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2633110022 岡山県 有限会社ニットー工業

巨大地震時に、建物に付随する破壊されない「±１４０ｃｍ可 三井住友銀行
動を実証済みの安全通路」の開発
急傾斜地用電動モノレールにおける牽引車の充電式バッテ 岡山商工会議所
リー駆動システム
使い捨てチップソー再研磨の生産性及び加工品質の向上によ トマト銀行、岡山県商工会連合会
る新たな市場開拓
次世代型発電設備に不可欠な難削材部品の生産・加工によ トマト銀行、岡山県商工会連合会
る新分野進出
急増する大型部品の開発に向けた大型マシニングセンタの導 中国銀行
入による市場開拓
オフィスユニフォーム事業のビジネスプロセス刷新（新生産シ 公益財団法人岡山県産業振興財団
ステム導入）による顧客満足度向上
中国銀行、公益財団法人岡山県産業
ロールフォーミング技術の確立と発展
振興財団
建物倒壊の原因となる「溶接欠陥」を防止するための画期的 中国銀行
な新しい建築部材の開発

2633110023 岡山県 株式会社メディテックジャパン

酸化エチレン滅菌器の排出ガスの小型処理装置の開発試作 中国銀行

2633110025 岡山県 中国精油株式会社

2633110039 岡山県 株式会社クリエ・ココ

フッ素系表面処理剤１）原料の高度精製を実現する為の高 商工組合中央金庫
温、高真空蒸留装置導入。
安全・低コスト・短工期を実現するマンホール破砕装置（仮称・ 立垣昌幹税理士事務所
ＭＣＭ工法）の実用化開発
クランクシャフト製造工程への液体ホーニング装置導入による 商工組合中央金庫、公益財団法人岡
油穴の高精度仕上げの実現
山県産業振興財団
薄紙印刷、多重折り加工技術を極めて、薬品用法書、小サイ 中国銀行
ズ取扱説明書市場で全国展開へ
船舶用低速エンジン向け重要部品増産に向けた、横型マシニ 岡山県商工会連合会
ングセンタ導入による生産力拡充
介護業界全般のサービス向上に活用されるＩＴプラットフォーム 中国銀行、岡山商工会議所
サービス構築

2633110040 岡山県 東洋精機産業株式会社

ディーゼルエンジン燃料系部品の革新的な生産工程構築

2633110042 岡山県 株式会社精密スプリング製作所

最先端測定器導入による３次元加工品の解析を可能にし受注 トマト銀行
拡大を計画する。

2633110044 岡山県 烏城エンジニアリング株式会社

コンクリート補修工法の高度化による橋梁補修事業の拡大 公益財団法人岡山県産業振興財団

2633110045 岡山県 オーニット株式会社
2633110046 岡山県 オーエム機器株式会社

小型オゾナイザーの省電力・低コストを両立する保護樹脂充 公益財団法人岡山県産業振興財団
填工法開発
介護福祉事業における商品の多様化と高品質を実現する生 商工組合中央金庫、公益財団法人岡
産プロセス（品質システム）の革新
山県産業振興財団

2633110048 岡山県 株式会社明晃

新事業「ポリカーボネート折り曲げ加工」による高付加価値化 トマト銀行

2633110049 岡山県 株式会社ビサン

多様化する曲げ加工の高度化による建築用防音パネル事業
の拡大
三次元計測が可能な機器を搭載した無人航空機（ＵＡＶ）の導
入による高速、高精度測量体制の確立
国際化に対応した多品種少量高品質清酒の革新的な生産シ
ステムの構築

2633110001 岡山県 株式会社新高製作所
2633110007 岡山県 株式会社ニッカリ
2633110009 岡山県 有限会社岡山メタル鋼業
2633110010 岡山県 株式会社重利鉄工所
2633110013 岡山県 アライヴプラスチック株式会社
2633110020 岡山県 セロリー株式会社
2633110021 岡山県 モリマシナリー株式会社

2633110026 岡山県 栄光テクノ株式会社
2633110027 岡山県 ユアサ工機株式会社
2633110031 岡山県 株式会社三協印刷
2633110034 岡山県 株式会社琴浦製作所

2633110050 岡山県 株式会社シディック
2633110052 岡山県 利守酒造株式会社
2633110056 岡山県 横山製網株式会社
2633110057 岡山県 みのる産業株式会社

公益財団法人岡山県産業振興財団

百十四銀行、公益財団法人岡山県産
業振興財団
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
サーボ搭載織機の導入による沿岸漁網の国際競争力の強化 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
振興財団
３Ｄプリンタ樹脂型造形による農業機械の超多品種少量生産 公益財団法人岡山県産業振興財団
体制の構築
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2633110059 岡山県 入船プラスチック工業株式会社

銘板・表示板製作における究極の多品種大量生産即納システ 百十四銀行、公益財団法人岡山県産
ムの樹立
業振興財団

2633110061 岡山県 株式会社小沢医科器械

介護施設退所者などの運動支援システムの開発

中国銀行

2633110062 岡山県 中原鉄工株式会社

中国銀行、公益財団法人岡山県産業
振興財団

2633110069 岡山県 株式会社サンキョー

Ｍ機能付ＮＣ両軸型旋盤導入によるロボット向け高精度セン
サー部品の試作開発
舟形羊羹の意匠を維持する充填設備の開発導入による生産
性の向上
電気自動車用の低騒音高精度歯車を安定的に製造できる体
制の確立
窯業系外壁工事における、現場での切断加工を事前に工場
内で行う「サイディングプレカット」。
小ロット多品種生産体制の確立による売上拡大・経営安定化
計画

2633110072 岡山県 有限会社日笠農産

ＴＰＰには負けないぞ！！国内養豚業者の挑戦

津山信用金庫

2633110063 岡山県 株式会社古見屋羊羹
2633110064 岡山県 水島機工株式会社
2633110068 岡山県 株式会社マルティックス山陽

津山信用金庫、真庭商工会
玉島信用金庫、公益財団法人岡山県
産業振興財団
おかやま信用金庫
備前信用金庫

高度なパイプ内部平滑接合を実現する生産プロセス「裏波溶 公益財団法人岡山県産業振興財団
接」の導入（医療・飲料）
自動車用中小型車体部品の低コスト化を実現する高生産プレ 商工組合中央金庫、公益財団法人岡
2633110077 岡山県 株式会社アステア矢掛
スラインの構築
山県産業振興財団
成長分野部品の高精度全数検査と増産における短納期化に 公益財団法人岡山県産業振興財団
2633110078 岡山県 株式会社吉備エヌシー能力開発セン
ター
対応する品質保証体制の構築
2633110074 岡山県 株式会社テクノホーナン

2633110082 岡山県 丸五ゴム工業株式会社

自動車用防振ゴム製造工程の無人化によるコスト競争力強化 公益財団法人岡山県産業振興財団

2633110083 岡山県 小田象製粉株式会社

2633110085 岡山県 カワムラ化工株式会社

自動定量袋詰機導入による売上増と原価低減を目指す小袋 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
化の実現
振興財団
ブレーキプレス導入による木チップ搬送コンベアの生産性と品 中国銀行
質向上
自動車産業における開発期間短縮に応える樹脂成形部品の 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
試作～開発プロセスの革新
振興財団

2633110094 岡山県 株式会社高山板金

「地域密着型の住宅総合メンテナンスサービス」の効率的提供 商工組合中央金庫、岡山北商工会

2633110095 岡山県 ドレンシー株式会社

すべての脱酸素剤製品と一体化できる酸素検知剤の試作・開 商工組合中央金庫
発
ウレタンフォームを素材とする新型果実保護緩衝材の試作開 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
発及び量産プロセスの開発
振興財団
防錆性に優れたマグニコートを複雑形状製品に均一・低コスト 公益財団法人岡山県産業振興財団
で被覆する革新的工法の確立
「備中造り」による吟醸酒、大吟醸酒の高度化と三季醸造に向 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
けた取り組み
振興財団
従来の免税手続き時間を１０の１に短縮した、岡山県初のコン 税理士法人吉井財務研究所
ビニ型免税専門店
溶接ロボットシステム導入により収益力向上を図り人材の安 玉島信用金庫
定的確保を目指す。
ケーソン工事の効率化を図るための３次元モデル提供サービ 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
ス
振興財団
スマートフォンを活用した外国人技能実習生登録システムの 中国銀行
開発
難燃性の高い新規車載コネクタの安定生産を可能とする生産 公益財団法人岡山県産業振興財団
体制の構築
備北信用金庫、公益財団法人岡山県
高機能木材（薬剤処理）による新規顧客の市場開拓
産業振興財団

2633110084 岡山県 株式会社オカドハザック

2633110096 岡山県 富士アイ．エム．シー株式会社
2633110097 岡山県 株式会社共立精機
2633110101 岡山県 嘉美心酒造株式会社
2633110103 岡山県 有限会社酒の悟空京山
2633110106 岡山県 三鉄工業有限会社
2633110108 岡山県 株式会社ラグロフ設計工房
2633110110 岡山県 有限会社ウェブ・ワン
2633110112 岡山県 プレテック株式会社
2633110114 岡山県 株式会社南川
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2633110130 岡山県 西大寺運送有限会社

円形切削部品製造能力の獲得による、工作機械部品事業の 水島信用金庫
立ち上げ
昇華プリント製品の内製化により利益率改善、納期短縮、品 尼崎信用金庫
質の安定した製品開発
介護と障害福祉の一体的運営による新たな福祉ビジネスモデ 商工組合中央金庫、公益財団法人岡
ルの構築
山県産業振興財団
高機能金型製作支援システムの導入による部品開発支援と 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
部品速納サービスの開発
振興財団
かみ合わせ精度を重視した入れ歯の製作による歯科医療品 株式会社ゼロプラス
質の向上
熱膨張制御付立形マシニングセンタ導入による生産能力強化 中国銀行
と加工精度の追及
粒あん製造における製造プロセスの高度化による機能性粒あ 岡山商工会議所
ん事業の売上拡大
ＧＮＳＳ測量機を活用した高精度測量の確立及びコスト競争力 みまさか商工会
強化
求荷求車システム導入により顧客満足の向上と稼働率の向 税理士法人久遠
上を図る

2633110131 岡山県 株式会社木綿屋

大量型搬送設備の導入による生産プロセスの最適化

2633110135 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社

2633110155 岡山県 株式会社佐田建美

超大型コンテナ船用プロペラの製造プロセス確立による国際 公益財団法人岡山県産業振興財団
競争力の強化
高性能連続遠心脱水機導入により、原料（二次）歩留まりの向 商工組合中央金庫
上と作業の効率化を図る。
再生樹脂シートの成形加工技術を活かした３層ラミネートシー 商工組合中央金庫、中国銀行
トの開発
菓子食品販売の Ｂ ｔｏ Ｂ サイトのシステム開発による付加 中国銀行
サービス
アルミニウム合金鋳物の全体寸法測定を可能にする寸法精 公益財団法人岡山県産業振興財団
度品質保証体制の向上
多機能素材学校体操服を開発・製造する最新鋭の縫製設備 トマト銀行
の導入
センサー組込みによる自動昇降機能つき次世代洗面台等の 真庭商工会
開発

2633110158 岡山県 山陽設計工業株式会社

「間伐材のワイヤ牽引式自在屈曲対応搬送装置の開発」

おかやま信用金庫

2633110159 岡山県 東進工業株式会社

ＣＮＣ複合加工旋盤による薄肉切削加工技術の高度化

中国銀行

2633110160 岡山県 ノーテープ工業株式会社

ゴム系接着剤の低コスト化を実現する原料ゴム 練り加工プロ 大阪シティ信用金庫、公益財団法人
セスの刷新
岡山県産業振興財団
サンプルカッターを用いたワンストップ・小ロットの包装技術の 百十四銀行
開発
油圧ポンプ部品の増産・コスト低減に応える高難度工程の大 公益財団法人岡山県産業振興財団
幅な工程集約
介護及び産業用機器製造分野への事業拡大を目指した、高 トマト銀行、瀬戸内商工会
性能レーザー加工機の導入
モニター付実体顕微鏡と顧客・作品管理システムの導入によ 岡山商工会議所
る、美術館向け油彩画修復サービスの開発
大手取引先のニーズに対応した量産・高品質商品生産体制構 津山信用金庫、鏡野町商工会
築による拡販
デザイン重視により多様化が進む体操服用パンツ増産に向け 山陰合同銀行、公益財団法人岡山県
た自動裁断機の導入
産業振興財団

2633110115 岡山県 株式会社ニシモト
2633110119 岡山県 株式会社ヤング商事
2633110121 岡山県 株式会社楽喜
2633110122 岡山県 有限会社安信技研
2633110123 岡山県 うめだ歯科クリニック
2633110125 岡山県 アイ・エヌ精工株式会社
2633110126 岡山県 株式会社カンサイ製あん
2633110129 岡山県 株式会社アースクレア

2633110136 岡山県 備北粉化工業株式会社
2633110141 岡山県 三乗工業株式会社
2633110145 岡山県 株式会社リノ
2633110147 岡山県 光軽金属工業株式会社
2633110153 岡山県 有限会社難波縫製

2633110161 岡山県 丸増紙工所
2633110162 岡山県 渕本重工業株式会社
2633110163 岡山県 正栄工業株式会社
2633110165 岡山県 絵画修復工房ＹｅＹ
2633110166 岡山県 わかな合資会社
2633110167 岡山県 有限会社白石縫製

トマト銀行、岡山県商工会連合会
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2633110184 岡山県 菅公学生服株式会社

効率的な大豆粕（ハイプロテインミール）製造のための楕円パ 岡山商工会議所
イプ式直接加熱器の試作
高性能樹脂大型成形の短納期・低コスト化の実現と生産体制 商工組合中央金庫
の改善
バリ取り工程の改善で高精密表面加工を実現し、航空、医療 もみじ銀行
機器領域に参入
「独歩」プレミアムビール発売に合わせた発酵・熟成共用タンク 中国銀行、岡山商工会議所
導入による高品質・バラエティ化
自動車部品の開発試作期間短縮を実現する金型工法の高度 公益財団法人岡山県産業振興財団
化
「検反管理システム」の構築による事業最適化と海外競争力 中国銀行
強化
真空プレス工法の導入による自動車部品検査用シールゴム 公益財団法人岡山県産業振興財団
の性能向上・増産対応
業界初のカッティングシステムによるカスタムオーダー学生服 公益財団法人岡山県産業振興財団
の対応力強化

2633110185 岡山県 オサカダツール株式会社

海外向け新型フラットチゼルの開発及び生産体制の確立

2633110188 岡山県 タツモ株式会社

2633110205 岡山県 アサゴエ工業株式会社

成長する積層ＬＳＩの高効率生産を可能にする半導体設備の 公益財団法人岡山県産業振興財団
開発
スーパーキャパシタ電極に用いる大容量グラフェンの大量製 トマト銀行、公益財団法人岡山県産業
造法の確立
振興財団
先端プレス成型機導入による精密高機能ゴム製品の製造技 中国銀行
術確立に向けた試作開発
新規薄型シートポケットコイルの開発による自動車用座席シー 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
トへの参入
振興財団
高精度測定（３Ｄスキャナー）による鋳造金型の生産プロセス 公益財団法人岡山県産業振興財団
予防管理での品質優位性を実現

2633110207 岡山県 株式会社三友建装

人工大理石の加工業務の効率化と販売力強化

2633110208 岡山県 株式会社フロンティア
2633110211 岡山県 株式会社福山鉄工所

高精度測定機導入による自動車用モーターケース金型の更な 水島信用金庫、公益財団法人岡山県
る高精度化と短納期化
産業振興財団
試験機分野での事業拡大を目指した全数保証体制及びトレー 公益財団法人岡山県産業振興財団
サビリティ体制の強化

2633110213 岡山県 洋菓子工房ベルジェ

和風の洋菓子ニーズに応えるせんべいパイの量産体制確立 玉島信用金庫、浅口商工会

2633110216 岡山県 八浜工業株式会社

2633110219 岡山県 川上工業株式会社

高精度５軸加工とクリアランス管理による産業用ロボットのベ
アリングアッセンブリの提供
全工程自社生産による極小ロット醤油生産体制の確立による
ＯＥＭ受注増加計画
最新型大型アルミダイカストマシン導入による自動車用新規
製品受注体制の確立

中国銀行、公益財団法人岡山県産業
振興財団

2633110221 岡山県 株式会社フェクト

金属酸化物のナノ粉砕・分散技術の構築と塗料開発

山陰合同銀行

2633110222 岡山県 有限会社カヨーメカニカル

ＣＮＣ普通旋盤を導入して大型農業機械の長尺部品の社内一 岡山県商工会連合会
貫生産体制の構築
最新製砂設備導入による、高実績率の生コンクリート用細骨 中国銀行、真備船穂商工会
材の開発事業。
児島の縫製と高精度染色を融合した短納期・小ロットサンプル 中国銀行、児島商工会議所
提供
芯断ち裁断機の導入で、新たな受注機会確保と原料の廃棄ロ トマト銀行
ス削減

2633110169 岡山県 加藤製油株式会社
2633110173 岡山県 株式会社サンプラス
2633110174 岡山県 株式会社光南溶工
2633110176 岡山県 宮下酒造株式会社
2633110177 岡山県 ヒルタ工業株式会社
2633110181 岡山県 日本綿布株式会社
2633110182 岡山県 株式会社水内ゴム

2633110196 岡山県 株式会社仁科マテリアル
2633110197 岡山県 中国ゴム工業株式会社
2633110202 岡山県 株式会社ナショナル発条

2633110218 岡山県 笹埜醤油醸造元

2633110223 岡山県 株式会社小野開発
2633110224 岡山県 株式会社浦上染料店
2633110225 岡山県 フリークロス株式会社

中国銀行

トマト銀行

中国銀行
赤磐商工会
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2633110249 岡山県 片山工業株式会社

地域歯科医療への貢献に資する最新ＣＴ導入による革新的な 中国銀行
小児・矯正歯科治療サービスの展開
３次元積層ＬＳＩの急速な成長に応える半導体設備の高タクト、 公益財団法人岡山県産業振興財団
高精度化開発
ＮＣルーターの導入による製造環境整備並びに製品高付加価 中国銀行
値化事業
ブローチ盤及び多軸ボール盤ユニットをカスタマイズした設備 トマト銀行
の開発
自動車用モールディングのリサイクル一貫性押出ライン新規 公益財団法人岡山県産業振興財団
開発

2633110250 岡山県 株式会社サイ

柄ものシャツに対応した裁断高速化と刺繍業務の内製化

2633110251 岡山県 株式会社ＪＴＥ

2633110278 岡山県 株式会社アリオンシステム

光波測量と赤外線の多重化による遠距離・非接触法での計測 津山商工会議所
技術の開発
顧客が希望するオリジナルデザイン防犯カメラの製造販売 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
振興財団
世界市場拡大に対応する医療用人工透析装置の増産体制構 公益財団法人岡山県産業振興財団
築
高いサービス力と信頼を武器とした新たな廃棄物処理ビジネ 商工組合中央金庫、岡山西商工会
スの構築
焼入れ技術の高度化と仕向け地にあった焼入れ方法の確立 公益財団法人岡山県産業振興財団
による売上拡大
Ｘ線を応用した重量測定・選別装置による冷凍粒かきの付加 税理士法人田邉会計事務所田邉知
価値向上と競争力の強化
士
リサイクルＰＰバンドの製造ラインへの定量押出装置の設置及 玉島信用金庫
び製造手法の研究開発
アマチュア・インディーズ音楽業界に対する動画配信サービス 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
提供による市場開拓
振興財団

2633110280 岡山県 有限会社徳河製作所

自社ブランド螺旋階段製造のための特殊曲げ加工の内製化 商工組合中央金庫、岡山北商工会

2633110281 岡山県 株式会社ヒカリ工商

2633110295 岡山県 株式会社新生工業

今まで市場に無い新製品である工業用油圧ゴムホース付帯 中国銀行、岡山商工会議所
「特殊継手」の開発販売。
業界初！セラピストの収入がアップする「未来予約システム」 中国銀行
の構築
ショットブラストの導入による拡大サイズ鉄骨の高品質・高生 中国銀行
産性の一貫加工ラインの導入
サーボプレス機導入による自動車用ベアリングケース等の複 商工組合中央金庫、岡山商工会議所
雑形状・高精度部品の製造
世界市場で拡大する産業用ロボット部品の増産体制構築を図 公益財団法人岡山県産業振興財団
る熱処理設備の増強
デザイナーズ建具の量産体制の整備とオーダー家具への対 笠岡信用組合
応
ワイヤーフレーム溶射法による皮膜の高品質化と現地施工に 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
よる肉盛り補修の適用と事業化
振興財団
プレス成形シミュレーション導入による大幅なリードタイム短 トマト銀行、公益財団法人岡山県産業
縮・品質向上等の金型製作の高度化及び競争力強化
振興財団

2633110296 岡山県 くろがね産業株式会社

廃タイヤ等の活用による着色ゴムチップの生産体制確立

2633110297 岡山県 有限会社タグチソーイング

ＣＡＤと自動延反・裁断機の同期連動システムによる裁断作業 おかやま信用金庫、公益財団法人岡
の効率化と品質向上
山県産業振興財団
『オーダーメイド調味料』製造フローの見直しによる少ロット短 馬場輝税理士事務所
納期生産への対応強化

2633110241 岡山県 岡山Ｙ’ｓ小児・矯正歯科
2633110242 岡山県 アプリシアテクノロジー株式会社
2633110246 岡山県 有限会社岡本建具店
2633110248 岡山県 株式会社岡山ハーモニー

2633110254 岡山県 株式会社ベルコム
2633110255 岡山県 協和ファインテック株式会社
2633110259 岡山県 マテリアルバンク株式会社
2633110265 岡山県 作州機工株式会社
2633110267 岡山県 タカノブ食品株式会社
2633110272 岡山県 丸三化学工業株式会社

2633110283 岡山県 株式会社ミツバファクトリー
2633110287 岡山県 株式会社福田鉄工
2633110288 岡山県 木庭金属工業株式会社
2633110292 岡山県 オカネツ工業株式会社
2633110293 岡山県 株式会社井原アルナ
2633110294 岡山県 株式会社ウイル

2633110300 岡山県 鷹取醤油株式会社

トマト銀行

公益財団法人岡山県産業振興財団
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2633110302 岡山県 日薬壮健株式会社

『医薬部外品製造事業』への取り組みによる競争力強化

2633110303 岡山県 株式会社石井工業
2633110308 岡山県 有限会社キャルホールド

解体業の副産物である廃材を活用した、堆肥や木材チップの 中国銀行
試作品開発
放送局・インフラ点検の多様化するニーズに応える多目的伸 公益財団法人岡山県産業振興財団
縮ポールシステムの製品化

2633110311 岡山県 金尾晃

障がい者治療の可能な歯科診療所の設立

2633110313 岡山県 株式会社すえ木工

高周波接着機導入による付加価値の高い国産材活用商品の 津山商工会議所
開発
中高齢者向けの下着感覚で着られるオーダーメイドサポート 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
ウェア提供システムの構築
振興財団
半導体製造機械精密部品の加工時間短縮と精度向上の実現
しするため、高性能マシニングセンタと彫形放電加工機を導入 トマト銀行、瀬戸内商工会
し、さらなる受注拡大と収益性の向上を目指す。
岡山県産無垢木材等（『桧（ヒノキ）』や『杉（スギ）』）を使用した
『木育』関連事業製品の開発・製造に向けた５軸制御工作機 吉備信用金庫、真備船穂商工会
械の導入
航空機用差厚材の板金加工で反り・曲がり・捩れをゼロとする 中国銀行、公益財団法人岡山県産業
冷間ロール成形機の開発
振興財団
清酒の多品種・小中容量化ニーズに対応する、キャッピングの 玉島信用金庫、公益財団法人岡山県
高信頼・高効率化
産業振興財団
荷主企業や一般消費者を対象とした『個別対応流通加工サー 四国銀行
ビスの提供』に向けたサービス提供プロセスの改善
他社にできないステンレス材料の切断厚 微細加工技術の開 商工組合中央金庫、公益財団法人岡
発
山県産業振興財団、広島銀行
製品安全性を担保する菌数の低い米粉及び食品粉砕加工を 中国銀行
実現する製造ラインの開発
熱処理工程の改善による『自動車部品鍛造金型』の生産体制 みまさか商工会
再構築
製造プロセスにおけるボトルネック改善による弊社競争力強 商工組合中央金庫
化事業
大型車輌用リフト導入による地域オンリーワン整備工場を目 トマト銀行
指す
生産性の向上とブランド力強化を目指した洗米・火入れ設備 中国銀行、備北商工会
の導入
環境測定分析と環境改善対策のワンストップ・サービスによる 玉島信用金庫
新規顧客層の創出
揮発性有機ガス、粒子状浮遊物質の吸着性に優れる炭ボード 中国銀行
の事業化

2633110314 岡山県 ダイヤ工業株式会社
2633110320 岡山県 有限会社備前精機
2633110326 岡山県 株式会社ホリグチ
2633110327 岡山県 株式会社英田エンジニアリング
2633110331 岡山県 菊池酒造株式会社
2633110332 岡山県 ティーツーケー株式会社
2633110334 岡山県 株式会社山陽金属工業所
2633110336 岡山県 有限会社オフコ
2633110338 岡山県 株式会社コニック
2633110339 岡山県 株式会社ブックス
2633110342 岡山県 協業組合笠岡車検センター
2633110343 岡山県 白菊酒造株式会社
2633110347 岡山県 株式会社なんば技研
2633110351 岡山県 株式会社日ノ出化工

馬場輝税理士事務所

中国銀行

