平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
第１次公募 第二次締切 採択一覧

受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

（受付番号順）

33120071 岡山県 小橋工業株式会社

自動制御農業用ロボットの試作開発

33120073 岡山県 三乗工業株式会社

再生樹脂を利用し、成形加工技術を活用した薄物シートの開発

33120077 岡山県 安田工業株式会社

研削自動化計画

33120078 岡山県 株式会社ニッコーテック

整形外科用手術器具試作開発品の効率化

33120079 岡山県 株式会社佐藤製作所

溶接構造物の品質と安全性の向上

33120082 岡山県 株式会社山本自工社

3Ｄ－CAD導入によるバリ取り自動化促進と加工冶具最適化

33120084 岡山県 株式会社ニッカリ

急傾斜地用電動モノレールにおける遠隔監視及び遠隔操縦システム
新規工場移転に伴う自動搬送装置付高出力レーザーカット機の増設に
係る設備投資
レアアース代替元素によるマグネシウム合金の高強度化技術の創生

33120085 岡山県 三協紙工有限会社

33120089 岡山県 株式会社STU
大型溶接製品の高精度・高効率で生産できる設備開発と受注計画
33120091 岡山県 株式会社精密スプリング製作
所
33120092 岡山県 ムカイ鐵工株式会社
3D CAD導入による生産品質および効率の向上
33120094 岡山県 丸五ゴム工業株式会社
33120095 岡山県 株式会社マリンフロート
33120097 岡山県 株式会社アキオカ

特殊樹脂積層燃料蒸散防止ホースの開発及び製造方法の確立
東北復興護岸工事及びダム法面工事における水上での作業足場とな
る浮力体の開発
横型CNC施盤による引っ張り試験片の切削内製化

33120098 岡山県 ユアサシステム機器株式会社 自動車ハーネス環境耐久試験装置
汎用型マイクロリアクターの試作開発
33120099 岡山県 マックエンジニアリング株式会
社
33120102 岡山県 モリマシナリー株式会社 舶用エンジンの低燃費化に貢献する高性能インタークーラの高効率量
産設備の開発
33120103 岡山県 光軽金属工業株式会社 アルミニウム合金鋳物試作品・1品物の木型レスによる短納期・低コスト
化
生産効率向上とリサイクルを可能にした、自動車ドア内張りシートの製
33120106 岡山県 株式会社猿川
造装置の開発と製造方法の改善
33120110 岡山県 みのる産業株式会社

自律走行型農薬散布ロボットの開発

33120113 岡山県 株式会社阪本

大型マシニングセンタ導入による増産計画

33120114 岡山県 有限会社国定農産

大手流通に対応できる青大豆きな粉の大量生産の実現

33120115 岡山県 ユアサ工機株式会社

仮設コンテナ用ジャッキリフタの開設

受付番号 都道府県

申請者名称
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33120116 岡山県 タマデン工業株式会社

高効率で低価格なマイクロ水力発電装置の試作及び現地実証試験

33120118 岡山県 有限会社まるみ麹本店

麹の技術を使った玄米を原料とする甘味料の開発

33120120 岡山県 有限会社スナミ

コルゲートフィンの高速大量生産技術確立によるコスト対応力の強化

33120121 岡山県 日進ゴム株式会社

「ソーラーバネル内蔵の夜間避難誘導灯付き車止め支柱」の開発

33120123 岡山県 倉敷精機株式会社

アーク溶接専用機の油煙除去装置の開発

33120124 岡山県 株式会社メイト

ボンド磁石を使用したIPMモータの試作提案

33120125 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 省エネフィン付舵の開発
33120130 岡山県 光陽産業株式会社

素材せん断作業の省人化による生産性向上

33120131 岡山県 オーエム産業株式会社

アルミニウムへのコールドスプレー法による高機能薄膜の形成

33120133 岡山県 有限会社エイト工業

施工工事付き設備資材製造への取り組みによる競争力強化

33120135 岡山県 小橋金属株式会社
33120138 岡山県 株式会社キビ

短納期ニーズに対応するための溶接工程の生産性向上
プラズマ切削加工を生かした「コの字曲げ加工」と「ヘミング加工」を組
み合わせた新型階段の製造
1枚の畳の大きさを大判化する新機械の開発計画

33120146 岡山県 株式会社エスケー

チップソー研磨機の開発・試作

33120148 岡山県 シバセ工業株式会社

ストロー生産設備改造・生産IT化事業

33120151 岡山県 大宮工業株式会社

硝子研磨装置用自動不釣合い補正装置の開発

33120137 岡山県 有限会社徳河製作所

33120153 岡山県 御津電子株式会社
33120154 岡山県
33120156 岡山県
33120157 岡山県
33120158 岡山県
33120161 岡山県
33120171 岡山県
33120172 岡山県

低コスト体制の構築と短納期及び多品種小ロット生産対応の実現
高機能性素材・微生物変換オリーブ葉エキスを活用した化粧品の実用
日本オリーブ株式会社
化
株式会社クレスコ
航空機部品製作推進事業計画
橋梁補修の時間短縮とコスト削減を目指すプレキャストによるユニット
山陽化学株式会社
型伸縮継手の試作開発
Ｍ＆Ｇ ケマテックスジャパン コンピュータ制御による細管流動を用いた高純度、高収率、高効率を実
株式会社
現する連続有機合成・精製システムの試作開発
「オンリージャパンクオリティー」なスペシャルジーンズ製造に向けた体
有限会社正藍屋
制整備
株式会社川上鉄工所
資源生産性改善に係るワイヤ放電加工機導入事業
高付加価値製品生産を目的とする竹材の3次元自由方向成形・集成一
株式会社テオリ
体処理・加工装置の開発

受付番号 都道府県
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33120176 岡山県 テスラム株式会社

事業計画
ステアリングシャフトナイロンコーティング設備の試作開発及び生産体
制の改善
プラスチックマグネットに於ける加工工数の削減と商品価値の向上

33120178 岡山県 池田精工株式会社

「純チタンプレス義歯床の製造技術と製造義歯床の実用化」

33120179 岡山県 みのる化成株式会社
33120186 岡山県 作州機工株式会社

自動車用吸気システムパイプの樹脂化研究
盗撮・盗聴機器を利用した犯罪を抑止するための自動電波監視機器の
試作開発
低騒音型チゼルの開発

33120188 岡山県 株式会社長山鉄工所

廃プラスチック等のガス化装置の開発・試作

33120189 岡山県 中国ゴム工業株式会社

ゴムロールの新規製法による試作および生産プロセスの強化

33120173 岡山県 株式会社ピーベス

33120183 岡山県 株式会社ＨＵＧＨＵＧ

33120191 岡山県 ペガサスキャンドル株式会社 プレス成型品の原料配合変更による品質向上とコスト削減
コンクリート二次製品と鋼管杭を組み合わせた消波機能に優れた防波
33120192 岡山県 ランデス株式会社
堤の開発
33120199 岡山県 上田ブレーキ株式会社
複合形成による車輪フランジ摩耗低減型研磨子（清掃子）の試作・開発
33120200 岡山県 東進工業株式会社

自動CNC三次元測定機を活用した生産プロセス強化

33120202 岡山県 ハリキ精工株式会社

新規加工法によるＣＶＴ関連部品の生産性及び品質の向上

33120204 岡山県 岡山技研工業株式会社

『自動車、農業機械市場向け複合金型によるコスト競争力強化』

33120213 岡山県 高橋金属株式会社

ダイキャスト製品生産の垂直統合事業
33120214 岡山県 興亜耐火工業株式会社 ユーザーニーズに対応した高品質長寿命製品の開発を促進する高性
能熱膨張率計算装置の導入
33120215 岡山県 株式会社藤原製作所
『次世代450mmウェハー』製造事業への取り組みによる競争力強化
高靭性・耐摩耗性に優れた鋼材と高精度・高能率な平面研削盤の導入
33120220 岡山県 株式会社英田エンジニアリン
グ
による破砕機用高性能刃物の試作開発
33120221 岡山県 株式会社伊丹製作所
新鋭機導入による生産能力の増強と事業高度化計画
CGのファッションショー動画による提案販売と一貫生産による新しいビ
33120223 岡山県 ヤマメン株式会社
ジネスモデルの構築
33120231 岡山県 KBKエンジニアリング株式会
遠心分離機等の振動診断技術開発
社
33120235 岡山県 株式会社中原製作所
トンネル向け鋼管杭新製品開発
高純度ガス供給及びサンプリングラインの自動溶接による低不純物溶
33120236 岡山県 株式会社エスワン
接配管ラインの製作および効率化
国内メーカーのニーズに対応した研究開発用途向け・切削加工品の生
33120241 岡山県 株式会社フジックス
産体制の構築及び販路拡大
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33120242 岡山県 株式会社コウサイ

工法及び構造提案による付加価値の向上

33120244 岡山県 株式会社タダノ

レーザークリーニング事業

33120248 岡山県 日本リビング株式会社

不正薬物取締に供する簡易検査キットの試作開発

33120250 岡山県 株式会社奥島手延素麺工場 俊速解凍麺の冷凍設備の開発
33120252 岡山県 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 短納期生産体制構築計画

