
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2533110001 岡山県 正織興業株式会社 短納期・高付加価値・省コストでカラーデニム市場獲得に向けた高度連続糊抜き・精錬機導入 姫井繁彦税理士事務所2533110002 岡山県 株式会社吉備エヌシー能力開発センター 低コスト体制の構築と高精度および短納期生産対応の実現 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110003 岡山県 株式会社琴浦製作所 発電用大型産業機械向け重要部品増産に向けた、5軸機械導入による生産力拡大 岡山県商工会連合会2533110010 岡山県 株式会社ショーワ 新しい感性を持つ世界最薄デニムの生産により新分野開拓 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110011 岡山県 有限会社西山歯車製作所 医療ロボット（機器）に特化した研削技術による高精度歯車技術の確立 岡山北商工会2533110016 岡山県 有限会社福池精肉店 ドイツ式ハム・ソーセージの製造 商工組合中央金庫2533110017 岡山県 株式会社共和工業所 耐摩耗鋼板・高張力鋼板の加工技術を活用した積極的提案営業の推進と社内加工体制の強化 中国銀行2533110020 岡山県 リョーサン株式会社 チューブ式熱交換器点検作業の合理化によるコストダウン、工期短縮 中国銀行2533110022 岡山県 東洋精機産業株式会社 内面研削盤導入による船舶用エンジン部品及び産業機械部品加工の生産力向上と高精度化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110023 岡山県 ピープルソフトウェア株式会社 独居老人の安否確認＆生活リズム把握データ提供サービス「みんなで見守り隊」 広島銀行2533110024 岡山県 オカネツ工業株式会社 フォークリフト・トランスミッション製造の国内回帰を受けた生産設備の増強 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110025 岡山県 日進ゴム株式会社 高度な耐滑性と軽量化を実現するJIS　Ｓ級安全靴の革新的製法による試作開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110029 岡山県 株式会社アステア 電動射出成形機の導入による自動車用フィラキャップの蒸散規制対応及びコスト競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110035 岡山県 株式会社アクア美保 衝撃弾性波検査法の設備導入による、同業他社との差別化と競争力強化 笠岡商工会議所2533110036 岡山県 三水工業株式会社 カラーASSY自動ライン化（収益改善並び不具合流出ゼロ化の実現） 商工組合中央金庫2533110037 岡山県 中川電機株式会社 超大型モーターの回転体バー緩み点検が可能な体制構築 水島信用金庫2533110038 岡山県 有限会社矢吹エムケイ スリッター付定尺切断機導入による生産能力の拡大 中国銀行2533110040 岡山県 株式会社リプロ ICタグ等を使用した＜総合情報管理用＞高付加価値杭の量産開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110041 岡山県 株式会社ノブハラ 軽量で強度に優れるコンクリート補強用溶接金網の製造・販売 中国銀行2533110042 岡山県 安田工業株式会社 主軸部品の高精度安定生産計画 商工組合中央金庫2533110044 岡山県 和岡鋼業株式会社 最新式プラズマ切断機導入による付加価値及びサービスの向上。 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110048 岡山県 一井工業株式会社 多関節型三次元測定器導入による測定計測技術の向上と品質玉成の効率化 伊予銀行2533110049 岡山県 有限会社田中鉄工所 ガスタービン・航空機等に使用される難削材の高能率切削加工 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110052 岡山県 倉敷木材株式会社 大型加工整形設備（モルダ）導入によって短納期化・生産力強化を図る 中国銀行2533110054 岡山県 洲脇産業株式会社 「誰でもできる化」の推進とボトルネック工程の改善による生産プロセス強化 トマト銀行2533110056 岡山県 株式会社シオジリ製帽 ニット帽子製造システム・編機導入による新製品開発および売上向上計画 百十四銀行2533110058 岡山県 株式会社精密スプリング製作所 最新のスプリング生産設備導入及び完全自動化装置の開発 トマト銀行
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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2533110060 岡山県 みのる産業株式会社 壁面緑化に対応するエクセルソイル（固化培土）の生産性向上計画 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110062 岡山県 株式会社山田車輌 自社でリビルトエンジン（再生エンジン）を一貫製造できる体制の構築 四国銀行2533110063 岡山県 株式会社共立精機 次世代スタビライザーリンクの製品実現化に向けた試作開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110064 岡山県 株式会社ビナン 日本初の白きくらげ量産化システムの構築 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110066 岡山県 有限会社片岡製作所 高精度プレスブレーキとYAG溶接の融合で歪を最大限抑えたステンレス製品の生産・加工 笠岡商工会議所2533110070 岡山県 株式会社モスト 重量のある鋼板曲げ加工を可能とするベンディングマシンおよび追従装置の導入 岡山商工会議所2533110071 岡山県 岡山県農産食品加工株式会社 果実1次加工原料の製造内製化による高品質化と安定化 商工組合中央金庫2533110072 岡山県 オーニット株式会社 顧客ニーズへの対応力アップと短納期化のための3D入出力システムの導入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110073 岡山県 入栄工業株式会社 新規穴明け機械とCADとの連動性向上による鉄骨加工工程の効率化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110074 岡山県 株式会社パック・ロード カスタムメイドのレーザ加工装置導入による魅惑的な商品の開発 岡山商工会議所2533110075 岡山県 株式会社藤原製作所 『航空機部品製造加工用装置向け主軸』製造への取り組みによる競争力強化 商工組合中央金庫2533110078 岡山県 株式会社アサオ コスト削減・品質向上・のための電動型サーボ成形機の導入 中国銀行2533110084 岡山県 株式会社クレスコ ファイバーレーザー自動溶接機導入による食品機械部品等の生産性向上および販路拡大 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110085 岡山県 株式会社勝山鉄工所 ネック工程30％低減を目指し、穴あけ切断加工複合機導入 トマト銀行2533110086 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 横型まげ加工機の導入による仕上げ形状の多様化と工数削減によるコストダウンおよび短納期化の実現 税理士法人久遠2533110089 岡山県 株式会社長山鉄工所 農業用廃フィルムの洗浄・成形装置の試作・開発 玉島信用金庫2533110092 岡山県 菊池酒造株式会社 上槽後早期の加熱処理が可能な熱交換器の導入による、清酒の品質向上化 玉島信用金庫2533110097 岡山県 真庭バイオマテリアル有限会社 イオン液体を用いた高純度・高収率な新素材「リグニン」の製造 真庭商工会2533110101 岡山県 光軽金属工業株式会社 X線透視装置導入によるアルミニウム合金鋳物の高機能化、品質保証の向上 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110103 岡山県 恒次工業株式会社 製造プロセスの改善により高精度で安価な溶接加工品の新分野への提供 商工組合中央金庫2533110104 岡山県 コーホク印刷株式会社 DPS（データプリントサービス）の本格実施による一貫生産体制（印刷・印字・加工）の確立 商工組合中央金庫2533110106 岡山県 豊和株式会社 インディゴ中白染色糸を使用した無縫製ニット製品製造技術の確立 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110107 岡山県 東進工業株式会社 高圧クーラント装置付きマシニングセンタによる小径深穴加工技術の高度化及び高効率化の実現 おかやま信用金庫2533110111 岡山県 株式会社デジブリ 「最新UVインクジェットで創出するS＆D市場へのデジタルプリントサービス」 商工組合中央金庫2533110112 岡山県 株式会社ビサン 高機能レーザー加工機導入による一貫生産の確立と増産対応 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110113 岡山県 松陽産業株式会社 パンチングメタル加工用金型のパーツ製作能力の向上 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110115 岡山県 株式会社ウェルパートナーズ 軽量・高強度・高走破性を刷新した新型歩行補助車の製品開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110116 岡山県 株式会社阪本 多様な増産要望に短納期で対応するための新型複合加工機導入計画 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110118 岡山県 高橋金属株式会社 高性能マルチダイカストマシン、高効率溶解炉導入による高効率、高品質生産体制構築事業 商工組合中央金庫2／3



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2533110121 岡山県 日本綿布株式会社 ジャガード織機を駆使した『ハイテクカラーデニム』の試作開発事業 中国銀行2533110123 岡山県 大松精機株式会社 還元水ブラスト用高所作業ロボットの開発 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110129 岡山県 昭和被服総業株式会社 高機能な防火服を開発・製造するための最新鋭の縫製設備の導入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110138 岡山県 有限会社テクノス 航空機部品の短納期・高品質製造を実現する製造環境の確立による受注拡大 商工組合中央金庫2533110143 岡山県 株式会社佐田建美 中小・中堅ハウスメーカー向け「組立式・移動間仕切り家具」の新たな販売方法による経営革新 真庭商工会2533110146 岡山県 アサゴエ工業株式会社 砂中子造型シュミレーションソフト導入による、短納期化およびコスト競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110151 岡山県 株式会社英田エンジニアリング フォーミングロール製造の生産性を30％アップするCNC盤とリアルタイム進捗管理システムの導入 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110153 岡山県 株式会社新生工業 3次元スキャナを用いた測定器の導入による金型の短納期化と付加価値向上による競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110155 岡山県 株式会社桃太郎部品 ワイヤーハーネス細分化処理による銅資源の有効循環事業 馬場輝税理士事務所2533110159 岡山県 株式会社すえ木工 コンパクトな高速位置決めパネルカット機の活用による製品競争力の向上 津山商工会議所2533110164 岡山県 ガード精工 CNC旋盤導入による生産能力・品目の拡大と新たな受注の獲得 中国銀行2533110166 岡山県 ゼノー・テック株式会社 CREO処理による結晶粒微細化技術を応用した金型開発 岡山県商工会連合会2533110167 岡山県 株式会社ウエハラ 「ナイスジョイント耐震」継手加工技術の向上に伴う設備導入計画 津山信用金庫2533110168 岡山県 株式会社コニック 高速マシニングセンタによる金型の高精度切削仕上げと納期短縮 みまさか商工会2533110171 岡山県 株式会社堺伸銅所 高付加価値住設用水栓パイプ金具の製造能力の増強 公益財団法人岡山県産業振興財団2533110173 岡山県 株式会社ラインズオカヤマ オリジナル英語eラーニングサービスの一般個人向け開発・展開 日生信用金庫
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