社

9260001029599

73 3033120145

岡山県

有限会社福原鉄工所

1260002015176

74 3033120146

岡山県

仁木鉄工株式会社

4260001020091

75 3033120147

岡山県

株式会社ヤマシタ

7260001006757

76 3033120148

岡山県

株式会社山本金属製作所

7120001021984

77 3033120149

岡山県

株式会社並松商会

2260001014302

切断工程の効率化による特殊タイヤ受入体制強化事業

株式会社中国銀行

78 3033120150

岡山県

フリークロス株式会社

7260001025889

需要拡大に対応したニット専用ラインの構築

株式会社トマト銀行

79 3033120152

岡山県

有限会社朝日発条製作所

2260002000037

80 3033120153

岡山県

熊屋酒造有限会社

6260002017820

81 3033120158

岡山県

共和機械株式会社

8260001019709

82 3033120159

岡山県

竹井食品株式会社

5260001022681

83 3033120160

岡山県

株式会社アサオ

5260001000225

84 3033120161

岡山県

有限会社徳永商店

8260002031869

85 3033120162

岡山県

有限会社松下鉄工所

7260002021193

86 3033120164

岡山県

光ビヨーラ工業株式会社

6120001046719

87 3033120166

岡山県

株式会社クラフトＫ

3260001031478

88 3033120167

岡山県

池田建設

89 3033120170

岡山県

ＢＥＳＳＯ ＣＯＦＦＥＥ ＢＥＡＮＳ

90 3033120171

岡山県

青木被服株式会社

1260001018139

91 3033120172

岡山県

有限会社上田鉄工所

5240002039454

92 3033120175

岡山県

株式会社新見ソーラーカンパニー

8260001019394

93 3033120176

岡山県

共栄コンクリート工業株式会社

5260001007162

94 3033120177

岡山県

旭包装株式会社

3260001000053

95 3033120178

岡山県

株式会社Ｇｒｉｄ

7260001017003

96 3033120179

岡山県

株式会社アーリーモーニング

9260001026027

日本初となるＣＴＣ製法による完全一貫生産体制の確立

岡山県商工会連合会

97 3033120180

岡山県

株式会社天馬製作所

4260001024737

新素材加工による重電分野への進出

岡山県商工会連合会
日生信用金庫

98 3033120181

岡山県

ヒルゼンミルキー株式会社

9260001022876

最新デポジッター導入による「蒜山ショコラ」シリーズの競争
岡山県商工会連合会
力強化

99 3033120182

岡山県

株式会社水島測量設計コンサルタント

5260001014902

３Ｄ測量技術を用いた原料計量サービスの確立

海外との競争に打ち勝つ高精度な自動車部品用金型等の
生産性向上計画
ラインカメラと多関節ロボットによる自動車ドアハンドル外観
検査装置の開発及び導入
地上高を油圧で上下し、大型車積載時に高さ制限道路の走
行を可能にする新機構導入
新型ファイバーレーザー溶接機で大型化する食品機械市場
をつかむ
球面部の厳しい精度要求を満たし量産化するための新たな
加工技術の確立
プラズマ切断技術の高度化による、構造補強用プレートの
生産性向上
最新型の空調用ダクト自動切断システム導入による生産性
向上
プラスチック日用品の高品質大量生産に資する移動式フィ
ルム平面自動転写及び箱詰めシステムの導入
幼保育園・学校・ホテル等向けのカーテン管理システムの構
築・展開
革新的新商品オーダー船底シートの本格事業化

おかやま信用金庫
岡山県商工会連合会
岡山県経営コンサルタント事業協同組合
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
つくぼ商工会
株式会社トマト銀行
岡山商工会議所
株式会社池田泉州銀行
株式会社中国銀行
水島信用金庫

素材の風味を損なわない製粉加工技術確立による高品質
岡山県商工会連合会
化と粉末茶分野の需要獲得
ＣＡＤ／ＣＡＭと三次元測定器導入によるセラミックス加工プ
株式会社中国銀行
ロセスの改善
国際認証に対応した高度・高品質鈑金塗装システムの確立 おかやま信用金庫
海外市場ニーズに合わせた独自性による販路開拓及び拡
大
多品種中量生産における４軸ＭＣとロボット化導入による生
産性向上
平角材（美作杉）のインライン型含水強度性能検査システム
の導入
大型プラスチック成形におけるボトルネック工程強化と競争
優位性の確立
先端産業への事業展開と生産性向上の為の新型立旋盤の
導入

株式会社商工組合中央金庫
赤磐商工会

河川関連工事等の工期短縮に向けた効率化事業

秋井正宏

ボトルネックである検査工程の生産性向上で生産量と品質
向上を実現
電気自動車用電池部品「バスバー」増産に向けた新たな生
産プロセスの構築
食品容器金型部品・船舶部品の大型化への技術対応による
市場獲得
３次元加工機導入による生産性の向上と次世代を見据えた
海外工場連携による技術者の確保
内装部材の量産体制構築を通した集成材の製造量 Ｎｏ．１
への挑戦
ハニカム構造採用による加工現象可視化ツールの高剛性
かつ軽量化

最新鋭のコイリングマシン導入による当社バネ製品の高精
度化・生産性向上事業
もろみ搾機導入による「岡山県産酒造好適米を使用した日
本酒」の輸出強化
製作工程統合による生産性向上及び高精度・高品質部品製
作の為の複合機導入
高回転・温度調整可能な自動運転真空ミキサー導入による
高品質麺製造と生産性向上
設備更新に伴う更なる生産性向上と魅力ある労働環境の強
化
難加工材の溶接加工の高精度化・短納期化により、介護機
器部品事業を拡大
１台１人で２台２人分をこなす革新的生産方法の導入と販路
拡大
船舶向け精密特殊ボルトの高精度加工技術確立及び生産
体制強化計画
ビット・破砕刃の高性能大型化に対応するマシニングセンタ
の導入
設備導入による伝統工法における生産性向上および収益力
強化事業
最新鋭設備の導入による生産性向上と売上拡大への取り
組み
地域資源である井原デニムの生地を活かした自社ブランド
の生産体制強化
３軸ＭＣと独自冶具で生産性を向上し、ノウハウ共有化を進
める
ソーラーパネル熱分解装置を導入したリサイクルサービス
地域商圏の建設を下支えする特殊コンクリート提供体制の
構築
特殊形状封筒一体型メーラーＤＭの世界初機械量産化・加
工技術の高度化・短納期化による競争力強化事業
プロジェクター投影による柄合せ裁断システムの導入による
競争力強化

株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
株式会社商工組合中央金庫
株式会社百十四銀行

玉島信用金庫
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
多田やす子
株式会社アルマ経営研究所
株式会社商工組合中央金庫

株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
税理士法人久遠
岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行
日生信用金庫
株式会社中国銀行
荒井裕貴
岡山県商工会連合会
岡山県商工会連合会
株式会社愛媛銀行
井原商工会議所
株式会社中国銀行
マネーコンシェルジュ税理士法人
株式会社中国銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社トマト銀行
児島商工会議所

水島信用金庫

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

閉鎖型苗生産施設を活用した複合環境制御栽培によるミニ
トマトの安定供給
通信販売に適したサイズ、商品形体の構築と自社製造品の
販売拡大化事業
超小型間欠式凸版印刷機導入による工程削減と高付加価
値製品製造による受注増加
角度付きクラッチ歯車の技術の構築による建設機械分野等
への進出
食品機能成分デリバリーシステムに向けた新規製剤化プロ
セスの開発
女性顧客を獲得する洋菓子技術を活かした創作和菓子の
試作品開発
近隣優良取引先との協力体制を活かした福祉器具試作部
品供給体制の構築
金型製造業者による金型及び金型検査治具の同時提供モ
デルの構築
最新サーボシリンダ導入による生産性向上で更なる競争優
位性構築
子供・高齢者に優しい「フラッシュ戸」の増産による共用施設
の受注拡大

岡山県商工会連合会
株式会社トマト銀行

特殊耐酸被膜鋼板を使用した新たな屋根の提案と施行

岡山県商工会連合会

100 3033120183

岡山県

恒次工業株式会社

7260001021293

101 3033120184

岡山県

有限会社想庵

1260002015317

102 3033120185

岡山県

株式会社セブンラベル

2260001011480

103 3033120186

岡山県

有限会社西山歯車製作所

8260002020302

104 3033120187

岡山県

備前化成株式会社

8260001008703

105 3033120188

岡山県

株式会社三宅製菓本店

3260001018987

106 3033120189

岡山県

川上鉄工所

107 3033120191

岡山県

有限会社和光技研

2260002024135

108 3033120192

岡山県

株式会社アキオカ

8260001012440

109 3033120193

岡山県

有限会社 鈴木建具店

3260002023755

110 3033120196

岡山県

株式会社土江板金店

9260001029673

111 3033120197

岡山県

株式会社ブレス

4140001055785

112 3033120200

岡山県

二葉ゴム工業株式会社

6260001005909

113 3033120201

岡山県

有限会社美作メンテナンス

6260002030732

114 3033120202

岡山県

東洋重機工業株式会社

4260001004607

115 3033120203

岡山県

テスラム株式会社

6260001021294

116 3033120204

岡山県

有限会社石原鉄工所

8260002016481

117 3033120206

岡山県

池田精工株式会社

5260001019538

118 3033120207

岡山県

井原精機株式会社

6260001018159

119 3033120208

岡山県

株式会社たけうち

6260001015965

120 3033120210

岡山県

菊池酒造株式会社

2260001012974

121 3033120211

岡山県

オカネツ工業株式会社

1260001001581

122 3033120212

岡山県

有限会社津村工業所

3260002031849

123 3033120213

岡山県

セブンベッド株式会社

6260001021402

124 3033120214

岡山県

株式会社小野自動車

6260001026987

125 3033120215

岡山県

ダイショウ株式会社

2260001016109

126 3033120217

岡山県

オーティス株式会社

6260001022846

127 3033120218

岡山県

株式会社印刷工房フジワラ

4260001000465

128 3033120219

岡山県

アサゴエ工業株式会社

5260001000233

129 3033120222

岡山県

有限会社猪井木型製作所

4260002016576

130 3033120223

岡山県

山陽ガス株式会社

2260001002612

131 3033120225

岡山県

オサカダツール株式会社

5260001020743

ピンチをチャンスに。技術継承、人材難へチャレンジ！

株式会社中国銀行

132 3033120227

岡山県

有限会社窪津製袋

6260002017812

製袋事業の高速化及び高品質化事業

水島信用金庫

133 3033120230

岡山県

大久保体器株式会社

4260001001406

新工法による公園遊具製造の生産性向上と安全性確保

おかやま信用金庫

134 3033120231

岡山県

ＴＣＢ株式会社

3260001023392

135 3033120232

岡山県

有限会社ティーエステック

3260002013343

136 3033120234

岡山県

株式会社シマダオール

3260001013641

137 3033120236

岡山県

株式会社福山鉄工所

2260001011159

138 3033120238

岡山県

テクノスパイラル株式会社

9260001016127

139 3033120239

岡山県

株式会社ネクサス

1260001025770

140 3033120242

岡山県

ル・フォワイエ有限会社

9260002024509

141 3033120243

岡山県

株式会社フォーリーフ

8260001010535

142 3033120245

岡山県

高見味噌店

143 3033120246

岡山県

株式会社アイ・エス

1260001019475

144 3033120247

岡山県

株式会社 粟倉三美

7260001021194

145 3033120248

岡山県

ダイヤ工業株式会社

7260001030501

146 3033120249

岡山県

有限会社協電田中工業

4260002003070

147 3033120250

岡山県

有限会社桧尾畳店

7260002030649

148 3033120251

岡山県

大川被服株式会社

2260001012710

149 3033120254

岡山県

八十八家本店有限会社

1260002033145

リードタイムの短縮による高品質国産パレットカバー加工枚
数の倍増計画
セルロースナノファイバーを活用した高強度水膨張ゴム製品
の開発
農業用施設分野へ進出するために生産プロセスを改善し生
産性を向上する
塗装ロボットの導入による建機アタッチメントの生産性向上
計画
プラマグの材料ロス削減と品質向上を目的とした積極的な
設備改革
レーザー溶接技術の構築による「金型メンテナンス事業」

岡山商工会議所
税理士法人久遠
岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
株式会社山陰合同銀行
吉備信用金庫

尼崎信用金庫
株式会社トマト銀行
津山信用金庫
光岡啓二
株式会社中国銀行
玉島信用金庫

最先端設備５軸マシニングセンタの導入で難削材加工の生 津山信用金庫
産性を向上し競争力強化を図る
岡山県商工会連合会
人材不足の製造業を支援する「ロボット導入ワンストップ
井原商工会議所
サービス」の開発
ＩＣＴ建機導入による土木工事の生産性向上事業

秋井正宏

清酒の輸出等拡大のための洗米・製麹の高度化による品質
玉島信用金庫
と生産性の向上化
特殊熱処理設備導入と熱処理新技術の構築で社内技術の
株式会社中国銀行
向上と売上拡大
高精度切断による粉砕ラインの円滑な一括受注
上質な睡眠への旺盛な需要に応える為の極厚マットレス縫
製機の導入
地域の自動車整備業を牽引する地域密着型小規模指定工
場への転向
自動補正、３Ｄ測定のロボットシステムを溶接と検査工程に
導入
自社ソフトＯ－Ｓｙｓｔｅｍ（仮称）開発による、更なる独自化と
事業展開
専門書・紀要・法令書を対象とした中ロットまでのオンデマン
ド印刷体制の構築
鋳造における造型工程への中子納め革新的自動化システ
ム導入
複雑形状木型製作におけるＮＣルータマシン導入による生
産性向上計画
新サービス「災害に強いまち応援隊」の開発とガス容器印字
の効率化

一着裁断・一着縫製の能力アップによる規格外サイズと即
日お届け対応
ＨＡＣＣＰ対応の食品製造機器を実現するための、溶接方法
の改善
鋼材ストックの省スペース化を通した在庫拡充による商品提
供の更なる迅速化と安定供給
Ｘ線管部品の夜間無人加工の実現による医用機器事業へ
の参入
高圧精密絶縁劣化診断機器を増強し電力会社の大型モー
タに対応できる体制を構築する
企業間連携で不良率削減とコスト削減を目指す
地域資源を活用した「シズルワード」新商品開発のための先
端設備導入による収益拡大
メディセル及びその筋膜療法の科学的エビデンス獲得によ
る国内外・新市場での販売拡大
撹拌工程の改善による、味・品質を落とさない商品量産化の
実現
県北のステンレス加工技術の向上！！最少人数稼働への
地域牽引企業としての挑戦！！
パネルソー導入による防音パネルの高品質かつ超短納期
化の実現
整骨院・鍼灸院向け電子カルテを中心とした統合型経営改
革サービス
新型設備導入により設備の多台持ち実現と多品種少量要
請に応える
緩衝性のある極薄畳製造販売及び車両用シート地を畳表皮
材としたカラー畳開発
介護ユニフォーム市場への新規参入と「裁断加工部門」の
立ち上げ
包あん技術の向上による地域と連携した「ご当地中華まん」
の開発

岡山県商工会連合会
税理士法人福原・嘉崎会計事務所
岡山県商工会連合会
岡山県経営コンサルタント事業協同組合
岡山県商工会連合会
齊藤祐一
公益財団法人岡山県産業振興財団
株式会社中国銀行
株式会社四国銀行

株式会社トマト銀行
岡山商工会議所
水島信用金庫
岡山県商工会連合会
水島信用金庫
株式会社トマト銀行
三宅税理士法人
株式会社トマト銀行
岡山県商工会連合会
津山信用金庫
岡山県商工会連合会
岡山県商工会連合会
税理士法人石井会計
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
株式会社広島銀行
玉野商工会議所

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

全自動プレンドシステム導入で生産性を向上し、商圏を拡大
株式会社中国銀行
する
３次元計測機導入と加工設定改善による多品種・多変量農
株式会社中国銀行
業機械部品の生産性向上
最新型プレスブレーキ導入による曲げ加工精度の向上およ
株式会社中国銀行
び競争力強化の実現

150 3033120256

岡山県

株式会社ライス田中

9260002010649

151 3033120257

岡山県

渕本重工業株式会社

9260001007299

152 3033120258

岡山県

三冷テクノ株式会社

4260001025025

153 3033120259

岡山県

都ユニリース株式会社

6260001014983

東京を拠点とした、大型別注案件の拡大事業

株式会社トマト銀行

154 3033120263

岡山県

ノーテープ工業株式会社

5122001019696

人体及び環境に優しい新しい水性系接着剤の開発計画

立野靖人

155 3033120264

岡山県

開発精機株式会社

6260001019628

156 3033120266

岡山県

株式会社モスト

3260001007404

157 3033120267

岡山県

有限会社石井鉄工所

4260002016444

金型加工工程の見直しによる生産性向上事業

158 3033120270

岡山県

東粟倉工房株式会社

6260001026277

希少性の高い原料の特性を生かした製法による量産化計画 岡山県商工会連合会

159 3033120271

岡山県

株式会社華房工業

9260001009510

160 3033120272

岡山県

パティスリーラ・ビッシュ

161 3033120274

岡山県

株式会社 岡本テキスタイル

1260001018188

162 3033120275

岡山県

有限会社西岡工作所

1260002011134

163 3033120276

岡山県

大松工業株式会社

6260001013886

164 3033120280

岡山県

佐伯蒟蒻有限会社

2260002031032

165 3033120281

岡山県

三乗工業株式会社

4260001016008

166 3033120282

岡山県

有限会社タック精工

6260002006204

167 3033120283

岡山県

のぼり屋工房株式会社

5260001009167

168 3033120285

岡山県

内海工業株式会社

6260001014199

169 3033120286

岡山県

株式会社英田エンジニアリング

8260001020708

170 3033120287

岡山県

株式会社福浜木工所

1260001024120

171 3033120290

岡山県

有限会社ナカシマ建創

4260002007179

172 3033120291

岡山県

株式会社石井工業

8260001023693

環境に配慮した解体業のあり方

173 3033120292

岡山県

株式会社なんば技研

4260001014283

屋内外形状可視化解析システム導入による生産性とサービ
玉島信用金庫
スの向上

174 3033120293

岡山県

株式会社三石ハイセラム

2120001090431

ノズル煉瓦自動成形への取り組みによる競争力強化事業

株式会社商工組合中央金庫

175 3033120295

岡山県

株式会社金剛測機

6260001013309

老舗精密機器販売業者の「活きる」３Ｄ計測技術の提供

玉島信用金庫

176 3033120296

岡山県

株式会社一冨士本店

2260001000525

177 3033120297

岡山県

株式会社正文社印刷所

4240001031058

178 3033120300

岡山県

小田象製粉株式会社

5260001001628

179 3033120302

岡山県

ネクストイノベーション株式会社

2260001027394

営農型太陽光発電設備を用いた原木椎茸栽培

180 3033120303

岡山県

株式会社コゼニ

3260001002446

ライフライン老朽化に打ち勝つ！管内検査用ＴＶシステム導
合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ
入による管更生工事調査の精密化・効率化

181 3033120306

岡山県

株式会社坂本

1260001013461

ＨＡＣＣＰ認定レベルの精米検査工程の生産性向上

株式会社トマト銀行

182 3033120308

岡山県

株式会社マリンフロート

7260001007532

革新的生産方法による新価格帯の造形物製造サービスの
事業化と販路拡大

玉島信用金庫

183 3033120309

岡山県

株式会社アースクレア

7260001021252

３Ｄスキャナの導入によるＩＴ化の促進と生産性の向上

津山信用金庫

184 3033120310

岡山県

株式会社福田鉄工

3260001012115

185 3033120311

岡山県

株式会社イタミアート

2260001008618

186 3033120313

岡山県

中原鉄工株式会社

3260001004913

187 3033120314

岡山県

有限会社チューメックス定金

4260002006445

188 3033120317

岡山県

株式会社ワークス

5260001009217

189 3033120318

岡山県

株式会社ＮＳ技研

7260001011022

190 3033120321

岡山県

ティーツーケー株式会社

7260001016244

191 3033120322

岡山県

わかな合資会社

1260003001002

192 3033120326

岡山県

倉敷レーザー株式会社

2260001013139

最新ＣＮＣ旋盤の導入による加工技術の高度化と生産性向
株式会社山陰合同銀行
上への取組み
シャーリング品質向上による内製化と大型パネル等の受注
株式会社トマト銀行
拡大

機械加工部門の新設による製缶板金の高品質一貫生産へ
の取組
カフェ事業への関連多角化と、既存商品増産・新商品開発
による事業拡大
３Ｄデザインシュミレーターシステムの導入と生産効率の向
上
曲げ加工の技術を生かした新規受注獲得のためのＣＮＣパ
イプベンダーの導入
次世代のファイバーレーザー溶接技術を用いた生産性の劇
的な向上と競争力強化計画
岡山県産こんにゃく芋を使った「生芋こんにゃく」の製造プロ
セス改善事業
新規受注に向け、新素材を使用した生産及び生産性向上
角度割出し切削技術の獲得による、六角形状付シャフトの
製作・供給
営業管理・デザイン自動チェックシステムの構築による小
ロット対応力の強化
マシニングセンタ導入によるプレス金型の内製率向上と販路
拡大の取組
新工場建設による熱処理工程の強化・改善により熱処理の
生産能力を１．５倍に増強する。
米栂に混入するファー材を用いた新製品開発と切断・切削
工程の改善
新商品開発に伴う当社製造プロセスの改善を通じた競争力
強化事業

食肉の保存期間を飛躍的に伸ばす真空パックの新規投入と
市場浸透
新式測量用ドローン導入による新サービス開発及び印刷事
業の強化
高含水率微粉砕小麦粉の開発によるうどん用小麦粉市場
への販路開拓

Ｈグレードレベル対応の拡大サイズ建築鉄骨の高生産性シ
ステム
カッティング機導入による宣伝商材の生産性向上と顧客満
足向上の実現
カメラ付き測定顕微鏡の導入による金型の簡易で正確な測
定技術の確立
光学・リチウム電池フィルム用スリッターの基幹部品である
ロールの高精度「動バランス」の実現
ＣＮＣ旋盤導入と企業間連携による、産業機械部品の生産
性向上
工具と設備の連携による生産方式の革新
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
低糖質のＯＥＭゼリー・介護食ゼリーの開発及び受注生産
体制の確立
全自動仕上機の特性を用いた超薄板厚アルミ溶接製品の
市場拡大

株式会社トマト銀行

株式会社中国銀行
玉島信用金庫
株式会社シェアードバリュー
岡山県商工会連合会
株式会社商工組合中央金庫
岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
株式会社百十四銀行
株式会社中国銀行
株式会社中国銀行
安永幸賢
株式会社中国銀行

岡山商工会議所
株式会社もみじ銀行
株式会社中国銀行
児島商工会議所
玉野商工会議所

有限会社エヌティ・クリエイト
株式会社中国銀行
有限会社エヌティ・クリエイト
株式会社中国銀行
税理士法人石井会計
株式会社商工組合中央金庫
株式会社中国銀行
岡山県商工会連合会
津山信用金庫
株式会社中国銀行

