
（受付番号順）

受付番号 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2933210294 有限会社近藤鉄工所 7260002018124 高精度高効率測定技術を活用した全品品質保証体制構築事業 株式会社トマト銀行

2933210296 アサヒ防災工事株式会社 6260001020362
「地域防災のため斜面・法面工事における鉄筋挿入工の効率
化に資する新技術の導入」

株式会社中国銀行

2933210297 株式会社小野開発 9260001023684 排水性道路等の路盤材に用いる粒径別石砂の製造事業 岡山県商工会連合会

2933210298 株式会社トングウ 6260001016534
総社市ソウルフード「揚げパン」の製造工程効率化による、
広域販売の強化

総社商工会議所

2933210300 ヒルタ工業株式会社 8260001018512
金型製造工程強化（生産性向上）によるコスト競争力構築及
び非定常時のサプライチェーンの維持

公益財団法人岡山県産業振興財団

2933210302 カモ井食品工業株式会社 7260001012937
ピーナッツの高度選別ライン導入による増加する需要対応と
利益確保

株式会社中国銀行

2933210303 青木被服株式会社 1260001018139
アパレルＣＡＤ／ＣＡＭとデザインシステム導入による内製
加工の一貫生産体制の構築

井原商工会議所

2933210304 光陽産業株式会社 6240001030529
せん断機（シャーリング）の材料送り込み装置更新によるコ
スト競争力の向上

株式会社中国銀行

2933210306 有限会社ティーエステック 3260002013343
熊本地震に耐えた耐震工法を、新特許を駆使して、さらにＣ
ＱＤ改善

株式会社トマト銀行

2933210308 株式会社第二開発技工 6260001013894
３次元航空測量とトータルステーション測量を組み合わせた
橋梁上部工測量

株式会社中国銀行

2933210309 サンヨー・マシンパーツ株式会社 8260001006178
新設備導入により、生産性向上および高度化による商品対応
力強化事業

株式会社百十四銀行

2933210311 株式会社アドバン 4260001019514
スクールシャツの増産・納期対応強化に向けた工程と管理の
高度化取組

津山商工会議所

2933210312 共立コーテック株式会社 4260001013038
新型レーザ加工機導入による、工作機械部品の拡大・農業機
械部品への新進出

玉島信用金庫

2933210314 株式会社キビダンボール 9260001013000
最新型高性能カットマシン導入による新素材対応と複雑形状
加工による差別化事業

税理士法人アライズ

2933210319 三星金属株式会社 4260001023152 ブレーキプレス機導入による新事業展開と経営力向上 株式会社中国銀行

2933210320 吉河織物株式会社 4260001018367
レピア織機の緯（よこ）糸把持駆動機構と緯糸切断機構の改
良による多様な給糸に対応する製織の実現

井原商工会議所

2933210321 有限会社安田精米 5260002010173
地域産の米を用いた独自のブレンド米の開発・量産体制を整
備する

株式会社中国銀行

2933210322 株式会社アサヒメンテナンス 2260001020399
全国初の超高圧水表面処理システムを導入し、区画線消去工
事、災害復旧・復興等の新事業に進出

岡山県商工会連合会

2933210323 上田ブレーキ株式会社 4120001006988 ディスクライニング市場への参入に向けた品質の安定 御堂筋税理士法人

2933210325 有限会社陸正開発 6260002018257
小規模法面吹付工に対応した移動式システムによる新サービ
スの提供

株式会社中国銀行

2933210327 オーエム機器株式会社 3260001017386 最新パネルベンダー導入による設計革新と付加価値の創造 株式会社中国銀行

2933210332 なるみ機工株式会社 2260001027964
給排水ポンプ及びモーターの、出張現場における迅速な分解
修繕事業

岡山県商工会連合会

2933210333 株式会社落酒造場 3260001022931
日本酒製造における温度管理自動化による若者向け新ブラン
ドの競争力強化

岡山県商工会連合会

2933210334 株式会社タグチ工業 7260001004109
大型加工機導入による大型建機用アタッチメントの大幅な生
産性向上

株式会社中国銀行

2933210341 株式会社スーパードライチェーン 9260001015772
新型シーツアイロナー導入による業務改善を通じた障がい者
雇用の拡大と生産性向上に伴う利益体質化

税理士法人久遠

2933210343 株式会社エイワ・ライジング 4010401004330
パレタイザー導入による生産性向上と人手不足への対応力強
化

株式会社中国銀行

2933210345 有限会社景山精密 6260002014974
最新ＮＣ旋盤導入による競争力強化を通じた再生可能エネル
ギー関連部品市場開拓

岡山県商工会連合会

2933210347 ｏｆｆｉｃｅソラマチ
Ｕｂｅｒ的Ｗワークで所得を向上させるマッチングサイトの
提供事業

柿迫宏則

2933210348 三石耐火煉瓦株式会社 9260001021713
放射線治療設備の高エネルギー化ニーズに応える医療分野向
け放射線遮蔽セラミックスの開発

岡山県商工会連合会
株式会社中国銀行

2933210349 株式会社脇木工 6260001020346
ＭＯＭＯ ｎａｔｕｒａｌブランドのオーダーメイド家具に
よる幸せお届けサービス

津山商工会議所

2933210352 小田象製粉株式会社 5260001001628 微粉砕プレミックス粉による関西・九州地区の販路拡大 株式会社中国銀行

2933210354 山陽鉄工株式会社 4260001026089
航空機部品受注拡大を目的とした検査システム構築と三次元
測定機の導入

倉敷商工会議所

2933210355 有限会社武田鐵工 6260002006071
コア技術であるフランジ加工技術を高め、農業機械車軸部品
等を受注する

岡山県商工会連合会

2933210358 サンク・ラスタ株式会社 3260001016264
働き方改革に向けたＡＩカメラ導入による畳表製造工程の効
率化

倉敷商工会議所
株式会社広島銀行

2933210360 豚平
スープＯＥＭ製造の製造工程及び提供方法の改善による生産
性向上事業

岡山県商工会連合会

2933210361 洋菓子工房ベルジェ
パティシエの岡山おみやげパイ‘白桃サクッとパイ’の開発
及び量産計画

岡山県商工会連合会

2933210363 有限会社アリモトスポーツ 7260002027678
（平成３０年度７月豪雨対策）愛用スポーツ用品への独自装
飾による高付加価値商品の提供

津山信用金庫

2933210364 有限会社中島鈑金塗装 2260002016066 岡山初、ワンストップＡＳＶ修理工場のための設備導入事業 玉島信用金庫

幹事企業：株式会社久代屋ランドリー
幹事企業：
4260001019448

幹事企業：笠岡信用組合

連携体１：有限会社フルール
連携体１：
6010802012723

連携体１：株式会社三井住友銀行

連携体２：有限会社大佛
連携体２：
4012402017154

連携体２：多摩信用金庫

連携体３：有限会社Ｎｅｔｔ
連携体３：
5470002002678

連携体３：高松信用金庫

連携体４：有限会社白東
連携体４：
9330002015137

連携体４：熊本信用金庫

連携体５：株式会社クリーントピアぴいぷ
る北

連携体５：
7130001004674

連携体５：京都信用金庫

連携体６：株式会社Ｓｕｎドライ
連携体６：
1140001108819

連携体６：日新信用金庫

連携体７：株式会社第一ドライ
連携体７：
4250002017088

連携体７：株式会社山口銀行

連携体８：有限会社後藤ドライクリーニン
グ

連携体８：
2390002014882

連携体８：株式会社山形銀行

連携体９：有限会社ホープ愛媛
連携体９：
6500002006006

連携体９：株式会社愛媛銀行

2933210370 ネッツ・ソリューション株式会社 8260001004909 インペラの一貫加工による収益性向上と競争力強化 株式会社商工組合中央金庫

2933210373 星尾とうふ店
多品種の豆腐商品製造により他店と差別化を図り新規顧客を
獲得する

岡山県商工会連合会

2933210374 バンビ株式会社 2260001021661
ライトＲＴＭを使用した製造方法の簡素化と精度向上による
競争力強化

株式会社中国銀行

2933210375 株式会社旭光 4260001002098
高性能マシニングセンター導入による切削加工技術の高度化
と生産性向上

株式会社シェアードバリュー

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金　２次公募

岡山県採択案件一覧（64者）

2933210365
ＩＴ自動お渡し機が可能にする、３６５日フルタイム受付＆
引取システムによる次世代スマートクリーニングの実現



2933210376 株式会社アイテムワン 6260001032184
リビルド品によるディーゼル自動車用ＤＰＦマフラー
（ディーゼル微粒子捕集フィルター）リサイクルサービス事
業

株式会社中国銀行

2933210378 船橋歯科医院
スーパーエナメル治療をワンビジットトリートメントで受診
できる院内体制の確立

株式会社中国銀行

2933210380 株式会社イタミアート 2260001008618
「ＥＣＯ Ｆｒａｍｅｌｅｓｓ」を用いた効果的な新しい宣
伝媒体の提案

株式会社中国銀行

2933210381 ムサシ食品工業株式会社 9260001020896 漬物製造に係る冷蔵施設用冷凍機導入で生産性向上 岡山県商工会連合会
2933210382 有限会社小見山木工 5260002023687 人工大理石の加工業務の効率化と販売力強化 吉備信用金庫

2933210385 岡南プレス工業株式会社 7260001002368
建機部品の高品質一貫生産に向けた極低スパッタ溶接ロボッ
トの導入

岡山県経営コンサルタント事業協同組合

2933210387 株式会社佐田建美 9260001022793
ＣＮＣマシニングセンタ導入による製造工程の改善およびオ
リジナル木製品の競争力強化

岡山県商工会連合会

2933210391 鷹取醬油株式会社 5260001021601 取引先ＰＢ商品対応強化に向けた当社業務プロセス改善事業 野波守

2933210393 有限会社ミルクパーラー 7260002033305
『三機一斉導入による革新的な生産性向上とブランド力アッ
プに向けた創出時間活用策』

藤井克己

2933210394 株式会社双葉店飾社 9260001005914 防炎ラベルを冠した防炎製品の提供サービスで販路拡大計画 株式会社中国銀行

2933210399 株式会社アイスライン 5260001000101
岡山の天然水１００％使用の「かちわり氷」生産自動化によ
る収益拡大

株式会社伊予銀行

2933210401 神免紙器株式会社 1260001018543
業務基幹システムの導入による段ボール生産体制の全体最適
化・生産性向上事業

玉島信用金庫


