
(受付番号順)

受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2535120091 株式会社エムビーエス 橋梁維持管理システムの開発 株式会社山口銀行

2535120094 株式会社松田鉄工所
横中ぐりフライス盤導入による部品加工の一
括受注体制化

株式会社山口銀行

2535120095 株式会社オノダネイル
当社オリジナルの建築用ねじにおける画像測
定器を用いた短期開発対応の実現

株式会社山口銀行

2535120101 岡本産業株式会社
新鋭複合加工機導入におけるフレキシブル

生産体制の確立
髙村　潤

2535120102
有限会社カーアシスト・吉
田

自動車整備業の強みを活かした革新的ロード
サービスの提供

株式会社山口銀行

2535120103 共同産業株式会社 オガライトの単純重労働の半自動化の開発 株式会社山口銀行

2535120107 株式会社オーシャンテック
環境に配慮した新しい被膜除去工法「ＲＰＲ工
法」の提供

株式会社山口銀行

2535120108 株式会社ワイエフエフ
五軸モウルダー制御による木甲板材加工の高
能率・高品質化

商工組合中央金庫

2535120109 有限会社関西製罐
油圧機能付き金型の開発・導入による金属缶
被せ蓋の立体造形工程の効率化

有限会社弘利中小企
業診断士事務所

2535120112
協和ファインテック株式会
社

１台で多数の糸を生産できるギヤポンプの試
作開発

株式会社山口銀行

2535120113 有限会社たかせん
人体型乾燥仕上げ機の導入による、女性用ブ
ラウスクリーニング市場開拓とシェア獲得。

西中国信用金庫

2535120116 株式会社エス・エム・エイ
ＬＥＤディスプレイの表示面パネルへの「ブラッ
クコーティング」技術の確立・内製化による製
品の高度化

税理士法人維新

2535120117 株式会社クボタ製作所
電線切断圧着工程の高度化による品質と生産
性向上の実現と新規分野への進出

武居　尚

2535120119 八百新酒造株式会社
高度に衛生的な清酒ボトリングシステム導入
による大都市圏及び海外市場の販路拡大

株式会社山口銀行

2535120120 株式会社岸田商会
高機能充填設備導入による高粘性または具材
入り製品の生産性と品質の向上

株式会社山口銀行
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2535120121 友村歯科医院
セレックシステム導入による革新的インプラン
ト治療等の提供

株式会社山口銀行

2535120123 バッセル化学株式会社
速乾型環境対応防汚塗料（漁網防汚剤）の開
発

株式会社山口銀行

2535120124 株式会社ミヤハラ
高圧スルークーラント内蔵マシニングセンター
導入による深穴及び３Ｄ加工の集約

株式会社伊予銀行

2535120126 有限会社西田工業所
販路拡大・売上増加を目標とした生産工程の
構築

西中国信用金庫

2535120127 宇部興機株式会社
新溶接機導入による鋼材・溶接工程の高品

質化とコストダウンの両立による事業拡大
株式会社山口銀行

2535120128 株式会社ハートフーズ２１
自動包餡技術を応用した『魚肉すり身製品』の
多品種・小口製造の試作開発

藤上博之税理士事務
所

2535120129 赤坂印刷株式会社
高性能印刷機導入による大手顧客の帳票需
要の開拓

株式会社西京銀行

2535120133 セレックサポートＬａｂ．
歯科医ならではの強みを活かした 先端歯科
技工物製作技工所の立ち上げ

株式会社西京銀行

2535120135 株式会社神友工業
プレス型ＮＣ複合加工機の導入による短納期
化、加工対応の多様化を図る。

松本　智

2535120139 薬仙石灰株式会社
廃熱利用による石灰石スラッジ（不要物）の製
品化

藤本　一秋

2535120144 株式会社エフエルシー
「大吟醸酒酒粕」と山口県産原料を使用したハ
ンバーグの開発

西中国信用金庫

2535120145
株式会社オオバクリエイ
ティブ

屋外看板等の耐候性長期保証が可能な印刷
機械を導入し、製品の信頼性を高め受注拡大
を目指す

株式会社山口銀行

2535120146 とくぢ味噌株式会社
カップ製品包装工程の改善による生産能力向
上と地産地消の推進

株式会社西日本シ
ティ銀行

2535120149 株式会社ヤナギヤ
イミテーション食品のリアル化ニーズに対応可
能な製造装置の開発

株式会社山口銀行

2535120151 株式会社サン精機
立体形状を含む医療機器部品の生産性向上
を実現するための複合加工機導入

公益財団法人やまぐ
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2535120152
ユキエンジニアリング株
式会社

自動清掃機能付き次世代フィルトレーションシ
ステムの開発と事業化

下関商工会議所

2535120153 山海食品工業株式会社
徳佐リンゴと「西の香り」の小麦粉を原料とした
新食感食パン「西京の大樹」の開発・販売

株式会社西京銀行

2535120157 藤田鉄工株式会社
同時５軸加工インペラ製作の為の３ＤＣＡＤＣＡ
Ｍ、非接触３次元測定機の導入

株式会社山口銀行

2535120158 有限会社オーテック
極薄フィルム貼り付け及び穴明け・切り欠き等
の機械加工設備の導入による高付加価値製
品の製造と受注量拡大による雇用の創出計画

株式会社西京銀行

2535120167 有限会社　ライズ
山口県初！和牛一頭丸ごと仕入率１００％で
商品力＆利益率大幅アップ戦略

株式会社山口銀行

2535120170
株式会社ＭＯＴ総合研究
所

中小企業・起業家向け「投資型」クラウドファン
ディングサービスの開発

株式会社山口銀行

2535120173 株式会社ドワックス
木製ドアのエッジバンディング自動化による生
産性効率化と品質改善の実現

株式会社西京銀行

2535120175 不二産業株式会社
繊維原反材料の専用裁断システム構築による
産業用繊維製品製造プロセスの強化

株式会社山口銀行

2535120176
ブルーウェーブテクノロ
ジーズ株式会社

高い意匠性と機能を持ちながら低価格を実現
する高天井用ＬＥＤ照明器具の開発と量産体
制の確立

株式会社山口銀行

2535120187 株式会社山陽精機
超精密細穴加工技術の高度化と生産性向上
を実現する設備導入による事業拡大

谷口　修

2535120188 株式会社カワテツ
ＰＣ定着工法アンカーヘッドの横型マシニング
センターによる高能率加工

株式会社西京銀行

2535120193 萩ガラス工房有限会社
ガスや液体の蒸留法に替わる膜分離法に用い
るセラミック支持体の開発

株式会社山口銀行

2535120194 有限会社エヌエステクノ 実証機データ化で創る高性能集塵装置。 株式会社西京銀行

2535120196 株式会社ツルサキ
廃塗料・使用期限切れ塗料から１００％セメント
原料づくり

株式会社西京銀行
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2535120197 桑田醤油有限会社
開栓後も醤油の劣化を防ぎ鮮度維持を可能と
する次世代容器・ラベルの導入

防府商工会議所

2535120198
株式会社エスピーシーデ
ザイン

お手頃価格で体型に合わせる、世界初セミ
オーダー対応ＳＰチェアの開発

株式会社西京銀行

2535120199 株式会社プライムゲート
ＩＴ化による次世代ＣベースＬＳＩ設計の適正な
生産効率確立

株式会社西京銀行

2535120201 株式会社みうら
木材乾燥機・熱処理装置等導入による物流用
梱包資材の輸出向規約への対応と安定的供
給体制の構築

株式会社山口銀行

2535120203 久香リサイクル株式会社
効率的なワイヤー加工機の導入によるワイ
ヤーリサイクル加工事業

株式会社百十四銀行

2535120204 海水化学工業株式会社
新付加価値「健康サポート機能」を開発し、ゴ
ルフ場の上質化開発と合わせた高収益事業化

株式会社西京銀行

2535120205 株式会社技研産業
高精度ベンディングマシン導入による高精度・
高品質・短納期化実現及び生産性向上

西中国信用金庫

2535120207 株式会社アロイ
ステンレス溶接形鋼の海外市場を含めた新
マーケット創出に向けた設備増強

株式会社山口銀行

2535120208 株式会社アクシス
自動溶接装置による工程削減と熟練工が行う
医療装置の試作開発での営業展開

公益財団法人やまぐ
ち産業振興財団
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