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3033210002 岡山県 株式会社ウヱルストンクラシキ 4260001012568
建材用硬質ウレタンの新事業取組による売上拡大と建設現
場への貢献

株式会社トマト銀行

3033210005 岡山県 有限会社コマツ精機 1260002003973
自動車部品用金型等におけるワイヤ放電加工の２４時間対
応による収益力・競争力強化

株式会社香川銀行

3033210008 岡山県 小椋製作所
県北のステンレス産業を救え！高性能マシニングセンタを導
入し受注機会の拡大と下支え強化事業

岡山県商工会連合会

3033210010 岡山県 株式会社松井被服 5260002025865
備中備後ジャパンデニムプロジェクトを成功に導く縫製ライン
新設

株式会社商工組合中央金庫

3033210013 岡山県 株式会社齋藤撚糸 9260001019773 特許の具現化に伴う「抄紙用フェルト撚糸」の生産性向上 津山信用金庫

3033210015 岡山県 小林歯科医院
顧客満足度向上のための歯科技術の高度化及び生産性向
上事業

株式会社トマト銀行

3033210018 岡山県 株式会社大成コンサルタント 1260001020796
ＵＡＶ、三次元レーザースキャンを用いたＩＴ利活用と生産性
向上

津山信用金庫

3033210019 岡山県 株式会社守屋鉄工所 1260001015037
ネットワーク化を基礎に旋盤工程の生産性向上で新事業領
域を開拓

株式会社アルマ経営研究所

3033210027 岡山県 株式会社岡山木材市場 6260001001321
小ロット、多種切断加工の提供による材木店ニーズへの対
応

株式会社トマト銀行

3033210029 岡山県 株式会社ラグロフ設計工房 4260001011751
異次元変換技術を利用した自動工事図面作成システムの開
発と運用

株式会社中国銀行

3033210030 岡山県 株式会社オクサリス 9260001033329 生産プロセスの改善による生産性向上と新分野への参入 玉島信用金庫

3033210032 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
オンデマンドな現場支援情報と品質・生産管理の高度化によ
る環境事業への進出

株式会社トマト銀行

3033210033 岡山県 井原歯科クリニック
３Ｄ歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭにより作製する歯科補綴物の品質
向上による予防医療の質と生産性の向上

井原商工会議所

3033210036 岡山県 株式会社河太工業 6260001023968
外国人活用促進と新設備の導入による中大規模案件の受
注強化

株式会社トマト銀行

3033210038 岡山県 株式会社峠農林 6260001033331 見た目のきれいな原色薪の製造販売 岡山県商工会連合会

3033210040 岡山県 有限会社竹中商店 5260002034156 米の販路拡大に伴う生産性向上 津山信用金庫

3033210041 岡山県 株式会社プラノーツ 1260001005970 土木工事施工管理における情報化施工の推進事業 株式会社トマト銀行

3033210046 岡山県 株式会社中原製作所 5260001004911
革新的積層型リチウムイオン電池積層装置の基盤フレーム
開発および事業化

株式会社商工組合中央金庫

3033210047 岡山県 有限会社南野製作所 6260002020163
三次元測定を内製化し新たに機械装置部品加工を公差０．
３㎛の精度と短納期低コストで受注する

岡山県商工会連合会

3033210052 岡山県 中国ゴム工業株式会社 8140001016461
高精度電熱式成型機導入による特殊製品製造と航空宇宙
分野への進出

株式会社中国銀行

3033210053 岡山県 株式会社岡南計測 9160001011583
データ活用による短時間・高精度な製品検査サービスの提
供

株式会社もみじ銀行

3033210057 岡山県 有限会社まるみ麴本店 7260002024031
甘酒製造の少量化及び衛生管理向上による介護等新規需
要獲得事業

岡山県商工会連合会

3033210058 岡山県 株式会社倉敷自動車教習所 6260001032110
高齢者ドライバー向けの新サービス「運転技能検査コース」
を新設

水島信用金庫

3033210059 岡山県 有限会社小見山木工 5260002023687 新たな加工方法の確立で生産性を向上させる 吉備信用金庫

3033210063 岡山県 株式会社はなさかテック 4260001026114
業界最高水準の測定・検査体制の構築による短納期対応と
生産性向上を実現

株式会社フラッグシップ経営

3033210064 岡山県 株式会社Ｐ・Ｓヒロハマ勝央工場 3260001025331
金型の研磨メンテナンス内製化で生産性向上と品質向上実
現

岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

3033210066 岡山県 株式会社協同 1210001007526
ＩＯＴシステム並びに専用プリンタの導入による受発注・生産
業務の効率化事業

株式会社トマト銀行

3033210068 岡山県 東進工業株式会社 2260001004666
高機能材料の高速切削加工ラインの生産性向上、量産化ラ
インの実現

株式会社中国銀行

3033210069 岡山県 ジーテク株式会社 5260001020999 カスタマイズされたＮＣ旋盤の導入による受注拡大 岡山県商工会連合会

3033210070 岡山県 株式会社哲多すずらん食品加工 7260001019288
至高の味への挑戦！Ａ５和牛カレー等レトルト食品の革新的
開発！

岡山県商工会連合会

3033210071 岡山県 有限会社ニイヨンイチ 4260002020231
衣料品製造の生産性２倍と加工排出水１００％リサイクルを
実現する生産プロセス改革

株式会社トマト銀行
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3033210072 岡山県 三和精密株式会社 7260001019825
インデックスチャック付ＣＮＣ旋盤の導入でボトルネックを解
消し生産性向上を実現

株式会社山陰合同銀行

3033210073 岡山県 株式会社ウエキ 8260001000610
新型ＮＣボーリングの導入による宿泊施設向け内装家具市
場への参入

おかやま信用金庫

3033210075 岡山県 ユンク株式会社 5260001012484
ユニフォームフィニシャーを導入し仕上げプレス処理能力を
倍にする事業

株式会社アルマ経営研究所

3033210076 岡山県 株式会社平井鉄工所 5260001014563
ＥＶ、ＨＶ車に不可欠な電磁鋼板熱処理部品の生産量を増
加する事業

株式会社中国銀行

3033210077 岡山県 成栄工業株式会社 1260001022529
高精度三次元測定機の導入と検査データの加工への反映
による生産性向上

おかやま信用金庫

3033210085 岡山県 有限会社ケイ・テクノ 3260002022360
生産性４倍と人の張り付き１／１００を実現する樹脂部品の
高精度大量生産プロセス改革

水島信用金庫

3033210087 岡山県 株式会社ようび 8260001025789
顧客の要望に応えるために自動切削機を導入し技術の平準
化と多能工化を実現

岡山県商工会連合会

3033210090 岡山県 株式会社オーエスエー 7260001019602 ＳＬＡＭ技術とＧＮＳＳとのハイブリッド測量による新サービス 岡山県商工会連合会

3033210091 岡山県 有限会社清水興業 6260002004950
コンクリート産廃を活用した再生砕石等製造・販売事業の実
施

株式会社中国銀行

3033210098 岡山県 有限会社丸天商店 5260002031161 新工場建設による家庭用マスクセット作業工程ラインの増設 岡山県商工会連合会

3033210101 岡山県 東伸金属工業株式会社 5120001219093
国内唯一の大型ロータダイカスト生産体制存続に向けた設
備投資

株式会社ダイワマネジメント

3033210105 岡山県 株式会社タイコー 1260001008412
顧客拡大に向けた低コスト技術の開発と人材育成による競
争力強化

おかやま信用金庫

3033210109 岡山県 株式会社リフォレスト 8260001027050
ＧＮＳＳシステムの活用による生産性向上と働き方改革の実
現

津山信用金庫

3033210115 岡山県 有限会社もとや 8260002021671
製造過程におけるコンタミ防止と岡山県産野菜を使った新商
品開発

児島商工会議所

3033210117 岡山県 とうふ屋元勢 新設備導入による人気商品「チーズとうふ」の品薄解消計画 岡山県商工会連合会

3033210118 岡山県 株式会社ベテイスミス 2260001014698
独自の技術ノウハウと最新機械設備の導入を組合せた商品
デザインの高付加価値化による、多品種少量生産のプロセ
スの改善

株式会社香川銀行

3033210120 岡山県 株式会社リサイクルエナジー 3240001036009
石油樹脂加工の自動化による省人化で、弊社の全事業での
増産を実施

株式会社伊予銀行

3033210121 岡山県 株式会社モリヤス 7260001015015
ＣＡＤＣＡＭ導入による生産性向上と高付加価値商品量産体
制の構築

株式会社中国銀行

3033210122 岡山県 株式会社共和鑄造所 5260001018201
製品自動バリ取りライン構築並びに、同一ライン内に重点検
査部位の自動検査ラインの構築を行う。

株式会社広島銀行

3033210123 岡山県 流郷プラスチック工業株式会社 8260001020352
ハイブリッド式高性能射出成形機導入による自動車部品の
受注拡大事業

岡山県商工会連合会

3033210129 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
人工知能３Ｄプリンター金型製造システム導入による複雑曲
げ加工の生産性向上

岡山商工会議所

3033210131 岡山県 株式会社白獅子 8260001026275
増加する自然災害に対して幼少から防災意識を高める社会
貢献事業

印牧　秀晃

3033210132 岡山県 株式会社岡山どうぶつ整形外科病院 1260001031109
関節鏡の導入による整形外科に特化した獣医師の高度医
療サービスの提供

税理士法人久遠

3033210133 岡山県 大地測量株式会社 8260001013892
高性能３Ｄレーザースキャナ導入による測量の生産性向上
と新分野への展開

玉島信用金庫
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