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オーエム機器株式会社
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介護手すりの高精度・高機能化と生産性向上による低コスト化を実現する生産プロセスの革新

年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は足腰の強い
経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支
援することを目的に創設されました。

平成28年度

有限会社西口ベンダー工業

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

３本ウレタンロール機導入による特殊な鋼板へのＲ形状曲げ加工高精度化の実現

また、当該事業においては事業類型に「第四次産業革命型」や「企業間デー
タ活用型」が加わるなど IT や IOT・ロボット等、最先端技術の導入を促進
することで国際的な経済社会情勢の変化に対応し、また、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受け、社会経済の変化に対した事業展開を支援する「特別
枠」が追加される等、前向きな投資を行う事業者への支援を目指しました。
本県においては 5 年間で延べ 813 社が当該事業を活用することで、即効
的な需要喚起と好循環を促し、地域経済の活性化に寄与しました。
本冊子では、これらの補助事業の成果を内外に広く周知することを目的に
実施企業の中から 10 社を選定し成果事例集として取りまとめました。
長引くコロナ禍によって経済活動に大きな影響が出る中で、
この事例集が、
新たな開発や設備投資、経営革新等に取り組む中小・小規模事業者の皆様に
とって参考となりましたら幸いです。

平成29年度

ＡＫＡＳＥ株式会社
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新型研磨機の導入による中価格帯シェアNO.1ブランドへの挑戦

建築板金の技術を生かしたデザイン性の高い多目的スモールハウスの全国展開
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日本初となるCTC製法による完全一貫生産体制の確立

株式会社ＮＳＤ

工数の多い「折り曲げ」工程の強化とネットワーク化で生産性向上

内田工業株式会社

岡山県地域事務局
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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

大なご協力をいただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和 3 年 12 月
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オーブン、チラー導入で介護施設の人材不足を助ける配食サービス

株式会社ケイプラビジョン

最後となりましたが、本事業の実施および成果事例集の作成にあたり、多
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オイルフィルターの自動切断装置による解体分別効率化と再資源化

ムサシ工業株式会社
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大型高出力誘導加熱炉の導入による鍛造品の生産体制の強化

岡山県中小企業団体中央会

ー資料編ー
実施企業一覧
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オーエム機器株式会社
事業成果

生産性を高めるために金属の板とパイプの双方を切断できる複合レーザー加工機を2016年

バリの発生を抑制でき、不良率の発生を約６割削

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

福 祉 関 連 商 品の生 産 増 加

開 発から量産まで一貫対応

製品の開発から設計、試作、部品
加工、量産まで一貫して手がけ、

減。さらに、導入前に２台の装置で合計五つあっ

全国に事業展開する地場の中小製

た工程を複合レーザー加工機に集約でき、生産

造業は少ない。特に開発から設計、

性は約３割向上したという。

試作の工程で負担となるのが金型

福祉機器商品の売上高は2020年８月期に８億

の製 作だ。同 社は2021年に最 大

円まで拡大した。金属の板を曲げるプレスブレー

1973年、自動車部品などを生産していたオー

近年、生産量が増えているのが福祉関連商品

キやパイプを曲げるパイプベンダー、溶接工程に

エム工業（現アステア）から住宅関連製品を分離、

だ。自社で製品を開発、試作し、生産した製品は

産業用ロボットを追加導入。さらに昨年からパレ

独立する形でオーエム機器を設立した。大型建築

ＯＥＭ
（相手先ブランド生産）の形で供給する。福

タイズや協働型など複数のロボットも採用した。

物のフロア関連商品が主力事業で、二重床用パネ

祉関連の主力商品である介護用の手すりは床置き

藤原副部長は「若い社員も増え、加工技術知識

ルや高さ調整用支持脚といった製品を生産する。

型で、床と接するベースフレームと手すり部分で

の平準化が目的」と説明する。

パネルは金属と木材を使用した高品質な製品や石

構 成。工 事 が 不 要で移 動も簡 単にできるため

貼を施した高付加価値な製品を主力としている。

「ニーズが高まっている」（生産部の藤原正範副

また断熱物置用パネルなどの住宅関連商品、介

岡山県内でオーエム機器のように

年に導入した。レーザーでパイプを切断するため

30センチメートル角を成形できる金
属３Ｄプリンターを導入。金型をつ
くらずに試作品を製作できるように
なった。今後は外部から金属造形
を請け負い、新事業として育成して
いく計画という。

部長）という。

護用の手すりや水回り車いすなどの福祉関連商品

生産量の拡大は効率的な生産体制の構築とい

も手がける。岡山県総社市の本社工場と同美作市

う課題を浮き彫りにした。ネックとなっていたのが

の英田工場、茨城県東茨城郡城里町の茨城工場

手すり部分となる金属製のパイプを切断する工程

と３カ所に生産拠点を構え、開発から設計、試

だった。バンドソーと呼ぶのこぎりの刃が回転する

作、量産まで一貫して対応できる技術力を強みに

装置を使い、作業者が切断していた。切断後にバ

成長してきた。

リが生じる点も生産性を低くする要因だった。

なん

ば

代表取締役社長

けい

た

ろう

難波 圭太郎さん

プレスブレーキなどの加工機械を導入

会社概要
設

福祉関連商品を生産する本社工場

床置き型の手すりなどを生産
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立

１９７３年

所 在 地

岡山県総社市赤浜５００

資 本 金

６４８０万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６６-９４-１１００

従業員数

１４３人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６６-９４-１１１０

売 上 高

４４億円
（２０２０年８月期）

Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.omrex.co.jp
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オーエム機器株式会社

を１台で切断できる複合レーザー加工機を2016

に導入。不良率の発生抑制などで成果を上げた。

岡山県では少ない全国展開の企業

ものづくり補助金を活用し、金属の板とパイプ

オーエム機器は研究開発型の製造業で、フロア関連商品や住宅関連商品、福祉関連商品を

生産する。国内の高齢化進展により、手すりなどの福祉関連商品のニーズが高まっている。

ワンポイント

生産性３割向上

事例編

介護手すりの高精度・高機能化と生産性向上による
低コスト化を実現する生産プロセスの革新

有限会社西口ベンダー工業
事業成果

求に対応する。2017年に樹脂のナイロンをライニングしたロールベンダーを導入。アール

グのロールベンダーは、凹凸のある薄板の曲げ加

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

ウレタンライニングのロールベンダー

薄 板を曲げる技術を蓄積

を開けたりするレーザー加工機は近
年、ファイバーレーザーや半導体

工の場合、工程が五つと従来に比べて半減し、加

レーザーなど高出力の製品が増え

工時間は８分の１に削減できた。導入前の目標と

た。加工できる素材や板厚が厚くな

した工程数削減と作業時間の短縮、コスト低減な

り、レーザー加工機の応用範囲が

どをクリアしたという。

広がった。金属の板をＬ字形やＶ字

ウレタンライニングのロールベンダー導入後も

西口正造社長の父が当初は大阪で事業を営ん

高度な仕上がりが求められる一品ものや複雑な

金属の３次元造型機を導入、金型を自社生産し、

でいたが、出身地である岡山に1985年に法人事

形状の試作品などの加工依頼が多いという。薄板

曲げ加工に活用するなど技術力を高めている。西

業所を設立、移転した。事業内容は溶接組み立

に開口や凹凸を付けた後に曲げ加工してほしいと

口社長は「お客さんが想像している以上の技術を

てを手がけたが、徐々に金属の薄板を曲げる加工

いう仕事が近年増加している。ただ、「開口部な

提供したい」と目標を語る。若手の社員が入社し、

が増えて、現在の主力事業となっている。西口社

どがある箇所は変形しやすい」
（西口社長）ため、

社員数も増え、工場には活気がある。

長は「曲げ加工の魅力にとりつかれた」と注力し

曲げの加工が難しい。西口ベンダー工業は約23

た理由を説明する。

年前から開口部のある薄板の曲げ加工を手がけ、

工場内には薄板を曲げるための一般的な装置で

金属製の薄板を切断したり、穴

程を行わなければならなかった。ウレタンライニン

形に曲げる需要も増え、プレスブ
レーキなど自動加工の設備を導入す
る工場が増えている。ただ、アール
状の曲げには一定の熟練技術が必
要。西口ベンダー工業に仕事が依
頼される要因である。

技術を蓄積してきた。

あるプレスブレーキをはじめ、
アングルベンダー、
マ

加圧部が金属製のロールベンダーで開口部や

ルチベンダー、
ロールベンダーなどの特殊な曲げ加

凹凸がある薄板を曲げると開口部などに力が集中

工機が稼働し、
技術力の高い社員が操作する。
薄板

し、開口部周辺に歪みが生じてしまう。そこで

の曲げ加工に関する技術力は高く、薄板加工の同

2017年に加圧部をウレタンでライニングしたロー

業他社から仕事の依頼が来る。
加工する金属部品

ルベンダーを導入。
「樹脂のため薄板がスリップし

は航空機や建築、
半導体製造装置などさまざまだ。

ない」
（西口社長）という。

にし ぐち

代表取締役

しょう ぞう

西口 正造さん

表面を樹脂加工したロールベンダー

会社概要
設

薄板を曲げるため各種装置が稼働する

高度な曲げ加工技術で顧客の要望に対応
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立

１９８５年

所 在 地

岡山市南区福成２-２５-２８

資 本 金

５００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６-２６３-３５１９

従業員数

６人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６-２６４-５９５１

売 上 高

６５００万円
（２０２１年１月期） Ｕ Ｒ Ｌ
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http://www.nishi-bender.com

有限会社西口ベンダー工業

した技術者が複数の装置を使い、10ある作業工

状に加工する際の品質や生産性の向上を図った。

レーザー加工機の応用範囲拡大

従来の装置では歪みやキズなどが発生し、熟練

西口ベンダー工業は金属の薄板をＬ字型やアール状に曲げる加工を主力事業とする。薄板

の曲げ加工に注力する会社は少なく、これまで蓄積した技術力で顧客のさまざまな加工の要

ワンポイント

加工時間を８分の１に削減

事例編

３本ウレタンロール機導入による
特殊な鋼板へのＲ形状曲げ加工高精度化の実現

ＡＫＡＳＥ株式会社

研磨機を2018年に導入した。
ＡＫＡＳＥは米国か
ら調達したウォールナットなどの木板を社内で加

入。ダイニングテーブルの製品群を拡充し、販売本数を２倍に拡大した。

認して切断。その後、部材加工や仕上げ研磨、

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

各 工 程に熟 練 社員を配 置

オリジナルブランド家具が主力製 品

ブルの製 品 群 拡 充につなげ、現 在の最 大 幅は

1972年に株式会社アカセ木工として法人化。

ルナット、ホワイトオークなど複数あり、その上で

110センチメートル。七つのサイズに製品群を

1981年には現在の本社工場を構える岡山県里庄

幅や長さ、脚部の加工法などを選択する。ソファ

拡 充し、2020年 度の売 上 本 数 は 約7000本と

町に移転し、生産体制を拡充した。1990年代後

に使う皮も日本製、イタリア製など複数用意して

2017年度に比べて２倍に増えている。

半からウォールナット無垢材を使ったテーブル、

いる。社員はさまざまな知識を習得する必要があ

ソファなど新製品を発売し、婚礼家具主体の製品

り「定期的に研修を開いている」
（経営管理部の

構成を変えていく。

峰山乃副部長）
。

などの縫製、ベッドのマットレス生産と社内に多く

などを受注生産する。東京など全国８カ所に直営

の生産部門を整備し、多品種少量生産に対応し

店を置くほか、２年前から他社の家具メーカーと

ている。各部門には熟練の技を持つ社員を配置

提携、販路を拡大している。

し、付加価値の高い家具を生産する。

た。クローゼットを備えた住居の増
加、婚姻数の減少など婚礼家具主
体のメーカーは厳しい状況だ。
ＡＫ

でき、従来装置に比べて大型の木板を機械加工で

る。ダイニングテーブル一つとっても樹種はウォー

代のアッパーミドルクラス向けにテーブルやソファ

年の１兆366億円から約２割縮小し

導入した装置は幅130センチメートルまで研磨

創業し、タンスなどの婚礼家具を主に生産した。

社員が勤務。木板の加工や組み立て、クッション

額は2018年が8097億円。2002

に移る。

きるようになった。主力製品であるダイニングテー

「Master Wal」が主力製品。30歳代から40歳

ると木製家具製造業の製造品出荷

オイル塗装といった工程を経て、ようやく組み立て

顧客は樹種をはじめ、サイズや仕様などを選べ

生産は多品種少量となる。工場では約90人の

経済産業省の工業統計調査によ

工する。一枚一枚検品し、節の位置や大きさを確

アカセ木工所として1961年に岡山県笠岡市で

現在は2006年に立ち上げたオリジナルブランド

高付加価値家具に転換した好例

ものづくり補助金を活用し、新型の木材研削・

などを生産、販売する。大きな特長は顧客が樹種やサイズ、仕様などを選択する受注生産方

式を取り入れていることだ。木材の加工も自社で手がけ、大型の木板を研磨する装置を導

ワンポイント

ダイニングテーブルの売上が２倍に

ＡＳＥは婚礼家具からウォールナッ
トを使ったテーブルなど高付加価値
家具に製品構成を転換した好例と
いえる。2020年にはベッドの生産
も開始し、品ぞろえのさらなる拡大
を進めている。

ふじ い

代表取締役社長
ゆき はる

藤井 幸治さん

大型の研磨機を導入し生産性向上

会社概要
設

1981年に現在の場所に本社を移転

ウォールナット無垢材を使ったダイニングテーブル

08

立

１９７２年

所 在 地

岡山県浅口郡里庄町新庄１１５０

資 本 金

４０００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６５-６４-５１１１

従業員数

２２０人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６５-６４-５０６６

売 上 高

３２億円
（２０２１年６月期）

Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.akase.co.jp
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AKASE株式会社

ＡＫＡＳＥはウォールナット無垢（むく）材などを使用したダイニングテーブルやソファ

事業成果

事例編

新型研磨機の導入による
中価格帯シェアNO.1ブランドへの挑戦

株式会社植田板金店

売戦略を転換。外壁や内装などを選択できる点な
どが評価されて「女性起業家がネイルサロンや雑

ルス感染拡大を受け、病院での導入も進んでいる。

販売数は増え、初年度の27棟が４年目の昨年度

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

プライベートな空 間 創 造

2 0 1 0 年から新事業を開拓

小屋事業への参入はさまざまな
効果をもたらしている。小屋事業を

貨店などとして活用している」
（植田社長）
。年々

契機に建築家の隈研吾氏との知遇
を 得 て、製 品 の 共 同 開 発 につ な

は63棟、売り上げも１億円を超えた。本年度も

がった。限定販売した「小屋のワ」

販売は好調な状況が続いている。

は2018年のグッドデザイン賞を受

本格的な事業展開のため、2018年にガルバリ

賞した。こうした取り組みを通じ社

ウム鋼板を切断および折り曲げる装置を導入し

植田博幸社長の父が1976年に岡山市南区で創

小屋事業に参入したきっかけは2016年に植田

た。導入前に生じていた折り曲げ角度や切断の長

業し、翌1977年に法人化した。薄い金属板を加

社長が雑誌で小屋の特集を読んだことだった。一

さの誤差が解消でき、品質の高い鋼板加工が可

工し、一戸建て住宅や事業所の屋根、外壁などの

戸建て住宅の工事は雨の日にできないが「工場内

能になった。病院が発熱外来用の施設として導入

施工が主力事業だ。岡山市中区の本社のほか、

で小屋を造れば若手社員の技術の習得につなが

するなど用途は広がっており、今後も品質の高い

大阪府豊中市に大阪支店、仙台市太白区に仙台

る」（植田社長）。またプライベート空間を創造で

小屋を提供していく方針だ。

支店をそれぞれ構え、広域に事業展開。同業の

きる小屋が注目されており、事業化を検討。植田

中では中国地域最大手という。

社長が戦略を練り、同年末の社内会議で事業化

2010年に植田社長が父から社長業を継ぎ、新

短期間に開発力習得

個人向けは厳しいため、小規模事業所向けに販

業として、広さ10平方メートル以下の「小屋」の生産・販売事業に参入した。外壁などを
選択できるデザイン性と断熱などの機能性が評価され、販売数は年々増加。新型コロナウイ

ワンポイント

品質の高い小屋を提供

内に開発力を蓄積できる点が最も大
きな効果だ。開発力を製品の付加
価値向上につなげ、収益力を高め
る。開発力は短期間で習得できるも
のではないが、植田板金店の取り
組みはまれな事例といえる。

を決定した。

事業の開拓を進めてきた。2016年に始めた外装

2017年２月に岡山市北区で開かれた展示会で

建材事業をはじめ、2017年に個人や小規模事業

小屋を展示すると人だかりができ、
６月には岡山市

所向けの小屋事業、さらに2021年から工場の屋

南区に展示場「小屋の森」
を開設し、
１カ月で300

根を遮熱施工する事業も展開する。植田社長は

組が来場した。
小屋の広さは建築確認申請が不要

2021年２月期に15億円だった売上高を５年後に

な10平方メートル以下。
好評だったが、
平均150万

30億円へ倍増したい考えだ。

円という価格がネックとなり販売は伸びなかった。

うえ だ

代表取締役

ひろ ゆき

植田 博幸さん

導入したガルバリウム鋼板の切断装置と折り曲げ装置

会社概要
設

太陽光パネルを導入した本社社屋

隈研吾氏と共同開発した「小屋のワ」

10

立

１９７７年

所 在 地

岡山市中区藤崎６７３

資 本 金

３０００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６-２７６-３６８６

従業員数

５６人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６-２７６-３６９０

売 上 高

１５億円
（２０２１年２月期）

Ｕ Ｒ Ｌ

https://uedabk.co.jp
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株式会社植田板金店

植田板金店は一戸建て住宅の屋根や外壁などの施工を主力事業とする。2017年に新規事

事業成果

事例編

建築板金の技術を生かした
デザイン性の高い多目的スモールハウスの全国展開

株式会社優食

たのがカートイン式のスチームコンベクションオー
ブン（スチコン）とブラストチラーだ。カートイン

率化を図り、調理する社員の負担を軽減した。

カートに乗せたままスチコンなどに出し入れでき

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

調 理 法は家 庭と同じ

１日2 0 00食を高齢者へ配送

優食が顧客を増やしてきた要因の
一つは高齢者が好む料理を手作り

タイプは、調理する食材を並べた複数のトレーを

に近い環境で、大量においしく提供
できる体制を整えたことにある。も

る。従来のスチコンはトレーを１枚ずつ差し込み、

う一点は独居の高齢者らに対して必

調理後も１枚ずつ抜き取らなければならなかった。

ず弁当を手渡しし、異常がある場合

カートは２台あり、１台を調理で使い、もう１

は家族に連絡をするなど高齢者の

台は仕込み作業に使うなどカートインタイプの導

高齢者の自宅へ弁当の宅配事業を始めるため

食事は毎日取るものであり、楽しみの一つ。調

入により「調理時間は半減した」
（今城取締役）。

2002年に創業した。今城栄一郎社長が地元の岡

理法や調達する食材にはこだわる。30人の社員が

さらにスチコンの特長として「蒸す、焼く、蒸すと

山県倉敷市に戻り、食事に困っている高齢者が多

回転鍋などを使い「家庭と同じ調理法でつくってい

焼くの両方」が調理できる。現在、スチコンに調

いことを知ったという。それまで飲食関係の仕事

る」
（今城取締役）と強調する。高齢者の健康を

理法を随時登録し、調理工程の標準化も図って

の経験はなく、今城社長の奥さんである今城はる

考慮し、調味料も１品ずつ調合する。食材はでき

いる。

み取締役と２人で切り盛りした。

る限り地元産を使用し、米は岡山県吉備中央町の

宅配する弁当は当初、冷凍だったが、よりおい

安心して暮らせる地域づくり

増加する調理の量に対応して2018年に導入し

理は家庭の味付けと顧客から好評で、高齢者施設向けは近隣の岡山市内などへも配送地域を
拡大した。大量調理に対応したオーブンなどを2018年に導入。調理時間の短縮や作業の効

ワンポイント

カートイン式で調理時間半減

安心をサポートしていることだろう。
75人の従 業 員のうち、調 理に30
人、配達には40人を割いている。
高齢者の孤独死は社会問題化して
おり、安心して暮らせる地域づくり
にも貢献している。

契約農家から直接、精米したてを調達している。

しい食事を提供したいと考えて冷蔵に変更。徐々

施設向けの食事は朝食が副菜など小鉢２品、

に顧客数も増えて、2007年に会社を設立、設備

昼食と夕食は主菜１品と副菜２品。事前に調理

をそろえて人員も増員し、体制を強化した。その

し、急速冷蔵したものを真空パックにして配送す

後、介護施設向けの食事の配送も開始。現在は

る。施設ではパックを湯煎して温めるだけで料理

倉敷市の本社にある調理場で１日約2000食分を

を提供できる。高齢者施設は人手不足が課題で

調理し、倉敷市の個人宅や同市と周辺自治体の高

「調理部門の外部委託が広がっている」
（今城

齢者施設に毎日届けている。

社長）。

いまじょう

代表取締役

えい いち ろう

今城 栄一郎さん

導入したスチコンには調理方法も登録

会社概要
設

2002年の創業から事業規模を拡大

高齢者の健康に配慮した食事を提供

12

立

２００７年

所 在 地

岡山県倉敷市水島南幸町６-２

資 本 金

１０００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６-４４４-２７７９

従業員数

７５人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６-４４４-２７８３

売 上 高

３億3000万円
（2021年３月期） Ｕ Ｒ Ｌ
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https://www.yushoku-kaigoshoku.com/

株式会社優食

優食は高齢者向けに弁当の宅配と高齢者施設に対し食事の配送を行っている。提供する料

事業成果

事例編

オーブン、チラー導入で
介護施設の人材不足を助ける配食サービス

株式会社アーリーモーニング
事業成果

く愛飲家があり、英国でも評価を得たという世界品質の紅茶だ。従来のリーフに加え、

ティーバッグ製品は抽出する時間が短いのと同時

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

日本で愛され、 世 界で愛される紅茶

１万 5 0 00本の茶樹を栽培

紅茶は17世紀に英国人がインドで
栽培を始め、その後、英国が世界

に茶の色を濃くする必要がある。そこでインド製の

に広めた。日本紅茶協会によると

ＣＴＣ機を導入した。茶葉の破壊・切断を細かく

2019年の日本の紅茶（３キログラ

でき、品質も均一化。さらに包装機の導入によ

ム以下直接包装）の輸入元は首位

り、包装工程を内製化した。

がスリランカで、インド、台湾、英

「プレーン」１種類だったティーバッグ製品は

宮本英治社長が世界的な紅茶の名産地である

宮本社長が目指すのは地域で愛され、日本で愛

「アールグレイ」
「レモンティー」を加え３種類に

インドのダージリン地方に似た気候風土がある土

され、世界でも愛される紅茶。世界各地の紅茶の

拡充。売り上げ全体に占める割合は半分程度まで

地を探し、新見市の大佐山に茶畑を開墾したのが

産地などを巡り、同じ品種の紅茶でも地域性があ

増えたという。世界にいろいろな飲み物があるが

始まりだ。2013年に法人化し、現在は約２ヘク

ることを発見した。その要因は「水」。さらに食に

「お茶といえば紅茶」
（宮本社長）
。今後も質の

タールの農園に約１万5000本の紅茶用茶樹を栽

関する地域性や文化の違いもある。そのため英国

高い紅茶を生産していく方針だ。

培し、紅茶工場も併設する。生産した紅茶を提供

はミルクティーが主流なのに対し、日本ではスト

する専門店も開業しており、休日には関西地域な

レートティーが多いなど飲み方も地域によって異

どからも「紅茶を目当てに来客がある」
（宮本英

なる。

治社長）という。

紅茶研究家でもある宮本社長。

製 品はＣＴＣ製 法が世 界の主 流となっている。

国の順。だが、今でも英国の紅茶
が世界の基準になっていると宮本社
長は解説する。アーリーモーニング
の製品は大英帝国時代の東インド
貿易会社の流れをくむ英国の会社か
ら品質を高く評価されている。

紅茶も時代とともに変化してきた。ティーポット

大佐山山腹の東に開けた農園は、冬は積雪する

で抽出するリーフティーから、現在は抽出時間を短

ほど寒く、春から秋は雲海が発生し、茶畑を霧で

縮できるティーバッグが製品の主流となっている。

包む。こうした自然豊かな土地で栽培した紅茶は

アーリーモーニングは、ものづくり補助金を活用

茶葉を摘む季節ごとに春、夏、秋と香りなどが異

し、ティーバッグ製品を拡充するための茶葉加工

なり、それぞれ特長が異なる製品に仕上がる。

機と三角すい形のティーバッグ包装機を導入した。

みや もと

代表取締役

えい

じ

宮本 英治さん

インドから輸入したCTC機

会社概要
設

経営する紅茶専門店には関西からも来客

リーフティーとティーバッグを販売する

14

立

２０１３年

所 在 地

岡山県新見市大佐小阪部２２３９-８

資 本 金

３０万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６７-９８-３９３９

従業員数

２人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６７-９８-３９３３

売 上 高

１５４０万円
（２０２１年４月期） Ｕ Ｒ Ｌ
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https://earlymorning.co.jp

株式会社アーリーモーニング

オーソドックス製法で生産するが、ティーバッグ

ティーバッグ製品の専用装置を導入、製品アイテムを拡充した。

英国の紅茶が世界基準

リーフティーはオーソドックス製法およびセミ・

アーリーモーニングは岡山県北西部に位置する大佐山の自然豊かな環境で、紅茶の茶樹栽

培から生産まで一貫して手がける。季節ごとに特長のある紅茶は地元だけでなく、国内に広

ワンポイント

ティーバッグの製品数を拡充

事例編

日本初となるCTC製法による
完全一貫生産体制の確立

株式会社ＮＳＤ
事業成果

ネットワーク機能を持つベンディングマシンを導入し、会社全体の生産性向上を目指した。

ディングマシンにも送られ、指示通りに加工して

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

生 産 現 場をネットワーク化

７台のベンディングマシンが稼 働

設備をネットワークでつなぐ動きが
広がってきた。要因の一つはＮＳＤ

いく。さらにどの金型を使って、どのような曲げ加

の様にネットワーク機能を持つ装置

工したかなどを記録し、生産管理システムで状況

を導入しやすくなった点。もう１点

を把握する。永田社長は「会社全体の生産性を

は労働人口の減少により、新たな

向上できた」と強調する。

人材の採用が難しくなり、管理部門

設備導入後も仕事量は順調に増えているとい

2011年の会社設立当初から金属の薄板を切断

加工する薄板はデスクサイドワゴンやスチール

う。そこで2019年以降も同じタイプのベンディン

や開孔、曲げ、溶形する薄板加工を手がける。

ラックなど事務機器向けが大半を占め、一部医療

グマシンやテーブルスポット溶接機など最新の装

本社工場が立地する岡山県勝央町や取引先、中

関連からも受注している。加工可能な薄板のサイ

置を導入し対応した。2021年には工場に空調設

小企業支援機関の手助けもあり、徐々に導入設備

ズは最大３メートル。大きなものから小さなものま

備を導入するなど社員が働きやすい製造現場の環

を拡充し、社員も増員していった。12人の社員は

で１日約200点の部品を加工する。１点あたりの

境づくりにも努めている。

若手が多く、平均年齢はおおよそ30歳。2021年

生産数は多いもので1000個と「プレス加工に近

の春は初めての新卒社員も入社し、製造現場は活

い」
（永田社長）という。

気にあふれている。

中小の製造業で工場内の装置や

工を、何点加工するかを入力。そのデータがベン

などを最小限の人員で運営したいと
いう経営者が増えたことだ。岡山県
の有効求人倍率は新型コロナウイ
ルス感染拡大前は２倍を超え、製
造業に限らず非製造業でも採用が
難しい状況が続いていた。

ものづくり補助金で2018年に導入したのは高

工場設備の特長は薄板を曲げるベンディングマ

精度なベンディングマシン。この設備を導入した

シンの台数が多いことだ。レーザー加工機が１

最大の目的は生産現場のネットワーク化だ。ベン

台、タレットパンチプレス機２台に対してベンディ

ディングマシンはネットワーク機能を有しており、

ングマシンは７台が稼働する。永田賢一社長は「特

社内の生産管理システムや３次元ＣＡＤ、加工

殊な曲げ加工を手がけているため」とベンディン

データとつなぐことができる。さらにＲ形状などの

グマシンの台数が多い理由を説明する。

難しい曲げ加工にも対応する。

なが た

代表取締役

けん いち

永田 賢一さん

タレットパンチプレスで切断や開孔する

会社概要
設

勝央町や取引先の支援で事業基盤構築

高精度なベンディングマシンを導入

16

立

２０１１年

所 在 地

岡山県勝田郡勝央町岡１０２７-２

資 本 金

１０００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６８-３８-７７９１

従業員数

１２人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６８-３８-２３０８

売 上 高

非公表

Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.nsd-d.co.jp/
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株式会社ＮＳＤ

くる。生産管理システムで、いつまでに、どの加

若手社員が多く、今後も技術力を高めて成長を目指す。

最小限の人員で運営

ＮＳＤには１日100点程度の仕事依頼が入って

ＮＳＤは７台のベンディングマシンが稼働し、薄い金属の板を複雑な形状に曲げ加工でき

る技術が強みだ。曲げ加工以外にも切断や溶接などの加工も行う。ものづくり補助金では

ワンポイント

会社全体の生産性向上

事例編

工数の多い「折り曲げ」工程の強化と
ネットワーク化で生産性向上

株式会社ケイプラビジョン

移動形のＣＮＣ旋盤を導入した。導入目的の一つ
は生産の自動化だ。樹脂を旋盤で切削加工する

切粉を短くし、課題を解決。同時に生産性も高めた。

加工物に絡むという問題があった。導入した旋盤

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

工 場 勤 務の半 数が女 性

機 能 性持つ樹脂を加工

ケイプラビジョンの主要顧客であ
る半導体製造装置は年々、市場が

際、切粉が長い紐（ひも）状で生じ、加工中に

拡大している。半導体業界の国際
団体ＳＥＭＩは2022年の半導体製

は切削工具が振動することで切粉が短く切れる。

造装置の世界販売額が1000億ド

社員が常時監視する必要がなくなり、
「24時間稼

ル（約11兆円）以上になると予測。

働することも可能になった」
（唐井社長）
。

2020年の販売額712億ドルから約

二つ目の目的は生産性の向上。導入したＣＮＣ

唐井利昌社長が2001年、36歳の時に有限会

岡山県倉敷市に本社とサテライトファクトリーを

旋盤は表面の加工と同時に裏面の加工ができ、従

社ケイ・テクノを設立した。設立当初は工業用

構える。サテライトファクトリーにはマシニングセ

来機と比べて加工時間は半分になる。また主軸台

ホースなどを販売し、2003年に樹脂の切削加工

ンターや旋盤、複合機など複数の工作機械が並

移動機能により、切削工具を交換するロスタイム

も始め、徐々に仕事量が増えていった。自社で設

び、さまざまな形状の樹脂部品を切削加工する。

を短縮し、加工時間を短縮、生産性は４倍向上

備を導入するなど体制も強化し、現在は中核事業

樹脂を工具で切削するためバリが生じる。このバ

した。

に育っている。2021年５月に株式会社化するのと

リを社員が手作業で取り除き、顧客へ出荷する。

同時に会社名もケイプラビジョンに変更した。

販売拡大する半導体製造装置

ものづくり補助金を活用し、2020年に主軸台

した部品を生産する。樹脂の切削加工は金属の切削加工にはない、切粉（きりこ）が切れず

につながるという現象が生じる。導入した主軸移動形のＣＮＣ旋盤は切削工具の振動により

ワンポイント

2 4 時間稼働が可能に

40％増える見通しだ。半導体は新
型コロナウイルス感染拡大後、巣ご
もりやリモートワークにより、需要
が急拡大した。半導体不足から自
動車など減産を強いられる状況が
生じた。

社員数は合計13人で、このうち８人がサテライ

生産する樹脂部品はエンジニアリングプラス

トファクトリーで働く。男性４人、女性４人と製造

チックと呼ばれ、耐熱性や耐薬品、高強度、耐水

現場の中では女性比率が高い。バリを取り除く作

などの機能性を持つ。顧客の要望ごとに樹脂の素

業や検査は女性が担当する。唐井社長は「仕事

材を選択し、板や棒状の樹脂をマシニングセン

が丁寧で、きれいな仕上がりだと顧客から褒めら

ターや旋盤などの工作機械で切削加工する。顧客

れる」と説明する。パートタイム勤務の女性社員

の業種は多様で、地域も東は関東から西は九州ま

は、自身の都合に合わせて勤務時間を設定すると

で広域だ。

いう。

から い

代表取締役

とし まさ

唐井 利昌さん

導入した主軸台移動形のＣＮＣ旋盤

会社概要
設

今年５月に社名をケイプラビジョンに変更

マシニングセンターなどで樹脂を切削加工する
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立

２００１年

所 在 地

岡山県倉敷市北畝７丁目９番31-３号

資 本 金

３００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６-４３６-７４１１

従業員数

１３人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６-４３６-７４１２

売 上 高

１億2000万円
（2021年４月期） Ｕ Ｒ Ｌ
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https://kplavision.com

株式会社ケイプラビジョン

ケイプラビジョンは半導体製造装置や産業機械、化学プラント向けなどに樹脂を切削加工

事業成果

事例編

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

内田工業株式会社

切断装置を導入した。筐体部分の鉄、内部のフィルター、オイルを分離・回収し、それぞれ
再資源化原料として供給する。分離・回収できる会社は少なく、大阪府や兵庫県などからの
受注を拡大する方針だ。

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

オイルフィルターを分 離回収

エンジンオイルを再生燃料に

静脈産業の役割拡大

オイルフィルターを分解し外側の鉄は金属、廃
油は再生燃料、フィルターはサーマルリサイクル

同社は産業廃棄物の中でも油や

（熱として還元）する体制を構築した。作業環境

塗 料 など液 体 の 処 理 に強 みを持

の改善も図った。これまではドラム缶内のオイル

ち、自動車工場や化学工場、金属

フィルターを取り出す際、腰などに負担がかかって

加 工 工 場 などから廃 棄 物 を回 収

いたため、常に腰の高さで取り出し作業ができるよ

し、再生処理してきた。プレス処理

うに改善。
「体力的に楽になり、シニアや女性の社

のみのオイルフィルターが再資源化

員も作業できる」
（塩津執行役員再生燃料部長）
。

原料として供給できなくなれば最終

さらに自動切断装置の導入により、社員１人あ

内田工業は1971年に倉敷市で備倉興業として

再生燃料の原料は中国地域（山口県を除く）と

たりの処理能力は2.4倍に向上。受け入れ可能量

設立し、75年に現在の社名に改称した。自動車

四国地域の自動車工場や金属加工工場、自動車

も拡大したため、今後は大阪府や兵庫県など市場

や船舶に使われるエンジンオイルの産業廃棄物処

整備工場からエンジンオイルなどを回収する。た

規模が大きい地域の営業を強化する。前期の再

理を手がけ、エンジンオイルを遠心分離機にかけ

だ、回収品の中で「オイルフィルターの扱いが今

生燃料事業の売上高は４億円程度。３年後に５億

て水分やスラッジなどを除去し、再生燃料として

後の課題になる」
（塩津執行役員再生燃料部長）
。

円を目指す。

販売するリサイクルを創業から継続している。

これまではプレス処理し、鉄の原料として供給し

再生燃料の次は工場系廃液の処理、その後も

ワンポイント

処理能力を2 .4 倍に向上

処分するしか方法はない。時代の
流れは国連の持続可能な開発目標
（SDGs）など循環型社会の構築
重視。静脈産業を支える会社として
同社の果たす役割は大きさを増して
いる。

てきたが、鉄以外の物質が混合しているのが要因

汚泥やオイルフィルターなど産業廃棄物処理の許

という。

可を取得。処理施設も油水分離施設や中和施

そこで、約3000万円を投じて導入したのがオ

設、混合調整施設などを整備した。主に工場で発

イルフィルターを鉄、フィルター、オイルに分離

生する産業廃棄物を処理しており、対応する廃棄

回収できる自動切断装置だ。トラックから普通乗

物や処理方法は時代とともに変化する。「市場調

用車、軽自動車まで大きさが異なるオイルフィル

査をしながら対応してきた」
（塩津昌泰執行役員

ターの形状をセンサーで判別。オイルフィルター

再生燃料部長）
。

底部を切断し、分離回収するものだ。

再生燃料部執行役員部長
しお つ

まさ やす

塩津 昌泰さん

切断前（左）と切断後（右）のオイルフィルター

会社概要
設

さまざまな産業廃棄物の処理を手がける

導入したオイルフィルター自動切断装置

20

立

１９７１年

所 在 地

岡山県倉敷市松江３-２-４６

資 本 金

１１００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６-４５６-５８８８

従業員数

４２人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６-４５６-４５５２

売 上 高

１２億円
（２０２０年８月期）

Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.uchida-ind.co.jp
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内田工業株式会社

内田工業は事業の柱の一つである再生燃料事業を強化するため、オイルフィルターの自動

事業成果

事例編

オイルフィルターの自動切断装置による
解体分別効率化と再資源化

ムサシ工業株式会社

可能な棒鋼は最大直径5.5センチメートル。導入
した600キロワット連続式誘導加熱炉は最大直径

ため600キロワット連続式誘導加熱炉を導入した。

２トンのエアハンマーの鍛造能力に加熱装置の能

会社概況

事業内容

C A S E E X A M P L E S OK AYA M A

600キロワット連 続 式 誘 導 加熱炉

中国・四 国の鍛造会社唯一の大型設 備

ムサシ工業は技能実習生として働
いていたベトナム人６人を2020年

13センチメートルの棒鋼を加熱できる。加圧能力

12月と2021年３月、特 定 技 能に
切り替えた。特定技能は2019年か

力も対応し、生産の待ち時間解消やコストの削減

ら運用され、2021年３月末時点で

などの生産性を向上した。

国内に約２万人の外国人が在留す

加圧能力２トンのエアハンマーで鍛造するのは

る。特定技能１号の在留期間は最

クレーンやフックなどの大型吊り具鍛造品。高い

1970年に浪速鉄工（大阪市港区）、大原鉄工

エアハンマーを用いた鍛造品の加工は棒鋼の切

安全性が求められるため、顧客は中国などに移管

所（岡山県美作市）を含む浪速グループの１社と

断、加熱、成型、トリミング、ショットブラスト、

せず、国内に発注を継続する方針という。昨年来

して設立した。設立以来、エアハンマーによる型

検査の７工程がある。生産する鍛造品は十数個か

の新型コロナウイルス感染拡大により、新規の取

打ち鍛 造を手がけ、建 設 機 械や農 業 機 械、工

ら数万個までさまざま。近年は量産品の発注を中

引先開拓が難しい状況にあるが、正常化後は新規

具、吊り具などの部品を生産してきた。保有する

国など移管する動きが出ており、大型の鍛造を強

開拓に注力する方針だ。

エアハンマーは加圧能力が0.75トンから最大５ト

化するため、2019年に加圧能力２トンのエアハン

ンまで幅広くそろえており、特に大型の５トンエア

マーを導入した。

ハンマーを保有する会社は中国・四国地域では唯

海外人材の積極活用

従来の400キロワット連続式誘導加熱炉で加熱

い鍛造技術により、品質の高い鍛造部品を安定的に生産し、顧客の信頼を得てきた。エアハ

ンマーの加圧能力と加熱工程の処理能力のアンバランスを解消し、大型の鍛造品を強化する

ワンポイント

大型吊り具鍛造品を生産

大５年。長期的な育成計画を立て
て、技術の習得に努めることができ
る。2020年国勢調査の日本の人口
は５年前に比べ86万人減少した。
海外人材の活用は日本全体の課題
といえる。

エアハンマー１台に対して、棒鋼を加熱する連

一という。

続式誘導加熱炉もしくはバッジ式重油炉１基が

小型から大型まで鍛造でき、加工技術力が高い

セット。エアハンマーの加圧能力に応じて棒鋼を

ため、自社で鍛造設備を持つ工具メーカーが仕事

加熱する装置の能力を決める。だが、加圧能力２

を発注することもあるという。さらに「納期の遅延

トンのエアハンマーに加熱装置の能力が対応して

は一度もない」（堀川眞男社長）など顧客の信頼

いなかった。そこで2020年に600キロワット連続

を主眼に会社を経営してきた。

式誘導加熱炉を導入した。

ほり かわ

代表取締役

まさ

お

堀川 眞男さん

今後は新規の顧客開拓を進める

会社概要
設

大型から小型まで鍛造設備を揃える

エアハンマーの能力に対応した加熱炉を導入

22

立

１９７０年

所 在 地

岡山県美作市吉２１４-３

資 本 金

３０００万円

Ｔ Ｅ Ｌ

０８６８-７２-５８７１

従業員数

２０人

Ｆ Ａ Ｘ

０８６８-７２-６１９８

売 上 高

５億円
（２０２０年１月期）

Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.musashi-industry.com
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ムサシ工業株式会社

ムサシ工業は建設機械や農業機械など向けに小型から大型までの鍛造部品を生産する。高

事業成果

事例編

大型高出力誘導加熱炉の導入による
鍛造品の生産体制の強化

補助事業者名

平成28年度
事業計画名

補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名

有限会社アール

小規模幼稚園、保育園へ特化した個人用フォトアルバム作成サービス

東洋精機産業株式会社

ＣＮＣ複合旋盤導入による産業用機械部品の高度生産性体制の構築

株式会社英田エンジニアリング

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

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

株式会社英田エンジニアリング

出荷後の不具合撲滅と納期短縮の為の冷間ロール成形機向けの試運転ラインの自社製作

株式会社ドゥ・ワン・ソーイング

大量生産用設備を一品生産のオーダーメイドシャツ製造工程に活用にする生産技術の開発

有限会社赤瀬鉄工所

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

有限会社難波研削所

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

株式会社アカセ木工

新商品「ソリッドサーフェス（仮）」による新たな顧客層への展開

有限会社登夢創屋

美と健康のサービスをあわせて提供する複合機能型美容院の開発

株式会社あかりカンパニー

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

株式会社肉のクマザワ

有限会社朝日テント商会

デザイン性と耐久性の高いファブリック製品を短納期提供する生産プロセス構築

株式会社豊島屋

減塩等の多様化するニーズに対応できる多品種少量生産体制の構築

アサゴエ工業株式会社

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。

有限会社西岡工作所

有限会社アスプリ

過酷な環境下の建設現場における労働者の熱中症予知生体モニターの研究開発

有限会社中光商店

おいしさと鮮度を優先させた個包装による詰め合わせの提供

株式会社アステア

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

有限会社西口ベンダー工業

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

株式会社アムリット．ＤＣ

通販サイト３０店舗の同時運営を可能にする一元管理システムの構築

有限会社ナカシマ建創

バリアフリー畳『ハートフルスロープ』製造プロセスの最適化・製品高付加価値化事業

有限会社石原鉄工所

耐震ゴム等高機能ゴム製品金型への参入事業

有限会社西橋工業

コンベヤ事業の拡大を図り、単一事業依存からの脱却

池田精工株式会社

水素ステーション関連部品の受注プロジェクト出製陶彩色技法を用いた新しい備前焼の開発と販売

中島工業有限会社

最新溶接ロボットを駆使して付加価値ある製品の受注を図る

有限会社彩ろ里工房

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

日光計装株式会社

切断工程改善により建築資材関連事業への本格進出

株式会社ヴォウクス

自動裁断機導入による生産性と品質の向上

ナカシマプロペラ株式会社

ＣＦＲＰ製プロペラの製造工法革新による国際競争力の強化

株式会社インテックス

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

有限会社ニットー工業

高精度、難加工を求められる橋梁補鋼材市場へ参入

有限会社内田縫製

受注獲得の新たな仕組み作りと自社商品開発による下請け脱却事業

有限会社中村鉄工所

排ガス規制対応のための高精度、複雑形状のシャフト供給体制の確立

株式会社ウエキ

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

日本被服株式会社

株式会社ＡＧＫ製作所

新構造の建機油圧バルブ用金型における高寿命化・増産体制構築

有限会社中山鉄工所

高張力鋼板（ハイテン材）用プレス金型部品製作における新工法による競争力強化

株式会社ウッディヨネダ

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

日本綿布株式会社

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
「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

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
『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

ＵＡＶと地上ＧＮＳＳを連動した航空レーザー測量サービス

株式会社長山鉄工所

複雑形状部品の革新的な付加価値再生と高機能修繕保守サービスの提供体制の構築

株式会社エイ・クリエイション

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

株式会社ネクサス

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

スマートフォンに使われる目視判別が困難な重要機能性部品の重欠点検出装置開発

有限会社ｎａｐ

皮革製品製造プロセスの見直しによる 競争力強化事業

株式会社エース

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

ノーテープ工業株式会社

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

オーエム機器株式会社

介護手すりの高精度・高機能化と生産性向上による低コスト化を実現する生産プロセスの革新

有限会社ナンバ洗い工場

染め／洗いの複合加工による小ロット原反の試作・開発、量産展開

株式会社エースインターナショナルジャパン 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

株式会社幡中金網

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

オーシャンメタル有限会社

スクラップアルミ成分測定による適正買取り・製品品質表示サービスの実施

有限会社西口ベンダー工業

最新切断加工機導入による金属部品精密加工の一括受注と短納期化の実現

株式会社ＮＳ技研

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

株式会社花島建設

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

オカネツ工業株式会社

拡大を続けるフォークリフトの基幹ユニット受注に向けた新たな生産設備の増強と体制構築

株式会社日栄工業所

『次世代ＦＬＮＧ船』対応のボイラー部品製造への取り組みによる競争力強化事業

ＭＳＦ株式会社

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

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

小田象製粉株式会社

小麦粉投入ラインを増強し、微粉砕小麦粉の配合比率が高い国産菓子用小麦粉を発売する

日光計装株式会社

ファイバーレーザハンディ溶接機（ＦＬＷ）導入による生産性向上

オカネツ工業株式会社

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

株式会社ビサン

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

協業組合笠岡車検センター

業務用特殊車両の整備作業効率化による地域密着型整備工場の確立

有限会社ニットー工業

耐震建築部材「ガセットプレート」を障がい者の手で製造して世界市場へ

株式会社小倉商店

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

有限会社備前精機

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

株式会社化繊ノズル製作所

高付加価値繊維紡糸用ノズル加工の高能率化による国際競争力の強化

日本綿布株式会社

有限会社片岡製作所

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

有限会社ビューティーファクトリー

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

片山工業株式会社

静粛性能を追求した自動車用Ｃピラー（フラッシュサーフェス型）一体構造の開発

ノマディックバイオサイエンス株式会社

抗体医薬品スクリーニング用の表面修飾磁性微粒子の開発

株式会社勝山鉄工所

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

株式会社平野鉄工所

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

カモ井食品工業株式会社

チーズを使った高付加価値製品需要に応えるための新規製造ラインの導入

林電化工業株式会社

小径穴加工の生産能力向上を目的とした、スルースピンドルクーラントシステムを備えたマシニングセンター導入

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

有限会社ファッションヘアーミナト

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

有限会社河崎歯科技工所

世界初！純チタン圧印義歯床製造及び生産能力向上

有限会社早島金型

熟練切削加工技術の蓄積・活用による、金型修理の短納期化

金田コーポレーション株式会社

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

株式会社福山鉄工所

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

株式会社神田電機

現場毎の収支が明確になる建設業現場管理（原価計算）ソフト開発事業（中小規模向け）

合同会社ヒーローズ

パーソナルトレーナーの知見を活用した 野球能力測定サービスの開発

株式会社カンサイ製あん

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

株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 半導体洗浄装置の大型化に伴う製造プロセスの改善

菊池酒造株式会社

海外等販路拡大のための、清酒の仕込・貯蔵タンクの冷却技術高度化による品質・製造能力の向上化

株式会社ビサン

公共工事で重要となる超低周波防音パネルの生産体制構築

株式会社吉備長食品

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

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

株式会社木の里工房木薫

間伐材で出来た保育家具、木製遊具の価値の見える化と新規顧客獲得、商圏拡大

備前発条株式会社

衝撃吸収と前後位置調節機能を新しい機構で実現した自動車用ヘッドレストの開発

株式会社協同

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

株式会社ブラックスミス

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

キャンパスショップラビット

支援学校に通っている目の不自由な人向けに点字を活用した商品の提供

蒜山食品加工株式会社

ＤＣ－１５納豆菌を用いた商品の事業化

京屋

菓子木型製造工程の機械化事業

株式会社古見屋羊羹

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

株式会社共和工業所

国内初の新素材である耐摩耗鋼丸棒、耐摩耗鋼パイプ、高強度鋼パイプの加工方法を確立し、国内市場へ投入する

ヒルタ工業株式会社

自動車用部品の競争力強化を実現する金型製造プロセスの革新工法

Ｃｌｏｖｅｒ ｉｐｓｅ株式会社

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

株式会社ましろ屋

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

協和ファインテック株式会社

医療用チューブ事業拡大に向けた高精度生産設備の導入

有限会社ファインアートかわばた

膜素材を使った、建物天井の防災対策工事の開発・提案

有限会社ケイ・テクノ

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

マックエンジニアリング株式会社

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

立体樹脂文字等の看板用自動切削機を導入した生産プロセスの改善

株式会社ＰＨＡＳＥ

ドライアイス吹付けによるジーンズの中古化加工法の導入により高いデザイン性の実現

コアテック株式会社

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

有限会社マツモク

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

株式会社福島鉄工所

高精度・高機能バンドソーの導入による生産効率改善および販路拡大計画

江洲金属株式会社

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

三乗工業株式会社

ハイブリッドＳＥＡを用いた新商品提案型事業の展開

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

有限会社美作メンテナンス

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

株式会社三宅製菓本店

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

株式会社倉敷看板
Ｃｌｏｖｅｒｉｐｓｅ株式会社

「ＩＰＳＥトータルビューティーサービス」の展開による新規顧客の獲得と顧客満足度向上

建築工房カナヤ株式会社

構造計算ソフト導入による木造中大型建築物の構造設計サービス提供

株式会社福田鉄工

Ｈグレード建築鉄骨を高い溶接強度と品質保証システムによる提供

晃立工業株式会社

コアテック株式会社

ラミネート技術の高度化によるアモルファスシリコン太陽電池の事業拡大

有限会社福原鉄工所

ＣＮＣ（数値制御）工作機械の導入で、船舶部品の製造技術を社内で伝承

株式会社琴浦製作所

幸成イクイップメント有限会社

ＣＡＤ／ＣＡＭと自動切断機の融合による設計を伴う大規模工事の実現

株式会社福山鉄工所

超微細粒子測定機の増産に対応する小型多種部品の同時加工プロセス確立

株式会社コニック

ＣＮＣ砥石成形装置付研削盤による超耐久型金型の製造

株式会社本山合金製作所

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

有限会社河野酢味噌製造工場

米糀の自然な甘みを活かしたドレッシングを開発し海外展開を図る

株式会社フジコー

ＣＰＣ２本採りと廃棄圧延ロール素材化技術融合による究極再生化事業

有限会社小見山木工

一品ものにも対応できる生産体制の構築と短納期化

有限会社モリ製作所

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

株式会社河本工業

中型旋盤導入による製造ラインに使用するロール部品の量産化

株式会社フジックス

ハードターニング技術開発による研磨レス生産プロセスの確立

株式会社近藤ファイバー

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

有限会社森山工業

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

コーセーエンジニアリング株式会社

海外子会社及び筐体生産ラインのＩｏＴ化による、生産性革新

株式会社プラントベース

サイロ用移動式仮設足場（ステージタワー）を開発することによる安全な作業環境と新たな市場の創造

株式会社サンキョウーエンビックス

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

山崎研磨メッキ有限会社

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

株式会社琴浦製作所

舶用大型エンジン重要部品の製造工程革新に向けた高度生産性複合設備導入

株式会社フリースタイル

デザイン性と品質を向上させるためのカット＆プリンターと焼付塗装乾燥器の導入

サンコー印刷株式会社

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

有限会社山田工作所

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

小橋工業株式会社

熱間鍛造解析ソフト導入による耕うん爪金型開発期間の短縮

株式会社フルサイト

自社一貫製造できる強みを生かした船舶プロペラ付替え・修繕型枠事業への新事業展開

三宝有限会社

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

株式会社山本金属製作所

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

株式会社堺伸銅所

排水管端面フランジのスピニング加工を職人からＮＣ旋盤と産業用ロボットへの転換で高度生産性向上を実現

株式会社ＢＯＳＳ

最高級塗料フッ素塗装の低価格事業とカラーシミュレーションでの選択

山陽クレー工業株式会社

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

洋菓子工房ベルジェ

サンコー印刷株式会社

岡山県初！丈夫で開きやすく安価で短納期のＰＵＲ製本が一貫してできる印刷会社の取り組み

株式会社細羽機料店

高密度生地を使用した地元オリジナル製品の開発

株式会社山陽工業所

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

株式会社横山工房

「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

三東工業株式会社

『他社が真似したくなる２次元レーザーの新工法』を確立し新分野での競争力を獲得

Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー株式会社

山陽鉄工株式会社

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

有限会社頼鉄工所

サンドリヨン洋菓子

「無添加」スポンジ生地の効率的な生産体制の構築による事業展開

ホトトギス株式会社

大手小売業者のニーズに対応したグルテンフリー食品の品質改善・量産体制構築

有限会社山陽木工

当社オリジナルブランド「ｃｏｒｒａｂｏ．ｓ」による新展開

リージョン株式会社

焼却炉用の酸性ガス処理薬剤の多品種化を図る生産プロセス構築

株式会社ホリグチ

国産・県産等の無垢木材の表面立体造形技術（木材のエイジング化・デザイン化）による製品の付加価値向上

島木材株式会社

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

株式会社ワン・エニー

株式会社サン・メタル

即日納品でのスピード試作を活かした試作～量産の一括加工

本多綿業株式会社

連続カットスタッキングシステム導入による革新的な製造ラインの改善と生産力の向上

昭和印刷株式会社

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

株式会社山陽アルミ

リバースエンジニアリング技術を用いたアルミ鋳物修理部品の製造事業

真鉄工株式会社

ＡＮＳＩ規格（米国国家規格協会）内径ギヤ加工の生産性向上と受注拡大

白石建設有限会社

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

株式会社山陽オカムラ

オフィスの多様化進行に対応するカスタマイズ家具製造体制の確立

有限会社桝口工事

建設現場メンテナンスの生産性向上による繁忙期の機会ロスの軽減

新宏軽鋳造有限会社

山陽クレー工業株式会社

微細粒度・安定組成の新クレー開発による新規顧客の開拓

マックエンジニアリング株式会社

安価・高機能生産用・超小型プラント・マイクロリアクター装置の生産体制の確立

株式会社新生工業

サンフロンティアケミカル株式会社

「異形状のぼり旗」の量産加工による競争力強化

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
『検査治具』製作の内製化による競争力強化事業

株式会社山陽スチール

加工精度の高い多軸溶接機によるエンジンマウントメーカー

松正工機株式会社

自動溶接機導入により生産性を向上させ純水関連装置事業への本格進出

新保電機工業株式会社

山陽鉄工株式会社

航空機部品製造における小物部品の受注拡大を目指した生産システムの構築と生産性向上を図るため最新５軸加工機の導入

株式会社三浦製作所

金型・成形の一貫生産体制の高度化事業

株式会社すえ木工

株式会社スターロイ

テーパーベアリングのコロ鍛造用のヘッダー機に使用される「オンパンチ」の磨き（ラップ仕上）作業の機械化

三乗工業株式会社

騒音作業を低減し作業環境を守る吸音材の開発

正織興業株式会社

有限会社スマート・ラムズ

インターネットで手軽に注文できるレーザー加工機によるオンリーワンアイテム作成サービス

みのる化成株式会社

新型ロボットによるブロースポイラーの高精度生産ライン構築

髙橋金属株式会社

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

株式会社精密スプリング製作所

最先端コイリングマシンによるスプリングの生産性向上と技術の継承を計画する

株式会社明晃

ＰＴＦＥ溶接加工の量産化体制を構築することで新規事業展開を図る

有限会社田口工業所

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

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
ＩｏＴを活用した大型プラスチック塗装品の生産性革新
「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

妹尾旭工業株式会社

最新レーザー機導入と製造一貫工程の構築による付加価値率の向上

株式会社森淵林業

高度な森林施業・測量システムを導入して「森林の保全」「木材の安定供給」を図る

株式会社武田製玉部

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

セントラル歯科・矯正歯科

障害者自立支援並びに顎口腔機能診断料算定の指定医療機関となる歯科事業

モリマシナリー株式会社

医薬品等の錠剤製造に係る打錠金型生産プロセスＩｏＴ革新事業

株式会社竹田鉄工所

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

株式会社創・和

気象条件に左右されない新栽培技術導入による白桃の品質向上と収量の増大

有限会社モリヤス新販

世帯属性情報のデータベース化と最新設備の融合による「世帯属性別提案型折込広告事業」の実施

株式会社タダカン

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

太陽窓業株式会社

耐震設備に使用される防火戸（長尺物サッシ）の量産化体制の構築

焼きたてパン工房Ｌａｓｓｅｎ

津山産小麦１００％使用『深煎りコーヒーあんぱん』の急速冷凍保存法の導入による商圏の拡大

有限会社力食鳥

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

株式会社 TANIGAWA

装飾金物製販事業の高付加価値化実現による商品開発の実施

安信工業株式会社

１５００品目におよぶ多品種少量製品の一元的な生産管理体制の構築

株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ

特殊場の内製化による製造プロセス最適化事業

玉島防水株式会社

乾式吹付けとポリウレアライニングシステムによる新たな施工法の確立

ユアサシステム機器株式会社

フレキシブルデバイス市場の進化に合わせた耐久試験装置機能サービス提供の充実

ツチダ精工株式会社

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

たるのどうぶつ診療所

歯周病における歯槽骨再生療法の開発

洋菓子工房ベルジェ

洋菓子屋が作る３層構造のオシャレ和菓子「やわらか乳菓」の開発と商圏外販売の強化

ツチダ電工株式会社

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

大松工業株式会社

ブレーキプレス金型自動交換とロボット作業で女性も働ける職場へ

株式会社ようび

新たなニーズに対応するための生産性の向上と檜製品の訴求

有限会社Ｔ２クリエイト

撮影からフォトブックまで当社独自サービスの事業化

株式会社辻本店

酒質に影響の大きい低温殺菌工程並びに貯蔵工程の効率化及び改善のための設備導入

株式会社ヨシナガファインテック

加工工程および検査工程の高度化による生産性向上の実現

有限会社でいとな

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

ツチダ電工株式会社

空調機制御装置と業務用冷蔵庫部品の増産要請に対応するステンレス曲げ工程の革新

有限会社頼鉄工所

船舶エンジンに使用される超高精度流体軸受の製造開発

株式会社ドゥ・ワン・ソーイング

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

株式会社テオリ

竹集成材生産への進出と竹廃棄物排出ゼロを目標とする再資源化事業

株式会社ラピート

自動車部品のロッカーアーム超高張力鋼板を実現する高精度型加工と金型構造の確立

ナカシマプロペラ株式会社

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

株式会社東児鉄工所

短納期と品質向上を実現する新しい円錐曲げ手法

レッドライスカンパニー株式会社

株式会社中原製作所

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

東進工業株式会社

５軸加工機導入による複雑三次元形状の精密加工技術の高度化及び高効率化の実現

わかな合資会社

有限会社中山鉄工所

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

24

『赤米』製品の販路拡大に向けた製造プロセス改善による生産力強化事業
市場拡大中のチョコレートの商品生産体制構築による拡販とニッチ市場への参入

25

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
「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
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
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
『ＯＤＭ』生産への取り組み強化による当社競争力強化事業

実施企業一覧

株式会社オーエスエー
オーエスピー株式会社

「ラスティック・ジャガードデニム」開発に向けた製造プロセス改善事業

資料編

実施企業一覧

平成27年度

平成29年度
補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

補助事業者名

事業計画名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名

サイレントチェーン製造金型などの高性能化・短納期化を可能とする生産体制の構築

菊池酒造株式会社

清酒の輸出等に対応するラベリングと蔵内トレサビリティの導入

株式会社ゼネラルガスセンター

ロボット型ガス充填機導入により生産性を向上させ、医療分野を強化

有限会社ヒロムサンライズ

新業態進出による顧客満足の向上とセントラルキッチン導入による働き方改革

津山名産「つやま青うなぎ」の経営力向上

岸本精密発條株式会社

バネ製品製造の生産体制の強化に伴うリードタイム短縮と低コスト化の実現

セントラルサービス株式会社

プラントメンテナンスの短納期化、省力化による新サービスの開発・新市場への進出

福田農機株式会社

ドローンによる太陽光パネル点検サービスとリモートセンシング技術による新たな需要を創造する

株式会社アイスライン

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

有限会社喜怒哀楽

岡山の誇るソウルフード（銘品）ばらずしをお土産用レトルトに詰めこみ販売

有限会社想庵

充填包装機の自動化による生産効率のアップに伴う利益改善と新しい売り場づくり事業

株式会社福山鉄工所

「工場進捗の見える化」と「情報連携」による納期対応力強化

株式会社英田エンジニアリング

研削砥石金型の売上４億円を実現する最新鋭旋盤の導入による加工工程の刷新

株式会社キビダンボール

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

株式会社ソーイングピース

データ作成ソフト付き多頭式自動刺繍機導入による短納期化と生産性向上

株式会社藤岡エンジニアリング

最新式ＮＣ形彫放電加工機の導入による生産性及び生産能力向上

青木被服株式会社

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

有限会社協電田中工業

生産性向上と作業環境改善に向けた多関節ロボット導入によるブローチ加工の自動化

株式会社第一ドライ

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

有限会社藤野建具

フラッシュ建具製作の高速化により、民家型介護施設・高齢者向けリフォームの対応力強化

株式会社赤沢鉄工所

ワークサイズφ９５０以下の大型特殊品加工の受注に向けたＣＮＣ普通旋盤導入

共立コーテック株式会社

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

株式会社第二開発技工

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

株式会社冨士麵ず工房

岡山県産小麦使用の手揉み風『低加水パスタフレスカ』の製造プロセス改善による競争力強化事業

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

株式会社双葉店飾社

株式会社アカセ木工

新型研磨機の導入による中価格帯シェア№１ブランドへの挑戦

株式会社旭光

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

有限会社大佛

有限会社赤羽根木工所

複合ボーリングマシンによる労働生産性向上と新市場開拓

株式会社起立製作所

飼主が自由に組合せ調整可能な、鹿ジビエ肉を使ったペレット型ドッグフードの製造販売

太耀産業株式会社

自由設計住宅向け通気用土台水切役物の特殊品生産能力の向上計画

株式会社ブックス

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
「ポストプレス工程」のロボット化によるサービス高付加価値化・業務効率化事業

ＩｏＴを活用した溶湯管理及び生砂管理による工程内品質改善

株式会社久代屋ランドリー

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

鷹取醬油株式会社

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

船橋歯科医院

３次元ＣＴ診断装置を用いた患者本位の先進的歯科総合治療

倉敷ボーリング機工株式会社

大型ロール用現地一貫補修の実現による新規保全技術の提供

株式会社タグチ工業

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

株式会社ブラウデザイン

高品質・複雑形状金型の製作体制の構築による、ものづくり高度化

株式会社アクア美保

マンホール展開カメラ（クレバースキャンシステム）導入による調査・診断分野のシェア拡大

株式会社グランド

ＩＣＴ建機の活用による土木工事の効率化事業

有限会社武田鐵工

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

有限会社フルール

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

アサゴエ工業株式会社

革新的自動識別仕分システム構築による生産性向上及び過酷作業環境の改善

株式会社クリーントピアぴいぷる北

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

株式会社竹田鉄工所

新型反転機導入による大型船舶エンジン加工時の生産効率と安全性向上

株式会社フロンティア

半ＮＣ加工機導入による金型高精度化、加工効率ＵＰ及び人材育成

クレオ歯科医院

３次元診断装置導入による顎関節症診断の高精度化と矯正治療による患者のＱＯＬ向上

竹久工業株式会社

テーブルスポット溶接機導入による大型サーバーラックの生産プロセス革新

株式会社ヘルヴェチア

試作開発を通した電力線通信装置の長距離、多デバイス、低減衰率への挑戦

株式会社クレスコ

新設備導入による生産性向上を図り、半導体事業の伸長・鉄道関連事業の新展開

有限会社タック精工

インバータ付き円筒研磨機の導入による、ステライト合金の研削加工事業

有限会社ホープ愛媛

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

株式会社あさひ印刷
アサヒ防災工事株式会社

高性能ＣＴＰの刷新による生産性向上、製品多様化による増収・増益を目指す
「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」

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

旭包装株式会社

複雑形状の「封筒一体型メーラーＤＭ」加工技術の高度化並びに低コスト・短納期化による競争力強化事業

グローイングアプラス株式会社

クラウドを活用した「土木施工状況共有サービス」による顧客満足向上と受注アップ

有限会社田中製作所

多品種少量部品の生産性と差別化を飛躍的に向上させる曲げ工程の改善

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

株式会社アサヒメンテナンス

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

クロキ株式会社

世界初の超ヘビーオンス・プレミアムデニム生地の開発と量産化

株式会社中国調和

生産性の向上を実現する成形工程の創出及び排気フードの内製化

ボデーショップ林株式会社

ＡＳＶ（先進安全装置装着車）のワンストップエーミングセンター開設計画

株式会社アドバン

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

有限会社黒原建具店

匠の技を活かした高機能デザイン建具の増産により世界へ進出

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大型プレハブ鉄筋の新分野への提供

株式会社ボブソンピーチフォート

３次元バーチャルフィッティングによる短納期高付加価値商品開発の実現

株式会社アトム

最新設備導入による設備稼働時間の向上による生産性向上と作業環境改善推進事業

株式会社薫製倶楽部

特定原材料７品目不使用ソーセージの品質と生産性向上による宿泊市場への参入

有限会社ティーエステック

熊本地震に耐えた耐震工法を、新特許を駆使して、さらにＣＱＤ改善

株式会社まさなみ鉄工

全国のゴミ焼却場に貢献する！高品質「回転刃加工」の効果・効率的展開事業

５軸制御ＣＮＣマシニングセンター導入による生産性向上、３次元ＣＡＤ対応とデザイン開発の自由度の向上を活かす取組み

マックエンジニアリング株式会社

世界初薬品等向け小型ＣＳＴＲ（連続撹拌槽型反応器）の試作開発

有限会社Ｋ．Ｍ．Ｔ．

バイク整備業から特注部品製造業への転身

株式会社テオリ

有限会社石井鉄工所

超硬ヘールバイトによる金型付加価値向上事業

株式会社光栄技研

レーザースキャニング機能付き３Ｄ測量機導入による新分野進出

テック・ナカハラ

ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上と技術の高度化で、事業承継に向けた経営基盤の強化

株式会社マリンフロート

業界初、発泡スチロール製の精巧かつ大型のモックアップ（実物大見本）の事業化

株式会社石原製作所

旋盤加工の匠として他社が受けられない中型重量物・単品・難加工の専門店化を図る

有限会社岡南プラスチツク工業所

『フレア配管工法』への取り組みによる当社競争力強化事業

東進工業株式会社

アルミ材高速切削加工技術の高精度化・高能率化による次世代市場分野の部品開発及び販路拡大の実現

マルクラ食品有限会社

ブドウ糖を主成分としたライスシロップの製品化

超精密ウォータージェットカッター導入による半導体分野への進出

岡南プレス工業株式会社

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

有限会社徳河製作所

手摺製造での生産性向上に向けた大型自動ケガキシステムの導入

株式会社まるみや

新鮮・風味豊かで安全安心なカット野菜の増産に向けた洗浄・検査工程の高度化

光陽産業株式会社

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

有限会社徳永商店

高精度の「曲げ」の生産力向上・工法提案により、介護・産業ロボット部品事業を拡大

丸本酒造株式会社

清酒の澱引き工程の期間短縮５分の１と変質臭削減のための生産プロセス革新

株式会社晃立

素材を選ばない永久プリーツ加工と生産性を飛躍的に向上させる生産プロセス革新

利守酒造株式会社

酒造りの工程見直しによる、高品質保持及び国際競争力強化

満榮工業株式会社

活性炭の分析技術向上により競争力強化と新用途開発を実現する

株式会社三浦製作所

小型成形品の生産性向上と自動化事業
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

有限会社アリモトスポーツ

株式会社石原パッキング工業
株式会社イタミアート
井上石材有限会社

（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

「ＥＣＯ Ｆｒａｍｅｌｅｓｓ」を用いた効果的な新しい宣伝媒体の提案
電動式ＢＴＢ向けチョコレート・ストーンメランジャー開発・製造販売

株式会社互興製作所

試作機製作の精度向上・短納期化による新エネルギー素材の開発力強化への貢献

株式会社ドレミコレクション

井原精機株式会社

ロボットシステム導入による農業機械エンジン部品の競争力強化事業

有限会社ココロ

デザイン性の高いデニム商材の輸出向け企画製造

株式会社トングウ

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

三石耐火煉瓦株式会社

株式会社植田板金店

建築板金の技術を生かしたデザイン性の高い多目的スモールハウスの全国展開

有限会社後藤ドライクリーニング

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

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

株式会社三石ハイセラム

上田ブレーキ株式会社

ディスクライニング市場への参入に向けた品質の安定

コトブキ精密株式会社

パワー半導体の「位置決め冶具」の生産による経営力向上

中川電機株式会社

大型モーターに対応する大容量の電圧調整器を導入し、電力会社の検査・修理業務の受注拡大を図る

株式会社光岡製作所

猪原織物有限会社

「備中小倉」のノウハウを活かした厚物デニムの新生産方式の確立

「ＮＥＯクラシック」バイク共同開発およびそのための３Ｄプリンター金型製造

大型の不定形耐火物『プレキャスト製品』への取り組み強化による当社競争力強化事業
『フルモールド鋳造法』への新規事業展開による当社競争力強化事業

有限会社小見山木工

人工大理石の加工業務の効率化と販売力強化

有限会社中島鈑金塗装

岡山初、ワンストップＡＳＶ修理工場のための設備導入事業

ミック工業株式会社

有限会社内田縫製

アパレルＣＡＤの導入による小ロット受注獲得及びＯＥＭからＯＤＭへの転換

有限会社近藤組

需要増を乗り切るため鉄骨製作の一次加工ラインを内製化する事業

仲精機株式会社

銅電極の生産による経営力向上

株式会社光畑製作所

複雑形状部品の切削加工における加工技術の確立

株式会社エイワ・ライジング

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

有限会社近藤鉄工所

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

株式会社永田製作所

ネットワーク対応型ブレーキ導入で安全性向上と多品種少量生産の実現

みのる産業株式会社

シイタケパック製造の作業標準化と効率化を可能とする自動パックラインの構築

株式会社エース

ロボット化により生産性向上、人材育成、働き方の改善を実現

株式会社サイ

生産性向上のための製造プロセスの改善

株式会社中原製作所

独自に開発した特殊な鉄素材「ハイテン鋼」を用いた革新的薄肉ローラーの試作品開発と事業化

株式会社みのる製作所

有限会社エール

高所作業を安全かつ効率よく行えるエアーマット足場の開発

株式会社斎藤撚糸

特許出願した「草刈り用コード」の具現化による経営力向上

株式会社中村解体

廃タイヤの燃料化技術の確立

有限会社美作農園

株式会社ＮＳ技研

中小企業向けインダストリー４．０に向けた工具管理システムの導入による生産方式の革新

有限会社斎藤鈑金工業所

有限会社中村製作所

医療用ステンレス加工品の曲げ加工能力向上による競争力強化と売上拡大

株式会社三宅製菓本店

最新設備『焼成管理機能付き全自動焼成機』導入による『新食感 金平饅頭』の開発

株式会社ＮＳＤ

キズをつけない金属曲げ技術と高精度溶接技術で医療家具領域へ進出

有限会社榊原石油店

長安鉄工株式会社

鉄工所業界初の女性技術者の起用促進に向けてＩｏＴによる生産効率の向上を目指す

株式会社三宅製作所

三次元測定機導入により、建設機械に使われる大型部品への本格進出

江与味製材株式会社

平面ルーバーの品質向上と美作桧異形状ルーバーの商品開発による海外展開

坂手修三デザイン事務所

有限会社中山鉄工所

ロボット溶接とレーザー溶接を用いた自動車向け鍛造用バリ抜き金型製作の生産性向上

三宅製簾株式会社

株式会社オーエスケー

プラスチック日用品の高品質大量生産に資するフィルム自動インサート射出成形システムの導入

桜田工業株式会社

次世代自動車用モーターの需要拡大に対応するための生産効率化

株式会社並松商会

大型タイヤ等の処理量増加に伴う設備増強による生産性向上事業

有限会社ミルクパーラー

株式会社ウヱルストンクラシキ

「体圧分散性機能のある特殊形状マットレス」の開発による新分野への販路拡大

「パッケージ型空調用ユニット」の増産による経営力向上
洗車工程のスマート化によるセルフステーションの機能強化事業
「新立体造形手法を用いた軽量・安価な立体看板」による新たな販売チャネルの開拓

高速溶接技術を用いた特殊空調設備（大型電算機・高速鉄道車両）の製品化

新たな「機械加工と高精度溶接の一貫体制」の本格事業化に向けた効率化と受注拡大事業
「湯郷温泉」の魅力アップにつながる地域素材を活用した菓子の企画製造販売

冷却装置の導入で高付加価値の簾を開発し廉価製品との競争力強化を図る
『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』

オーエム機器株式会社

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

株式会社佐田建美

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

なるみ機工株式会社

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

ムサシ食品工業株式会社

漬物製造に係る冷蔵施設用冷凍機導入で生産性向上

オーエム産業株式会社

パワーエレクトロニクス用絶縁回路基板のコスト低減を実現する高速銅めっきの開発

サトミ紙工株式会社

小ロットサンプル用箱の短納期化による経営力向上

南海技研工業株式会社

溶接ロボットシステムによる長辺加工の自動化・省人化の実現

室町酒造株式会社

小瓶専用ラインの構築による営業力強化と省力化を目指す事業

有限会社大久保鉄工所

新型マシニングセンタ導入により定期修理事業を確立させる

三栄機工

一貫した製造体制による事業用小規模建築鉄骨の増改築商品の提供

有限会社南野製作所

動力噴霧器の新型高圧ポンプ用プランジャ加工を自動化し公差 0.01 ㎜の精度で量産体制を確立する

株式会社モスト

新設備導入による生産性向上と工場ネットワーク化、短納期生産体制の確立。

オーティス株式会社

クリアランスゼロを実現する高耐久精密金型加工技術の開発

株式会社サンエイコーキ

低周波振動切削付自動旋盤機導入による生産性の向上

仁木鉄工株式会社

最新鋭鉄骨溶接ロボット導入による安定供給と作業環境整備による溶接工の確保

株式会社本山合金製作所

選択式触媒還元装置（ＳＣＲ装置）用ノズルの設計・生産性向上

有限会社大原工業

自動溶接機導入により、病院、医薬品製造工場のサニタリー配管工事部門を伸展させる

三栄鉄工株式会社

大型筐体（きょうたい）製造業者の地位向上に向けた高速・高精度ベンディングマシンの導入

有限会社西橋工業

市場の伸張が著しい首都圏エリアへ防音ハウス事業の新進出・拡大事業

株式会社森川テック

大型の横型マシニングセンタ導入による得意分野のさらなる発展

有限会社大森工作所

３次元形状切削加工品の削り出し技術確立による受注拡大

サンク・ラスタ株式会社

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

株式会社ニシモト

長尺鋼材の切削技術獲得による、自動化ライン向け機構部品の生産・提供

株式会社守屋鉄工所

高性能マシニングセンターの導入で生産性を向上し、既存事業の受注拡大および新既顧客開拓を実現

岡畳製造所

縫着による薄畳製造と椅子表皮材を使用した新感覚薄畳の開発

三光正宗株式会社

醸造タンク品温制御システム導入による高品質酒の製造技術の確立

日光計装株式会社

円錐・円柱曲げ加工技術を導入し、食品機械分野への新進出

株式会社弥次右エ門

工場ワーカー向け Dr. ソール製作の開発による働き方改革の推進

株式会社オカドハザック

搬送機量産体制を整備し、畜産業向け飼料配合プラント一括対応へ

有限会社三昇

工場を新設し生産性の高い製造現場に変革し、自社ブランド商品を製造販売する。

ニッセンファクトリー株式会社

無製版プリントシステム導入によるオリジナルプリント入りデニムの開発

有限会社安田精米

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

株式会社岡山大建

新型パネルソー導入による寸法精度向上と短納期実現

三星金属株式会社

ブレーキプレス機導入による新事業展開と経営力向上

有限会社ニットー工業

高規格ＳＮ材を使用し、摩擦面の高精度処理を施した最強補鋼材の量産

山尾産業有限会社

ＩＣＴ化による測量サービスの高度化事業

有限会社岡山ネジ製作所

産業用ロボットや風力発電設備に使用するクランクシャフトの斬新な加工方法の確立

サンテック株式会社

設備増強と作業改善によるデコフォームの生産体制整備事業

日本綿布株式会社

「自動計量・包装システム」導入による生産性８０％向上と欧米商圏の拡大

山県化学株式会社

新型ＮＣルーター導入により、新開発製品の生産体制を構築する

有限会社岡山メタル鋼業

大径メタルソー再研磨市場への参入を目指しＣＮＣ全自動丸鋸研削盤導入

株式会社Ｓｕｎドライ

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

株式会社ネクサス

ニット素材に対応した設備導入と新市場開拓

山政木材有限会社

多軸モルダを導入し、自社ブランドのはめ板材を内製化し付加価値を向上させる

小田象製粉株式会社

微粉砕プレミックス粉による関西・九州地区の販路拡大

山陽エクト株式会社

電動機等向けメンテナンス用高性能・高温加熱炉設備で生産性向上

ネッツ・ソリューション株式会社

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ｙｕｉｍｏ

余りもの野菜流通アプリで地産地消を促進する事業

株式会社落酒造場

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

株式会社山陽金属工業所

素材流通から加工流通への転換を目指した曲げ加工機の導入

有限会社Ｎｅｔｔ

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

株式会社優食

オーブン、チラー導入で介護施設の人材不足を助ける配食サービス

株式会社小野開発

排水性道路等の路盤材に用いる粒径別石砂の製造事業

山陽精機株式会社

金型設計における「コア設計」と「附帯設計」の並列作業システムの確立

のぼり屋工房株式会社

布製大型広告幕の企画・製造・販売

友伸工業有限会社

大型鉄骨・特殊鉄骨加工体制の確立

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

山陽精機株式会社

マシニングセンタ切削加工における、ロボットを活用した高効率量産体制の構築

有限会社白東

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

勇和水産

急速冷凍と静電波発生装置による牡蠣の製造及び高付加価値販売

尾前工業株式会社

新型クレーン導入によるバイオマスボイラー製作事業への参入

山陽鉄工株式会社

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

有限会社バサラ

ＡＩと最先端出力機導入による自動フォトブック制作サービスの事業化

ユニカス工業株式会社

生産管理システム導入により情報の一元管理をし、超短納期化実現

有限会社景山精密

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

サンヨー・マシンパーツ株式会社

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

林電化工業株式会社

最新の複合加工機の導入とＩｏＴを活用した生産効率の向上による労働生産性向上と長時間労働の改善

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

協業組合笠岡車検センター

設備増強による整備作業の効率化及び整備技術高度化事業

三和精密株式会社

医薬等向けステンレス難削配管用部品の高精度設備導入で生産性向上

ハヤセ株式会社

高性能スリッター機導入による経営力向上

横田紙器株式会社

日本初、Ｖカット・エンボス仕様貼り箱量産ラインの構築

ウオ－タ－ジェットを使用した劣化処理の実現と経営力向上

ハラダスチール株式会社

自動車部品用スペーサー部品製造工程における高速回転歯を用いた金属切断の実用化

吉河織物株式会社

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

株式会社カザケン

ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進に対応したＩＣＴ建機活用のプロセス改革

株式会社ＪＴＥ

有限会社片岡製作所

バリ取り加工機を駆使し、高精度部品を最短時間で提供する生産プロセスの刷新

株式会社新生工業

有限会社角井杭木店

「二連立型丸棒削機」導入による、増加する間伐材活用と治山事業対策用杭の需要対応力強化

株式会社ＨＡＮＧ ＬＯＯＳＥ

染料や撥水・柔軟剤等の薬剤を効率的に塗布させ、衣類に風合いと機能性を持たせる「ナノバブル加工機」の導入

株式会社吉田金属工業

新型ＣＮＣ自動旋盤の導入による小径・長尺金型の量産化と試作品の内製化

新保電機工業株式会社

自動収納庫導入による、工場内の省スペース化を実現し生産性の向上を図る

バンビ株式会社

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

有限会社頼鉄工所

高精密カラーの量産体制構築による、精密減速機部品市場への参入
独自の河川カルテ作成システムによる河川点検業務の積極的受注

『自動車用大型ブラケット部品金型』製造への取り組み強化による競争力強化事業

有限会社カナミツ工務店

最新モデルのバッチャープラントを導入し、残存者利益獲得を狙う

神免紙器株式会社

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

Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー株式会社

布製大型広告幕の企画・製造・販売

株式会社ラグロフ設計工房

金田コーポレーション株式会社

船舶輸送が必要な『超大型設備』の効率生産と輸送システムの構築

株式会社スーパードライチェーン

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

株式会社ビサン

溶接・組立技術高度化によるリサイクルコンベアのステンレス化への貢献

有限会社陸正開発

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

甲矢工業株式会社

新設備導入により開先加工の生産性を向上させ、持続可能な経営体制を構築する

株式会社すえ木工

美作材を使用した家具・建具用パネルの開発による経営力向上

備前高周波工業株式会社

新型焼入れ機を導入し生産性の向上を図ることで、主要取引先の要望に応える

有限会社若林鋳造金型製作所

３次元測定器、立型マシニングセンタ導入による生産性、競争力向上

嘉美心酒造株式会社

ろ過、凍結殺菌の高精度化による吟醸生酒の安定供給と、大吟醸生酒の新展開

成栄工業株式会社

新設備導入による工業用クリーンルーム部品の生産体制の拡充

有限会社備前精機

半導体製造装置向け微細加工部品の鋼種別生産性・効率化事業

株式会社脇木工

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

カモ井食品工業株式会社

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

有限会社セイコーモールド

ワイヤーカット加工技術の高度化と効率改善による二次電池分野進出

備前発条株式会社

協働ロボットの多工程でのフレキシブルな活用による生産性向上

有限会社和田組

土木工事業者が米農家の「儲かる農業」を支援する新サービス開発導入

株式会社カヨーメカニカル

自社開発した革新的冶具交換システムを搭載するマシニングセンタの導入

正織興業株式会社

世界初、染色端材を活用した新素材の製造設備導入で新規事業化を図る

平賀運送株式会社

河井林産株式会社

生産量日本一を誇る岡山県産ヒノキ等製材品加工力増強による、拡大する海外需要への対応

株式会社精電社

最新鋭設備導入による大型建機部品等の競争力強化事業

ヒルタ工業株式会社

26

「石膏ボード加工と運送事業の一体型サービス」の実現
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

27

実施企業一覧

株式会社アキオカ
アクアデンタルクリニック

資料編

株式会社アァル技研
アールビーシーコンサルタント株式会社

平成30年度
補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名
新ブランドの競争力強化に向けた、発酵・貯蔵状態の最適化事業

補助事業者名

事業計画名

３Ｄスキャナの導入によるＩＴ化の促進と生産性の向上

有限会社協電田中工業

新型設備導入により設備の多台持ち実現と多品種少量要請に応える

渕本重工業株式会社

３次元計測機導入と加工設定改善による多品種・多変量農業機械部品の生産性向上

株式会社アーリーモーニング

日本初となるＣＴＣ製法による完全一貫生産体制の確立

株式会社協同

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

恒次工業株式会社

閉鎖型苗生産施設を活用した複合環境制御栽培によるミニトマトの安定供給

株式会社プラノーツ

土木工事施工管理における情報化施工の推進事業

株式会社アイ・エス

県北のステンレス加工技術の向上！！最少人数稼働への地域牽引企業としての挑戦！！

共和機械株式会社

製作工程統合による生産性向上及び高精度・高品質部品製作の為の複合機導入

有限会社津村工業所

高精度切断による粉砕ラインの円滑な一括受注

フリークロス株式会社

需要拡大に対応したニット専用ラインの構築

株式会社英田エンジニアリング

新工場建設による熱処理工程の強化・改善により熱処理の生産能力を１．５倍に増強する。

株式会社共和鑄造所

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。

有限会社ティーエステック

ＨＡＣＣＰ対応の食品製造機器を実現するための、溶接方法の改善

株式会社ブレス

リードタイムの短縮による高品質国産パレットカバー加工枚数の倍増計画

青木被服株式会社

地域資源である井原デニムの生地を活かした自社ブランドの生産体制強化

キングラン中四国株式会社

幼保育園・学校・ホテル等向けのカーテン管理システムの構築・展開

ＴＣＢ株式会社

一着裁断・一着縫製の能力アップによる規格外サイズと即日お届け対応

株式会社プロスパー

特許製品の具現化に伴う生産性向上

有限会社赤瀬鉄工所

ボトルネックである検査工程の生産性向上で生産量と品質向上を実現

有限会社窪津製袋

製袋事業の高速化及び高品質化事業

ティーツーケー株式会社

物流業界の “ 働き方改革 ” 時代における小梱包ニーズに対応した「袋包装サービス」強化事業

ＢＥＳＳＯ ＣＯＦＦＥＥ ＢＥＡＮＳ

最新鋭設備の導入による生産性向上と売上拡大への取り組み

株式会社アキオカ

最新サーボシリンダ導入による生産性向上で更なる競争優位性構築

熊屋酒造有限会社

もろみ搾機導入による「岡山県産酒造好適米を使用した日本酒」の輸出強化

株式会社ティムス

ラインカメラと多関節ロボットによる自動車ドアハンドル外観検査装置の開発及び導入

株式会社ベテイスミス

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

株式会社アサオ

設備更新に伴う更なる生産性向上と魅力ある労働環境の強化

株式会社倉敷自動車教習所

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

テクノスパイラル株式会社

高圧精密絶縁劣化診断機器を増強し電力会社の大型モータに対応できる体制を構築する

有限会社巻尾鉄工所

新規設備と既存技術のシナジーでキー溝加工技術に専心し、伝承する

有限会社朝日発条製作所

最新鋭のコイリングマシン導入による当社バネ製品の高精度化・生産性向上事業

倉敷レーザー株式会社

全自動仕上機の特性を用いた超薄板厚アルミ溶接製品の市場拡大

テスラム株式会社

プラマグの材料ロス削減と品質向上を目的とした積極的な設備改革

株式会社ＭＡＣＲＯ ＡＳＳＥＴ

錦鯉展示場によるインバウンド集客、ブランディング、高い収益性の実現

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！

株式会社マコト

標定点不要ＵＡＶ航空写真測量による大規模民間造成測量の低価格化の実現

特殊形状封筒一体型メーラーＤＭの世界初機械量産化・加工技術の高度化・短納期化による競争力強化事業

株式会社クラフトＫ

ビット・破砕刃の高性能大型化に対応するマシニングセンタの導入

株式会社粟倉三美

パネルソー導入による防音パネルの高品質かつ超短納期化の実現

株式会社Ｇｒｉｄ

プロジェクター投影による柄合せ裁断システムの導入による競争力強化

株式会社天馬製作所

新素材加工による重電分野への進出

株式会社松井被服

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

有限会社池上製作所

先端設備のＣＮＣ旋盤導入で生産性を向上し、新規受注案件等の生産量拡大

有限会社桑原鉄工所

海外との競争に打ち勝つ高精度な自動車部品用金型等の生産性向上計画

株式会社峠農林

見た目のきれいな原色薪の製造販売

有限会社松下鉄工所

１台１人で２台２人分をこなす革新的生産方法の導入と販路拡大

池田建設

設備導入による伝統工法における生産性向上および収益力強化事業

株式会社 ケイアイリンク

ＶＲサイクリングプログラム導入によるフィットネス事業の経営革新

東伸金属工業株式会社

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

株式会社マリンフロート

革新的生産方法による新価格帯の造形物製造サービスの事業化と販路拡大

池田精工株式会社

最先端設備５軸マシニングセンタの導入で難削材加工の生産性を向上し競争力強化を図る

有限会社ケイ・テクノ

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

東進工業株式会社

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

有限会社マルソーオートプラザ

デリバリー車検とユーチューブ見積で顧客の利便性と納得性を向上

株式会社石井工業

環境に配慮した解体業のあり方

宏周総業株式会社

成形品製造における自動化促進による生産性向上事業

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

有限会社丸天商店

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

有限会社石井鉄工所

金型加工工程の見直しによる生産性向上事業

有限会社巧伸製作所

ＣＡＤ／ＣＡＭと三次元測定器導入によるセラミックス加工プロセスの改善

東洋重機工業株式会社

塗装ロボットの導入による建機アタッチメントの生産性向上計画

マルトク株式会社

プライベートブランドで大手学生服メーカーに挑む

有限会社石原鉄工所

レーザー溶接技術の構築による「金型メンテナンス事業」

株式会社岡南計測

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

有限会社時信レッカーセンター

地上高を油圧で上下し、大型車積載時に高さ制限道路の走行を可能にする新機構導入

株式会社丸菱

素材の風味を損なわない製粉加工技術確立による高品質化と粉末茶分野の需要獲得

株式会社イタミアート

カッティング機導入による宣伝商材の生産性向上と顧客満足向上の実現

株式会社晃立

逆転の発想で、学生服に今までにない機能性を強固に施す生産プロセスの革新

有限会社徳永商店

難加工材の溶接加工の高精度化・短納期化により、介護機器部品事業を拡大

有限会社まるみ麴本店

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

株式会社一冨士本店

食肉の保存期間を飛躍的に伸ばす真空パックの新規投入と市場浸透

株式会社コゼニ

ライフライン老朽化に打ち勝つ！管内検査用ＴＶシステム導入による管更生工事調査の精密化・効率化

利守酒造株式会社

海外市場ニーズに合わせた独自性による販路開拓及び拡大

株式会社水島測量設計コンサルタント

３Ｄ測量技術を用いた原料計量サービスの確立

有限会社猪井木型製作所

複雑形状木型製作におけるＮＣルータマシン導入による生産性向上計画

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

有限会社鳥越動物病院

効率的な診断スキームの確立と動物診療技術の高度化事業

株式会社三石ハイセラム

ノズル煉瓦自動成形への取り組みによる競争力強化事業

猪原織物有限会社

細デニール糸を使った新たな縫製技術導入による海外ブランド向け機能性衣料用生地の開発

小林鉄工所

最新設備導入による生産性向上・取引拡大と事業継承

内海工業株式会社

マシニングセンタ導入によるプレス金型の内製率向上と販路拡大の取組

三乗工業株式会社

新規受注に向け、新素材を使用した生産及び生産性向上

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

有限会社コマツ精機

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

ナイスワーク株式会社

最新型ＮＣ旋盤導入による精密加工と生産性向上への取り組み

有限会社美作メンテナンス

農業用施設分野へ進出するために生産プロセスを改善し生産性を向上する

井原精機株式会社

人材不足の製造業を支援する「ロボット導入ワンストップサービス」の開発

有限会社小見山木工

新たな加工方法の確立で生産性を向上させる

長尾鉄工株式会社

先端産業への事業展開と生産性向上の為の新型立旋盤の導入

株式会社三宅製菓本店

女性顧客を獲得する洋菓子技術を活かした創作和菓子の試作品開発

株式会社印刷工房フジワラ

専門書・紀要・法令書を対象とした中ロットまでのオンデマンド印刷体制の構築

株式会社金剛測機

老舗精密機器販売業者の「活きる」３Ｄ計測技術の提供

有限会社ナカシマ建創

新商品開発に伴う当社製造プロセスの改善を通じた競争力強化事業

都ユニリース株式会社

東京を拠点とした、大型別注案件の拡大事業

有限会社ウイルパワー

海外リユースバン詰システムと輸出情報の一体的提供による情報ハブ機能の構築

株式会社サイ

川上川下連携により実現できた生産性向上事業

株式会社中原製作所

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

ムカイ鐵工株式会社

横形フライス盤導入による生産性向上で高機能フィルム製造部品の内製化

ウィンゴーテクノロジー株式会社

電気自動車用電池部品「バスバー」増産に向けた新たな生産プロセスの構築

株式会社サイセリア

超短納期受注を可能にするＩｏＴの活用と工程の合理化による生産性の向上

中原鉄工株式会社

カメラ付き測定顕微鏡の導入による金型の簡易で正確な測定技術の確立

株式会社明晃

削り出し加工による製品と同等の精度の製品を溶接加工で実現

株式会社ウエキ

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

株式会社齋藤撚糸

特許の具現化に伴う「抄紙用フェルト撚糸」の生産性向上

株式会社並松商会

切断工程の効率化による特殊タイヤ受入体制強化事業

株式会社モスト

シャーリング品質向上による内製化と大型パネル等の受注拡大

有限会社上田鉄工所

３軸ＭＣと独自冶具で生産性を向上し、ノウハウ共有化を進める

佐伯蒟蒻有限会社

岡山県産こんにゃく芋を使った「生芋こんにゃく」の製造プロセス改善事業

有限会社南野製作所

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

有限会社もとや

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

屋内外形状可視化解析システム導入による生産性とサービスの向上

株式会社モリヤス

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
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

株式会社ウヱルストンクラシキ

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

株式会社坂本

ＨＡＣＣＰ認定レベルの精米検査工程の生産性向上

株式会社なんば技研

株式会社ウッディヨネダ

研磨・塗装能力拡大によるリフォーム作業軽減

株式会社定光鈑金

国際認証に対応した高度・高品質鈑金塗装システムの確立

株式会社新見ソーラーカンパニー

ソーラーパネル熱分解装置を導入したリサイクルサービス

株式会社守屋鉄工所

エクセルパック・カバヤ株式会社

包材印刷・製函・各検査工程の半無人化による印刷能力の大幅向上

株式会社サンキョウ－エンビックス

営業統合システムによる環境コンサルティング力の強化

有限会社ニイヨンイチ

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

株式会社安田工業所

開先加工工程技術の標準化を通じた技術継承と短納期化への対応

株式会社ＮＳ技研

工具と設備の連携による生産方式の革新

株式会社サンナン

新型ファイバーレーザー溶接機で大型化する食品機械市場をつかむ

仁木鉄工株式会社

３次元加工機導入による生産性の向上と次世代を見据えた海外工場連携による技術者の確保

株式会社ヤマシタ

内装部材の量産体制構築を通した集成材の製造量Ｎｏ .1 への挑戦

株式会社ＮＳＤ

工数の多い「折り曲げ」工程の強化とネットワーク化で生産性向上

株式会社サンプラス

大型プラスチック成形におけるボトルネック工程強化と競争優位性の確立

有限会社西岡工作所

曲げ加工の技術を生かした新規受注獲得のためのＣＮＣパイプベンダーの導入

山下木材株式会社

平角材（美作杉）のインライン型含水強度性能検査システムの導入

ＭＳファーム株式会社

ＩＴ制御を活用した飼養環境改善によるチョウザメ稚魚の生残率向上

山陽ガス株式会社

新サービス「災害に強いまち応援隊」の開発とガス容器印字の効率化

有限会社西口ベンダー工業

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

株式会社山本金属製作所

ハニカム構造採用による加工現象可視化ツールの高剛性かつ軽量化

株式会社オーエスエー

ＳＬＡＭ技術とＧＮＳＳとのハイブリッド測量による新サービス

サンヨー・マシンパーツ株式会社

研削工程の高精度化により “ 金型部品 ” へ新進出・取引先一社依存からの脱却

有限会社西山歯車製作所

角度付きクラッチ歯車の技術の構築による建設機械分野等への進出

ユアサ工機株式会社

２次元バーコードによるランク刻印データ管理の実現

オーエム機器株式会社

最新ロボット導入による溶接の生産性・品質の向上と溶接加工技術革新

三冷テクノ株式会社

最新型プレスブレーキ導入による曲げ加工精度の向上および競争力強化の実現

日本綿布株式会社

超短納期化を実現する起毛機の開発と「優しい肌触り」となるデニム製品の開発

洋菓子工房ベルジェ

洋菓子技術で作るイチゴ大福 “ おかやまロンドフレーズ ” の開発と販路拡大

大川被服株式会社

介護ユニフォーム市場への新規参入と「裁断加工部門」の立ち上げ

三和精密株式会社

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

株式会社ネクサス

企業間連携で不良率削減とコスト削減を目指す

株式会社ようび

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

大久保体器株式会社

新工法による公園遊具製造の生産性向上と安全性確保

ジーテク株式会社

カスタマイズされたＮＣ旋盤の導入による受注拡大

ネクストイノベーション株式会社

営農型太陽光発電設備を用いた原木椎茸栽培

有限会社吉川テクノ

４００径ＮＣプログラム切断機の導入で革新的一貫生産体制の確立による競争力強化

オーティス株式会社

自社ソフト O-System（仮称）開発による、更なる独自化と事業展開

株式会社シマダオール

鋼材ストックの省スペース化を通した在庫拡充による商品提供の更なる迅速化と安定供給

ノーテープ工業株式会社

人体及び環境に優しい新しい水性系接着剤の開発計画

有限会社頼鉄工所

旋盤・マシニング加工と一体実施可能なステンレス深穴加工技術の獲得

株式会社オカドハザック

ボトルネックになっている溶接工程にロボットを導入し生産性向上

有限会社清水興業

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

のぼり屋工房株式会社

営業管理・デザイン自動チェックシステムの構築による小ロット対応力の強化

株式会社ライス田中

全自動プレンドシステム導入で生産性を向上し、商圏を拡大する

オカネツ工業株式会社

特殊熱処理設備導入と熱処理新技術の構築で社内技術の向上と売上拡大

株式会社シンキテック

プラズマ切断技術の高度化による、構造補強用プレートの生産性向上

八十八家本店有限会社

包あん技術の向上による地域と連携した「ご当地中華まん」の開発

株式会社ラグロフ設計工房

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

株式会社岡本テキスタイル

３Ｄデザインシュミレーターシステムの導入と生産効率の向上

有限会社 鈴木建具店

子供・高齢者に優しい「フラッシュ戸」の増産による共用施設の受注拡大

パティスリーラ・ビッシュ

カフェ事業への関連多角化と、既存商品増産・新商品開発による事業拡大

株式会社リサイクルエナジー

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

株式会社岡山機型製作所

農業機械向け木型製作における最新鋭ＮＣフライス盤導入による競争力強化計画

株式会社スターロイ

最新マシニングセンタ導入による掘削機用カッタービットの競争力強化

株式会社はなさかテック

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

株式会社リフォレスト

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

岡山検査有限会社

多品種中量生産における４軸ＭＣとロボット化導入による生産性向上

成栄工業株式会社

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

株式会社花島建設

県南初の高性能小型林業機械を導入、災害復旧・防災に係る樹木の伐採等の新事業に進出

流郷プラスチック工業株式会社

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

岡山手延素麺株式会社

手作業工程の機械化によるボトルネック改善と新商品の生産拡大

株式会社正文社印刷所

新式測量用ドローン導入による新サービス開発及び印刷事業の強化

株式会社華房工業

機械加工部門の新設による製缶板金の高品質一貫生産への取組

ル・フォワイエ有限会社

地域資源を活用した「シズルワード」新商品開発のための先端設備導入による収益拡大

株式会社岡山どうぶつ整形外科病院

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

セブンベッド株式会社

上質な睡眠への旺盛な需要に応える為の極厚マットレス縫製機の導入

株式会社ハル技術研究所

デフケース複合加工機の納期短縮・高精度化を通したグローバル展開の加速

株式会社ワークス

ＣＮＣ旋盤導入と企業間連携による、産業機械部品の生産性向上

有限会社岡山ネジ製作所

球面部の厳しい精度要求を満たし量産化するための新たな加工技術の確立

株式会社セブンラベル

超小型間欠式凸版印刷機導入による工程削減と高付加価値製品製造による受注増加

株式会社Ｐ・Ｓヒロハマ勝央工場

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

わかな合資会社

低糖質のＯＥＭゼリー・介護食ゼリーの開発及び受注生産体制の確立

希少性の高い原料の特性を生かした製法による量産化計画

有限会社和光技研

金型製造業者による金型及び金型検査治具の同時提供モデルの構築

有限会社岡山メタル鋼業

非鉄用チップソー再研磨の生産性５０％以上向上を目指した多用途チップソー研磨機導入

有限会社想庵

通信販売に適したサイズ、商品形体の構築と自社製造品の販売拡大化事業

東粟倉工房株式会社

株式会社岡山木材市場

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

株式会社タイコー

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

光ビヨーラ工業株式会社

船舶向け精密特殊ボルトの高精度加工技術確立及び生産体制強化計画

株式会社オクサリス

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

ダイショウ株式会社

自動補正、３Ｄ測定のロボットシステムを溶接と検査工程に導入

株式会社ビサン

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

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

大松工業株式会社

次世代のファイバーレーザー溶接技術を用いた生産性の劇的な向上と競争力強化計画

備前化成株式会社

食品機能成分デリバリーシステムに向けた新規製剤化プロセスの開発

オサカダツール株式会社

ピンチをチャンスに。技術継承、人材難へチャレンジ！

株式会社大成コンサルタント

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

備前発条株式会社

労働環境改善の妨げとなっている作業を専用設置型ロボットに置き換え

小田象製粉株式会社

高含水率微粉砕小麦粉の開発によるうどん用小麦粉市場への販路開拓

大地測量株式会社

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

有限会社桧尾畳店

緩衝性のある極薄畳製造販売及び車両用シート地を畳表皮材としたカラー畳開発

株式会社小野自動車

地域の自動車整備業を牽引する地域密着型小規模指定工場への転向

株式会社大都建設

河川関連工事等の工期短縮に向けた効率化事業

株式会社平井鉄工所

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

開発精機株式会社

最新ＣＮＣ旋盤の導入による加工技術の高度化と生産性向上への取組み

ダイヤ工業株式会社

整骨院・鍼灸院向け電子カルテを中心とした統合型経営改革サービス

ヒルゼンミルキー株式会社

最新デポジッター導入による「蒜山ショコラ」シリーズの競争力強化

撹拌工程の改善による、味・品質を落とさない商品量産化の実現

有限会社広谷商店

革新的新商品オーダー船底シートの本格事業化
ナノバブルを活用し環境に配慮した革命的生産プロセスの確立

有限会社貝原鉄工所

先端の複合加工機導入による生産性向上で成長事業拡大

高見味噌店

鶴山運送株式会社

最新の車体印刷機導入による新市場の創出

竹井食品株式会社

高回転・温度調整可能な自動運転真空ミキサー導入による高品質麺製造と生産性向上

株式会社ＷＨＯＶＡＬ

株式会社化繊ノズル製作所

血液濾過用中空ノズルの低コスト短納期化による国際競争力の強化

株式会社たけうち

ＩＣＴ建機導入による土木工事の生産性向上事業

株式会社フォーリーフ

メディセル及びその筋膜療法の科学的エビデンス獲得による国内外・新市場での販売拡大

川上鉄工所

近隣優良取引先との協力体制を活かした福祉器具試作部品供給体制の構築

有限会社竹中商店

米の販路拡大に伴う生産性向上

株式会社福田鉄工

Ｈグレードレベル対応の拡大サイズ建築鉄骨の高生産性システム

株式会社河太工業

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

株式会社タック

特殊研磨・集じん装置導入による革新的整備で受注拡大と更なる健康経営・地域雇用を実現

株式会社福浜木工所

米栂に混入するファー材を用いた新製品開発と切断・切削工程の改善

株式會社カンガイ

シュレッダーダスト中に微量残存するメタルの究極的な分離・回収及び販売

有限会社タック精工

角度割出し切削技術の獲得による、六角形状付シャフトの製作・供給

有限会社福原鉄工所

食品容器金型部品・船舶部品の大型化への技術対応による市場獲得

菊池酒造株式会社

清酒の輸出等拡大のための洗米・製麹の高度化による品質と生産性の向上化

中国ゴム工業株式会社

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

株式会社福山鉄工所

Ｘ線管部品の夜間無人加工の実現による医用機器事業への参入

吉備木工株式会社

組子細工を取り入れた建具と家具の事業化を目指したＮＣラジアルソー導入

株式会社中国調和

最新型の空調用ダクト自動切断システム導入による生産性向上

藤クリーン株式会社

「排出事業者責任」の厳格化に対応した当社廃棄物中間処理業務フローの効率化・高度化事業

共栄コンクリート工業株式会社

地域商圏の建設を下支えする特殊コンクリート提供体制の構築

有限会社チューメックス定金

光学・リチウム電池フィルム用スリッターの基幹部品であるロールの高精度「動バランス」の実現

二葉ゴム工業株式会社
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セルロースナノファイバーを活用した高強度水膨張ゴム製品の開発
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実施企業一覧

旭包装株式会社

株式会社哲多すずらん食品加工

資料編

株式会社アースクレア

株式会社辻本店

令和元年度
補助事業者名

事業計画名

補助事業者名

事業計画名

株式会社ヒカリ工商

海外製機械対応の油圧ホース及び国内３大メーカーの全対応によりホース交換の短納期化を図る。

現代住宅に適した和風空間を創造する極薄畳製造による新規需要獲得事業

有限会社美絹糸院

和服染織補正ノウハウを活用した、高難度染抜きのセル生産体制の確立

有限会社アクティブ

裁断能力向上によるバッグ及びマスク事業の確立と社会貢献

備中染工株式会社

整理加工の毛焼き工程改良による品質評価向上と後工程の機能性付与（制菌や抗菌）への寄与

いけがみ歯科クリニック

ＣＴ導入による歯科治療の高度化と患者の健康向上支援による差別化

株式会社蒜山興業

ＩＣＴ技術を活用した能動的雪害対策事業の強化

株式会社イマガワ

特許の具現化による木製室内扉の生産性向上

藤クリーン株式会社

サーマルリサイクル推進のための “ ＲＰＦ（Ｒｅｆｕｓｅ Ｐａｐｅｒ ＆ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｆｕｅｌ）” 製造技術開発

株式会社岩﨑電機製作所

ＣＮＣ旋盤導入による（耐衝撃先端工具）の増産及び技術技能伝承

株式会社ふじもく

複雑な家具部材切削の内製化により、一般住宅のオーダー家具受注を拡大

インフォポート合同会社

仲良くなれる人事評価制度「サンクスＵＰ！」システムオンライン版

ｐｌｕｓ ｓｕｍｉｋａ株式会社

木材加工の生産性向上による、建具内製化とオーダー家具事業の推進

株式会社ウィズレイ

多元的な分光解析を利用した粉薬の医療機関向け鑑別機器の開発

株式会社フルサイト

非金属での橋梁型枠生産工程の確立による販路拡大と新サービスの展開

内田工業株式会社

オイルフィルターの自動切断装置による解体分別効率化と再資源化

株式会社マエダマーキン

長尺対応ＣＮＣ旋盤導入によるガスタービン部品製造と生産性向上

株式会社ウッディワールドのざき

革新的工務店向けパネル工法サービスの事業化

有限会社松原鉄工所

汎用治具・データベースを作成及び設備投資によるリードタイム短縮と多業種展開

株式会社エース

最新医療機器メーカーからの精密歯車の要望対応およびＢＣＰにおける在庫の拡充

満榮工業株式会社

最新型充填機導入により少量多品種の生産体制強化と作業環境改善を図る

株式会社ＳＴＬ

多機能１軸ドリルマシン導入による、スプライスプレートの量産体制構築

有限会社ミズタニ

ＣＡＭ等導入で試作迅速化・多品種小ロット化による高付加価値化

有限会社大森石材店

新型研磨機を導入し事業承継と働き方改革を実施できる組織に変革する

みのる化成株式会社

最新型電動式射出成型機を導入し生産性向上と低コスト化を図る

有限会社岡鉄工所

鉄鋼製品の塗装工程内製化による一貫制作体制を実現し短納期化と受注拡大を図る

宮下酒造株式会社

フレッシュフルーツを活用した高鮮度・高品質なクラフトＲＴＤ

オカネツ工業株式会社

テーパギヤ加工設備導入による社内技術向上並びに他社との差別化による売上拡大

株式会社宮仲工業

多目的形鋼加工機導入によるプラントメンテナンスの短期化対応

株式会社岡山大建

リフォーム事業の展開とオリジナル集成材「ストライプウッド（仮）」の製造

ムサシ工業株式会社

大型高出力誘導加熱炉の導入による鍛造品の生産体制の強化

有限会社岡山ネジ製作所

内径バルブ摺動部の厳しい要求精度を満たすための新たな加工技術の確立

村井紙器株式会社

環境に優しい印刷機を導入、色鮮やかなダンボール製品で新製品開発！

有限会社おちあい羊羹

販売先ニーズに対応する高精度選別出荷体制の構築と新たなサービス提供

株式会社村松木工所

積層建具工程の効率化による生産性向上

有限会社小幡工業所

加工の精度及び素材対応能力を高め、部品加工受託他新たな市場分野を開拓する

株式会社明治機械製作所

自社開発した高圧大流量ブースタコンプレッサの量産化事業

世界で勝ち抜く日本酒・味噌を支える高精白原料米の生産性向上

株式会社メタルワークス善正

動力折曲機の導入による生産性の向上と職員の作業技術向上

株式会社モリナリー

２次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による割付工程の内製化

片山産業株式会社
吉備木工株式会社

「組子風」家具の新開発により、建具と家具のセット提案を強化

有限会社久保プラスチック工業所

新型マシニングセンタ導入により３次元加工の依頼に対応

薮内歯科

３Ｄスキャナー・３Ｄプリンター導入院内ラボを活用した、オンライン診療による新規マウスピース歯科矯正システム

有限会社グリーンサム

企業的農業の生産性向上～クラウドによる肥料配合データの提供～

やまさき歯科・矯正歯科

口腔内スキャナ活用による矯正治療やカウンセリングの生産性向上

株式会社岡西建設

ＩＣＴ建機の活用による革新的な施工体制とプロセス改革事業

陽月堂株式会社

新設備導入でココロ満たされるパンの商圏拡大と外国人雇用のモデル職場づくり

株式会社晃立

業界の常識をくつがえす、高品質の学生プリーツスカートを提供するための生産プロセス革新

有限会社和光技研

金型製造業者の製造能力強化による産地化強化のビジネスモデル構築

コーエー電機株式会社

市場規模の拡大に応じた生産性強化により、コロナ禍からのＶ字回復事業

有限会社後藤製作所

特殊機・試作機の、柔軟性と即納性を追求した「部品」供給

彩起歯科

高精度な義歯や補綴物制作の内製化による訪問診療サービス向上事業

坂田砕石工業株式会社

一次破砕工程の生産性向上による多様なニーズへの円滑な対応

合同会社佐藤プランニング

３Ｄレーザースキャナ「３ＤＷａｌｋｅｒ」導入による森林（樹木）計測事業参入と事業多角化

株式会社三謳

林地残材のチップ化によるバイオマス発電燃料への転換

三星金属株式会社

複合加工機導入よる、金属屋根製品の生産性向上事業

株式会社山成工業

穴あけ工程の生産性向上・効率化を図り、建設機械部品への新展開

山陽鉄工

最新型ＮＣ旋盤機を導入し生産性を高め造船業向け業務を拡大する

下原食品株式会社

新規顧客層獲得のための商品提供プロセスの改善

松陽産業株式会社

ハイブリッドドライブベンダー導入による防音パネル生産性向上と量産体制の実現
他医療機関の稼働に依存せず診察可能なサプライチェーン構築と、時短・高精度インプラント治療提供

株式会社末田

新型パネルソーを導入し生産性向上を図り、ＥＸＰＯ２０２５の建設需要を開拓する
製麺工程における梱包作業の生産性向上及び労働環境の改善と製造コストの削減

西部技術コンサルタント株式会社

ＵＡＶレーザーを活用した高効率かつ安全な山林測量事業の高度化

有限会社妹尾石材店

小型カニクレーンを導入し狭隘地短期工法の開発による生産性向上と競争力強化を図る

せのお動物病院

デジタルレントゲン装置および超音波診断装置の導入

株式会社千成建設

土木工事でのＩＣＴ施工技術の導入による短工期化と省人化

株式会社醍醐板金

自社商圏特性を捉えた自社オリジナル商品の開発と販売

有限会社タカタ

需要変動への柔軟な対応と設備稼働率を最大化する新生産方式の導入

拓栄丸漁業

瀬戸内の海苔を活用した新商品試作品開発と新しい生産方式の導入

株式会社タブチ

地産材を活用した産直住宅の実現に向けた木材乾燥工程の高効率化

中国ゴム工業株式会社

大型成型機を導入し船舶用排ガス浄化装置市場に参入する

株式会社中国住宅工業

廃コンクリート再生資源化事業（廃コンクリートを使用した再生破砕の製造・販売事業）

株式会社中国調和

革新的「ダクトのワンストップサービス事業」の実現

長和建設工業株式会社

モノレール導入による災害関連工事の工期短縮とコスト削減

塚脇歯科医院国道診療所

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入と歯科医院（医）と技工所（工）の機能統合による新役務（サービス）提供
２００ｍ級大型煙突の革新的な３Ｄ点検を実現する高度化事業

有限会社藤昇工作所

超大型ガスタービン需要に対応するための形彫り放電加工の高速化・大型化の実現

有限会社徳河製作所

大型プラズマ切断機の導入による超音波検査不要型の製造ラインの確立

利守酒造株式会社

地域資源・雄町米で造る日本酒の長期間品質保持によるＢｔｏＣ市場の開拓

有限会社中村工業所

質と量を両立したカッタービット部品の短時間製造による生産性向上
最新技術導入による可視化と点検業務の作業効率向上事業

株式会社新高製作所

自然災害にも耐える安全で高強度の製品を自社で加工できるようにする取り組み

有限会社西口ベンダー工業

オリジナル製品の開発及び自社製作・検査体制の確立と自社技術ブランド化

株式会社西田水産

海苔養殖・製造における生産性向上及び業務負荷の軽減事業

株式会社幡中金網

最新型鉄筋自動切曲装置導入による生産性向上と生産基盤の強化

早瀬工業株式会社

紐巻装置による生産能力向上と新事業の展開

株式会社ビアンフェ．

葬儀業界における故人紹介ナレーション原稿作業の革新的業務効率化

ものづくり・商業・サービス
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C A S E

テクノドローン株式会社

株式会社なんば技研

平成27年度・28年度・29年度・30年度・令和元年度

岡山県

じん歯科・まや矯正歯科クリニック

株式会社スズキ麵工

実施企業一覧

世界のマスク不足を救え！不織布製造設備の部品供給強化事業！

有限会社赤木薫畳工業所

資料編

株式会社アイ・エス
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