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（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

2833110001 岡山県 日本被服株式会社 5260001014316
海外販路確保と生産能力の向上を図る多品種小ロット生
産設備の導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団、商工組合中央金庫

2833110002 岡山県 株式会社花島建設 7260001005420
造園工事等で発生した廃棄樹木を活用した木質バイオマ
ス発電用チップの製造

中国銀行

2833110004 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295 高精度、難加工を求められる橋梁補鋼材市場へ参入 中国銀行

2833110006 岡山県 有限会社備前精機 7260002031473
形状測定技術及び精密溶解技術の獲得による、人工関節
部品の製造開始

トマト銀行

2833110007 岡山県 株式会社古見屋羊羹 5260001022789
コンビニ用高瀬舟羊羹製造の為の生産体制の確立と専用
商品の開発

真庭商工会

2833110011 岡山県 有限会社山陽木工 9260002014889 当社オリジナルブランド「ｃｏｒｒａｂｏ．ｓ」による新展開 伊予銀行

2833110014 岡山県 有限会社西橋工業 2260002020282 コンベヤ事業の拡大を図り、単一事業依存からの脱却 中国銀行

2833110015 岡山県 株式会社ウエキ 8260001000610
大型加工寸法切断（テノーナー）導入により高品質・生産力
強化を図る

おかやま信用金庫

2833110016 岡山県 有限会社ファッションヘアーミナト 8260002029252
理容とカウンセリングを融合した高齢、介護者向け新サー
ビスの提供

公益財団法人岡山県産業振
興財団、津山信用金庫、作州
津山商工会

2833110017 岡山県 日光計装株式会社 5260001014365 切断工程改善により建築資材関連事業への本格進出 水島信用金庫

2833110025 岡山県 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 木材流通業から、加工及び販売まで一貫して行う取組推進 岡山商工会議所、中国銀行

2833110030 岡山県 ＭＳＦ株式会社 8260001027182 超短納期化と高精度化による一貫型保全サービスの提供 浅口商工会、玉島信用金庫

2833110032 岡山県 株式会社コニック 4122001002331 ＣＮＣ砥石成形装置付研削盤による超耐久型金型の製造 みまさか商工会

2833110040 岡山県 有限会社でいとな 2260002006653
輸入大型車を所有するユーザーに「安心感」を提供する車
検・整備事業

中国銀行

2833110044 岡山県 株式会社琴浦製作所 3260001017394
「社内ネットワーク」、「ＩｏＴ」、「機械」、「ロボット」の組合せ
による、生産性最大効率化

岡山県商工会連合会

2833110049 岡山県 株式会社サンキョウ－エンビックス 7260001002888
改正労働安全衛生法に基づく健康障害防止リスクアセスメ
ントコンサルティング

トマト銀行

2833110050 岡山県 株式会社ビー・ビー・エー 9260001010609
Ｈ形鋼一次・切り板加工技術によるパネルゾーンの製品化
の実現

岡山北商工会、商工組合中
央金庫

2833110052 岡山県 有限会社森山工業 4260002021741
ケレン研磨工程のスピード・加工精度向上、作業環境改善
を図る

水島信用金庫

2833110054 岡山県 株式会社近藤ファイバー 3120001064038
ＡＲおよびＩＯＴを活用し、ファイバー加工用ロボットに よる
品質・生産性の向上・遠隔保守を実現

北おおさか信用金庫

2833110059 岡山県 株式会社山陽工業所 8260001002598
立形マシニング導入により平物製品の効率化を図り、油田
開発用部品への本格進出

トマト銀行

2833110061 岡山県 Ｃｌｏｖｅｒ ｉｐｓｅ株式会社 8260001009354 画像認識にＡＩを活用した「美容ドックサービス」事業の導入 愛媛銀行

2833110064 岡山県 株式会社あかりカンパニー 9260001007010
採光ブラインドの特殊スラット（羽根）を独自の形状に加工
できる機械の導入

おかやま信用金庫

2833110070 岡山県 株式会社アステア 1260001015796
超高強度鋼板の冷間プレス技術開発による車体骨格部品
の事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団、商工組合中央金庫

2833110073 岡山県 株式会社ましろ屋 5260001027367
高齢者世帯に特化し、高効率な乾燥機を活用、家庭洗濯
物を専門とした訪問型クリーニング事業の展開

中国銀行

2833110074 岡山県 オカネツ工業株式会社 1260001001581
拡大を続けるユーティティビークル車の機能部品受注に於
ける生産能力アップとモデルラインの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

2833110085 岡山県 株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 2120001013053
社内ネットワークとタブレット端末を活用したオーダーシャツ
生産工程の効率化と顧客サービス向上の為の生産プロセ
スの開発

尼崎信用金庫

2833110088 岡山県 株式会社岸本鉄工所 6260001019693
「木型鋳造法」から「消失模型鋳造法」への転換による生産
性の向上

公益財団法人岡山県産業振
興財団、津山信用金庫、津山
商工会議所

2833110089 岡山県 株式会社ＮＳ技研 7260001011022
新製品ハイテンローラーの生産工程で「スマート工場」 を
構築・導入による事業化

商工組合中央金庫

2833110090 岡山県 有限会社力食鳥 8260002025912
中国地方トップの親鶏肉の処理能力の整備、整形加工に
よる高付加価値化

井原商工会議所、商工組合
中央金庫

2833110091 岡山県 山陽クレー工業株式会社 3260001021280
国内唯一の自社湿式・乾式クレー工場のオンライン化 によ
る高品質クレー製造体制の確立

備前東商工会、商工組合中
央金庫

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（岡山県）
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2833110092 岡山県 島木材株式会社 5260001020776
２×４カットラインの導入による製材品製造の生産性向上と
高付加価値化の実現

みまさか商工会、中国銀行

2833110095 岡山県 新保電機工業株式会社 6260001003318
新型曲げ加工機導入により産業機械の薄板カバー事業へ
の進出

商工組合中央金庫、百十四
銀行

2833110097 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
三本ウレタンロール機導入による特殊な鋼鈑へのＲ形状曲
げ加工高精度化の実現

岡山商工会議所

2833110099 岡山県 晃立工業株式会社 7260001019750 海外市場を視野に入れたＩＴによる新しい製造環境の構築 鳥取銀行

2833110106 岡山県 サンコー印刷株式会社 9260001015896
顧客との太いパイプを作るオリジナル受注生産管理システ
ムの構築

総社商工会議所、中国銀行

2833110108 岡山県 株式会社勝山鉄工所 1260001022669
溶接ロボットシステム導入によるＩＴ化体制の構築と生産向
上の強化

岡山県商工会連合会、トマト
銀行

2833110111 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
公共工事で重要となる軽量・採光防音パネルの増産体制
構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、トマト銀行

2833110112 岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612
複合旋盤の導入による、複合素材モーターシャフトの生産
体制構築

岡山商工会議所、中国銀行

2833110115 岡山県 菜の花工房  
３種の油類積載可能なタンクローリー車の導入による配送
効率化と商圏拡大

みまさか商工会、中国銀行

2833110121 岡山県 有限会社片岡製作所 9260002025655
高品質機械装置部品を短納期提供する新たな生産プロセ
スの構築

中国銀行

2833110124 岡山県 株式会社幡中金網 3260001005408
高精度自動曲機導入による高耐震性ユニット鉄筋の加工
精度及び生産性の向上

中国銀行

2833110126 岡山県 正織興業株式会社 6260001013738
「学習型染料自動調液システム」導入による生産性向上計
画

中国銀行

2833110127 岡山県 有限会社ケイ・テクノ 3260002022360
ビッグデータを活用した切粉非付着型新旋削技術の確立
による自動生産ラインの実現とロボット分野への進出

水島信用金庫

2833110128 岡山県 有限会社もとや 8260002021671
おからクッキーの商圏拡大へ向けた製造体制強化と卸先
への販売手法の提案

中国銀行

2833110130 岡山県 ノーテープ工業株式会社 5122001019696
屋上防水シート用接着剤の開発と量産工法確立で事業領
域の拡大を図る

公益財団法人岡山県産業振
興財団、大阪シティ信用金庫

2833110133 岡山県 洋菓子工房ベルジェ  
ケーキ職人がつくるチョコレート“おかやまちょこれーと”の
開発及び量産計画

浅口商工会、玉島信用金庫

2833110135 岡山県 三宝有限会社 3240002040975
業界初となる廃棄鉄粉リサイクルによる脱酸素剤原料の
生産事業

東京中央経営株式会社

2833110138 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 4260001011248
特殊鋳造品に対応する３Ｄ技術の導入とそのビックデータ
活用によるＩｏＴ化の促進

公益財団法人岡山県産業振
興財団

2833110141 岡山県 株式会社小倉商店 7260001001618
生産性向上を狙った設備導入と瀬戸内水産資源の革新的
有効活用

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

2833110145 岡山県 株式会社平野鉄工所 9260001018115
大型建物、超高層ビル向けの、６０トン級鉄骨の製造施工
能力の整備

備中西商工会、商工組合中
央金庫

2833110146 岡山県 有限会社石原鉄工所 8260002016481 耐震ゴム等高機能ゴム製品金型への参入事業 玉島信用金庫

2833110147 岡山県 株式会社新見メンテック 7260001019214
植物工場を用いた果樹栽培の安定収量・安定収入の実現
を目指して

公益財団法人岡山県産業振
興財団、備北信用金庫

2833110148 岡山県 白石建設有限会社 6260002005189
はつり作業の自動化の実現による生コン業者を支える新
展開サービスの提供

中国銀行

2833110149 岡山県 新宏軽鋳造有限会社 2260002015134
大型製品の効率的な生産を実現する砂回収・再生設備の
導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団、岡山南商工会、中国
銀行

2833110150 岡山県 日本綿布株式会社 5260001018300
『ピグメントプリントデニム』の製造体制構築による新規商
圏の獲得

中国銀行

2833110152 岡山県 有限会社難波研削所 9260002007315
産業用ロールの研磨能力向上による競争力強化と一貫加
工体制構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、おかやま信用金庫

2833110153 岡山県 濵﨑鉄工  
不測の部品破損によるライン停止から製造業を守る「産業
用機械部品ＱＱサービス」展開による競争力強化

岡山商工会議所

2833110155 岡山県 有限会社美作メンテナンス 6260002030732 革新的な生産性向上のためステンレス加工事業への参画
みまさか商工会、津山信用金
庫

2833110156 岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890
小豆の持つポリフェノール・食物繊維を失わない機能性こ
しあんによる事業の拡大

岡山商工会議所、トマト銀行

2833110158 岡山県 株式会社山本金属製作所 7120001021984
特殊工具開発とロボット導入による複雑翼形状部品の加
工技術革新

商工組合中央金庫

2833110160 岡山県 株式会社協同 1210001007526
高耐水性衣料用ケアラベルへの取り組み強化による製品
品質向上並びに生産能力向上の実現

トマト銀行
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2833110162 岡山県 船橋歯科医院  
高精度な矯正治療とスーパーエナメルの短期供給を融合
させた最先端審美治療システムの確立

中国銀行

2833110164 岡山県 株式会社インテックス 5260001000514
短時間・低コストで正確な処理が可能な産業廃棄物分別体
制の確立

東京中央経営株式会社

2833110166 岡山県 有限会社西岡工作所 1260002011134
「ワンストップ加工」実現と取引先との「連携体」で小ロット・
短納期・高品質対応力を強化

中国銀行

2833110167 岡山県 有限会社マツモク 4260002021213
高機能設備導入による生産性向上と自社ブランド製品の
製造体制構築

岡山県商工会連合会

2833110169 岡山県 コアテック株式会社 2260001015886
屋根材と一体化したアモルファスシリコン太陽電池の自社
生産による事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

2833110170 岡山県 ツチダ電工株式会社 5260001020025
空調機制御装置の増産要請に対応する２４時間完全自動
化生産工程の構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、みまさか商工会、山
陰合同銀行

2833110171 岡山県 株式会社すえ木工 3260001019845 ＩｏＴを活用した大型プラスチック塗装品の生産性革新
公益財団法人岡山県産業振
興財団、津山商工会議所、津
山信用金庫

2833110172 岡山県 株式会社横山工房 5260001010612
「療育用の学習机・いす」の量産により、発達障害・ダウン
症の子どもに学ぶ環境を提供

トマト銀行

2833110173 岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 5260002023027 バリ式エステとスクール事業への参入に向けた設備投資 つくぼ商工会

2833110174 岡山県 有限会社田口工業所 1260002028723
落下防止機能付天井材の革新的開発に係るプレスブレー
キの導入について

津山商工会議所、津山信用
金庫

2833110175 岡山県 株式会社タダカン 3260001019928
業務用冷凍冷蔵庫の大型ステンレス部品増産に対応する
ものづくりの変革

公益財団法人岡山県産業振
興財団、山陰合同銀行

2833110177 岡山県 株式会社本山合金製作所 6260001020288
半導体／ディスプレイ製造装置用スリットノズルの性能・生
産性向上

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

2833110186 岡山県 株式会社竹田鉄工所 3260001021603
ＩｏＴ活用による、建設機器用大型部材の革新的高効率加
工プロセス構築

岡山県商工会連合会、商工
組合中央金庫

2833110187 岡山県 株式会社三宅製菓本店 3260001018987
１００年続く看板商品「最中」の更なる進化に向けた品質向
上計画

備北商工会、中国銀行

2833110191 岡山県 京屋  菓子木型製造工程の機械化事業 おかやま信用金庫

2833110196 岡山県 株式会社肉のクマザワ 1260001005070
無添加素材と本場ドイツ製法に特化した新商品開発による
付加価値の向上

岡山県商工会連合会、トマト
銀行

2833110197 岡山県 リージョン株式会社 6260001017482
中小企業を対象とした包括的採用支援サービスのシステ
ム構築

岡山県商工会連合会、岡山
商工会議所

2833110200 岡山県 有限会社山田工作所 1260002021843
環境対応型自動車のためのホースマンドレルの精度向上
および量産化

玉島信用金庫

2833110205 岡山県 有限会社Ｔ２クリエイト 1260002015374 撮影からフォトブックまで当社独自サービスの事業化 岡山商工会議所

2833110206 岡山県 株式会社新生工業 4260001009259 『検査治具』製作の内製化による競争力強化事業 トマト銀行

2833110213 岡山県 有限会社彩ろ里工房 5260002012046
住宅の高度情報化のためのホームインスペクションシステ
ムの開発

笠岡信用組合

2833110218 岡山県 株式会社エイ・クリエイション 2260001016331
玄米の栄養と白米の美味しさを両立させた「胚芽入り白
米」の量産化

中国銀行

2833110221 岡山県 株式会社吉備長食品 6260001002006 市場が広がる調理麺の増産と品質向上による事業の拡大
公益財団法人岡山県産業振
興財団、香川銀行

2833110223 岡山県 株式会社中原製作所 5260001004911
スマートファクトリー化による加工設備の最大化と フィルム
産業への事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団、商工組合中央金庫

2833110227 岡山県 金田コーポレーション株式会社 6260001022185
老朽化プラント設備メンテナンスの超短納期化を実現する
３次元計測システムの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、玉野商工会議所、商
工組合中央金庫

2833110232 岡山県 有限会社モリ製作所 2260002025892
ＣＮＣプレスブレーキと生産管理システム導入による大型、
高機能板金製品の生産体制強化

広島銀行

2833110234 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社 9260002010260
溶融亜鉛めっき処理ラインの新規構築で地域のものづくり
力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、香川銀行

2833110235 岡山県 株式会社エース 2260001012660
高品質な歯車製造の生産能力増強、及び生産プロセスの
構築

山陰合同銀行

2833110239 岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074 特殊場の内製化による製造プロセス最適化事業
山陰合同銀行、馬場輝税理
士事務所

2833110241 岡山県 株式会社ワン・エニー 7260001011336
『ＯＤＭ』生産への取り組み強化による当社競争力強化事
業

中国銀行、あさひ合同税理士
法人

2833110244 岡山県 髙橋金属株式会社 3240001031281
３Ｄ化対応可能三次元測定機の導入による売上拡大＆収
益改善＆３Ｄデータによる一貫生産体制の構築

中国銀行
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2833110246 岡山県 株式会社武田製玉部 8260001008372
調理場品質の手作り玉子焼きの焼成に関わる補助作業の
機械化

トマト銀行

2833110247 岡山県 株式会社福山鉄工所 2260001011159
バイオ医薬品計測装置の増産に対応する多品種同時生産
方式の確立

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

2833110249 岡山県 株式会社板坂林業 9260001020962 森林施業の見える化による新施業提案手法の確立 中国銀行

2833110251 岡山県 有限会社中山鉄工所 3260002020141
鋳造金型製作におけるＩｏＴ，ＡＩ，多機能ＮＣ機械を用いた
生産性向上と技術の伝承

広島銀行

2833110253 岡山県 三乗工業株式会社 4260001016008 ハイブリッドＳＥＡを用いた新商品提案型事業の展開
商工組合中央金庫、中国銀
行

2833110254 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089
金属加工における生産性改善・受注拡大を図るための管
理システムの導入

岡山県商工会連合会、広島
銀行

2833110255 岡山県 有限会社小見山木工 5260002023687 一品ものにも対応できる生産体制の構築と短納期化 商工組合中央金庫

2833110256 岡山県 株式会社ネクサス 1260001025770
受注から裁断までの工程最適化で生産性向上の実現を図
る

トマト銀行

2833110259 岡山県 昭和印刷株式会社 2260001007314
高齢者向け広報誌のコンサルタントビジネス実施のための
受注体制構築

浅口商工会

2833110261 岡山県 ツチダ精工株式会社 6260001020024
飲料・医薬品製造用配管部品の増産を実現するレーザー
加工プロセスの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、山陰合同銀行

2833110264 岡山県 江洲金属株式会社 5122001002149
油圧シリンダブロックの高精度のものづくりによる試作対応
から量産体制の構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団、関西アーバン銀行

2833110265 岡山県 株式会社ブラックスミス 9260001015228
ＣＮＣ普通旋盤導入による超特急対応と自社一貫加工体
制の構築

つくぼ商工会、商工組合中央
金庫

2833110266 岡山県
株式会社フジワラケミカルエンジニ
アリング

4260001014606 半導体洗浄装置の大型化に伴う製造プロセスの改善 玉島信用金庫

2833110267 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
コインパーキングの売上利益向上を目的とした売上シミュ
レーションシステムの開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

2833110268 岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764
生産用マイクロリアクター向け無脈流・定量性の革新的ポ
ンプの試作開発

玉島信用金庫

2833110269 岡山県 かなお矯正・小児歯科クリニック  最先端機器を活用した革新的小児歯科診療 中国銀行

2833110271 岡山県 アサゴエ工業株式会社 5260001000233
鋳造工程における主型の搬送・設置の動線自動化と工程
の可視化により、受注変動に対応する品質の一定化と生
産性向上を実現する

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

2833110275 岡山県
株式会社エースインターナショナル
ジャパン

6010401004048
高機能マスクの純日本産化による輸出拡大とパンデミック
対策事業

堀内章典税理士事務所

2833110276 岡山県 有限会社赤瀬鉄工所 6260002016161
セパレート式汎用冶具の開発による多品種少量生産シス
テムの構築

有限会社エヌティ・クリエイト
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