平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業2次公募 採択案件一覧（山
口県） (受付番号順)
受付番号

申請者名称

事業計画名

レッカー事業強化による地域密着型自動車整備
業の展開
新型パネルソーの導入による輸出梱包用木箱、
2535210213 興和産業株式会社
木枠製造に関する生産体制強化計画
電子商取引システムとリンクし、極小リードタイ
2535210214 山本産業株式会社
ム発注にも対応可能な鉄道車両部品生産管理
システムの構築
のり面保護・緑化マットの多品種少量生産能力
2535210216 多機能フィルター株式会社
の向上

2535210212

有限会社フラップオート・
ジャスティス

2535210217 株式会社朝日製作所

環境に考慮した３価クロメ－ト亜鉛めっきライン
新設による省力化、品質安定化、環境負荷の改
善及び新液使用による生産性の向上
最新鋭型ベンダー加工機導入による加工品質
2535210221 株式会社徳機製作所
及び加工能力向上による生産プロセスの強化
プログラマブル自動アルミ加工システム導入に
2535210222 日本硝子建具株式会社
よる多品種生産力強化と、高性能省エネ建具分
野への新規参入
高付加価値成形装置（ガスアシスト・ヒート＆
2535210223 株式会社岩井化成
クール）導入による新商品開発力及び技術力の
冨士高圧フレキシブルホー ホース生産ラインにおける作業時間の短縮化と
2535210226
ス株式会社
効率改善の取り組み
高齢者社会に対応できる高齢者に美味しく・親
2535210228 株式会社タクス
切な・安全安心な介護食の開発
短納期多品種少量生産用最新縦型マシニング
2535210232 有限会社イシダＴＭＣ
センターの導入
再生プラスチックによる環境配慮型・低コスト・高
2535210234 株式会社サンポリ
収率・高品質「トマト栽培システム」の開発と全

2535210240 金光酒造株式会社
2535210241

株式会社ヤマカタプラス
チック

2535210242 株式会社道中
2535210245 金井金属工業株式会社
2535210248 株式会社恵比須堂印刷
2535210249 有限会社森板金製作所
2535210251 有限会社山陰ボデー
2535210252 有限会社ほうえい堂
2535210253 株式会社シンラテック
2535210254 株式会社モリワカ

山口銀行
株式会社
エフアンド
広島銀行
西京銀行

鉄道インフラ輸出における生産システムの構築 山口銀行

2535210219 株式会社光洋金属防蝕

2535210239 三和産業株式会社

認定支援
機関名

ステンレス鋼の不動態化処理工程の確立

山口銀行
西京銀行
山口銀行
広島銀行
西京銀行
山口銀行
西京銀行
山口銀行
広島銀行

日本酒需要の多様化に対応する多品種小ロット 萩山口信
生産化に向けた四季醸造設備の導入
用金庫
最新ＮＣルーター導入における医療・自動車製
山口銀行
造ライン部品の生産性と品質の向上
西中国信
超新鮮魚介類輸送パッケージシステムの開発
用金庫
新型アイトレーサー導入による高精度部材対応
西京銀行
計画
多品種・少量生産に適した輪転印刷・連続加工
西京銀行
機の開発
新規顧客獲得の為の、新型設備導入による高
山口銀行
品位加工の実現
３次元計測機を使用した革新的な鈑金修理工
萩山口信
程の確立と水性塗料及び水性塗装ブース導入
用金庫
による環境修理サービスの提供
食の安全・安心や健康志向に応え、甘さを抑え
柴田史雄
た外郎の開発・生産
木質バイオマス製造分野へ進出し、林業におい
西京銀行
て流通革新を起こす
税理士法
歩行リハビリ支援システムの試作開発
人維新
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受付番号

申請者名称

事業計画名

日本初！高森牛熟成ほし肉の品質、生産性向
上
最新大型ＮＣ中ぐり機導入によるリニア部品の
2535210262 株式会社日柳製作所
生産効率の向上
自然環境再生機能を有する職人不要の空石積
2535210264 キッコウ・ジャパン株式会社
み擁壁工法の開発
個別受注型生産管理システム等の導入により
2535210266 オオシマ自工株式会社
原価低減及び受注拡大を実現する
水中インフラ構造物の点検、補修用磁石車輪シ
2535210267 日進工業株式会社
ステムの試作開発
光合成細菌を主とした微生物資材によるサッチ
2535210269 三田尻化学工業株式会社
分解材と堆肥化促進剤の研究開発
最新鋭立型マシニングセンター導入による真空
2535210270 有限会社北田製作所
部品精密仕上げのヘール加工法確立
アイスクリーム少量充填時のオーバーラン安定
2535210274 ヒカリ乳業株式会社
化ラインの開発
製造技術の高度化による高級家具の生産性向
2535210277 有限会社鳳山堂
上とコスト削減を両立することで新たな市場（客
層）を開拓する
大型車輛整備設備設置による作業効率大幅向
2535210283 新栄自動車株式会社
上と整備納期短縮による顧客サービス向上計
ベルト除菌洗浄装置の選択仕様（バリエーショ
2535210291 株式会社ブンシジャパン
ン）拡大による様々な食品製造工場への拡販
廃プラスチックを利用した工業用リサイクル樹脂
2535210293 有限会社安本樹脂産業
ペレットの生産
各製造工程における品質向上、生産能力の強
2535210295 株式会社中島屋酒造場
化及び販売拡大に必要な新しい製造設備の導
高精度・高効率管理と多品種少量生産での市
2535210296 永岡鋼業株式会社
場競争力強化を実現する製造管理システムの
３次元加工プロセス導入による新技術・新サー
2535210302 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｗ
ビスの展開
粉体塗装ラインの構築による製造環境の改善と
2535210303 株式会社大伝
生産性向上
保健医療福祉分野公開鍵基盤による電子認証
有限会社メディカルソフト
2535210312
機能を搭載した医療福祉業務システムの開発と
ウェアラボラトリー
事業化
緊急通報システムを支える西日本サーバーネッ
2535210314 周南マリコム株式会社
トワークの構築
１００％残骨ゼロを実現する冷凍魚向け残骨
2535210320 カジマ水産有限会社
エックス線検査機の共同開発と設備導入事業
溶接と３次元ＣＡＤ連携による環境負荷軽減型
2535210324 光和電業株式会社
電源ＢＯＸの生産性強化
切削型３Ｄプリンター導入における歯科技工の
2535210325 株式会社周南歯科技工所
プロセスの改善
省エネ推進の為の低価格普及型電力量＆電力
2535210331 株式会社藤井電業社
料金モニターシステムの開発
新調理システム・凍結含浸法の導入と加工食品
2535210335 株式会社エムテック
の新たな分野開拓及び生産体制の合理化計画
嗜好に合わせた音声を手軽に作成・提供できる
2535210344 エヌ・エス・エイ株式会社
システムの開発と提供サービスの販売
2535210259 株式会社ミコー食品

2535210348 株式会社新栄クリエイト

ゼロエネルギー戸建賃貸住宅カシータの開発
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認定支援
機関名
西京銀行
もみじ銀行
西京銀行
広島銀行
広島銀行
山口銀行
山口銀行
光商工会
議所
山口銀行
広島銀行
商工組合
中央金庫
西京銀行
山口銀行
山口銀行
西京銀行
西中国信
用金庫
税理士法
人いそべ
西京銀行
西中国信
用金庫
山口銀行
西京銀行
山口銀行
山口銀行
税理士法
人いそべ
西京銀行
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受付番号

申請者名称

2535210349 株式会社小野田ミート
2535210352 長栄工業株式会社
2535210363 山陽鋼機建設株式会社
2535210364 株式会社アルモウルド
2535210365

アボンコーポレーション株
式会社

事業計画名
最新の食品加工設備導入による大手食品メー
カーの国産回帰ニーズの取り込み
生産管理システムの導入による生産工程管理
の適正化および生産効率の向上
部材接合生産方法改善による生産効率を向上
し価格競争対応事業
最新鋭ワイヤーカット機の導入による新技術の
開発
鋳鉄［自社製品鋳田籠］を応用したゲリラ豪雨対
策雨水貯留槽システムの開発

認定支援
機関名
商工組合
中央金庫
山口銀行
萩山口信
用金庫
山口銀行
上田和義

株式会社Transition State
2535210366
Technology

公益財団
有機半導体材料のための量子化学バンドギャッ 法人やまぐ
プスクリーニングＤＢの開発
ち産業振
興財団

2535210372 日本海洋産業株式会社

ＬＮＧ－ＳＴＳ用緊急離脱装置

帆布裁断機等導入による多品種オリジナルプ
ラット帆布製品の製作工程の短縮・売上拡大
個人に最適化し思い出も共有できる団体向け
2535210375 山五青写真工業株式会社
フォトアルバム事業
2535210373 株式会社宇都宮帆布工房

2535210376 水口電装株式会社
2535210377 有限会社イケダ商会
2535210387 株式会社広島企業
2535210398 株式会社吉田総合テクノ

西京銀行
山口銀行
西京銀行

石光税理
メンテナンスから「ものづくりへの転換」を目指し
士事務所
た内製化のための加工技術の高度化
石光孝英
気体溶解技術を用いた高効率・低コストの窒素
山口銀行
海水の製造装置の開発
ＧＯ＆ＤＯ
光学選別機による容器包装プラスチックのＰＥ、
篠原税理
ＰＰ素材の単一選別・量産化
士法人
西中国信
鯨油由来フィードオイル量産製造装置の導入
用金庫
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