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2635210227 株式会社ミヤハラ
５軸制御複合加工機導入と蓄積した加工ノウハウによる
新分野開拓への挑戦

山口銀行

2635210228 三陽鉄工株式会社
３次元ＣＡＤシステム導入で効率化による生産性の向上と
顧客ニーズへの対応

山口銀行

2635210229 有限会社ＡＳウオタニ
ビンテージバイク用エンジン点火システムの開発及び販
売

西京銀行

2635210230 株式会社クボタ製作所
受注から納品までオンライン生産管理システムの構築
で、コスト低減と納期顧客満足度１００％を実現する生産
工程の改革

萩山口信用金庫

2635210233 新栄自動車株式会社
大型車輛整備設備設置による作業効率大幅向上と整備
納期短縮による顧客サービス向上計画

広島銀行

2635210234 協和有線株式会社
サーモカメラ搭載マルチコプター導入によるソーラーパネ
ル、風力発電、コンクリート調査・点検事業

山口銀行

2635210235 株式会社ｉｗａｏコーポレーション
円筒研磨機を導入した一貫生産体制の確立による航空
機産業向け工具の生産性・品質の向上

山口銀行

2635210237 株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
複合旋盤自動化システム導入による合理化生産ライン構
築

山口銀行

2635210238 コ－エ－紙工株式会社
バイブレ－ションコンベアー制御装置の導入による、生産
性と競争力の強化

山口銀行

2635210239 株式会社三木鉄工
３次元ガスプラズマパイプ切断機導入による、高精度・高
効率切断の実現

山口銀行

2635210241 山本産業株式会社
高速鉄道車両大増産に対応するボトルネック工程解消の
ための設備導入

松田税理士事務所

2635210244 白井興業株式会社 難削材の精密加工技術確立による新分野進出
公益財団法人やまぐち産業振
興財団

2635210248 株式会社ファクト
化石燃料を殆ど使わずバイオマス燃料により食品残渣を
発電燃料化

西日本シティ銀行

2635210252 新山陽剪断株式会社
自動開先加工機導入による鉄骨用パーツの高付加価値
化と加工能力向上による生産プロセスの強化

西京銀行

2635210254 日本神工新技株式会社 シリコン電極材の補修事業創出 西京銀行

2635210255 株式会社坂口製作所
高速・高精度サーボベンディングマシン導入による板金製
品の生産能力と製品品質の向上

西京銀行

2635210257 株式会社オイシーフーズ
安全で高品質な周防大島産ブランド「オイルサーディン」
の生産力強化と販路拡大

山口銀行

2635210261 株式会社畑水産
ふぐの旨み成分を逃さず長期保存が可能な３Ｄ急速冷凍
機の導入による付加価値の向上

山口銀行

2635210263 下関鍍金株式会社
導電性接着剤等に添加される銅微細粉末上への安価で
高品質な銀コート技術の実用化

山口銀行

2635210267 セキュラ株式会社
ユーザー志向の利便性と防犯性を兼ね備えた電子錠の
商品開発

山口銀行

2635210278 高橋鉄工株式会社
競争力強化に向けた「新素材対応金型の開発」と「加工
手法の抜本改革」

山口銀行
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2635210279 株式会社山口茶業
希少性の高い釜炒り茶の風味を活かした粉末分包型製
品の製造と販路拡大

山口銀行

2635210280 有限会社関門自工
アルミや超高張力鋼板に対応した次世代自動車の高品
質なメンテナンスサービスの提供

山口銀行

2635210281 有限会社たかせん
真空包装機導入による、保管サービスの革新的 事業化
と新しいライフスタイルの構築。

西中国信用金庫

2635210288 奥西測量コンサルタント株式会社
測量設計業の強みを活かした 地理空間情報ビジネスの
創出

西京銀行

2635210290 山海食品工業株式会社
県内初の対面セルフレジと電子マネーの導入による革新
的サービスの提供

西京銀行

2635210291 株式会社ツバメ・イータイム
ツバメブランド「国産自社製電動バイク」の動力制御技術
と車体の試作開発

西京銀行

2635210292 光井興産有限会社
廃棄電線のリサイクルプラント導入による環境負荷低減
事業

山口銀行

2635210296 有限会社岡田モータース 周防大島町内の未利用資源を利用したエコフィード養豚 山口銀行

2635210300 宮久和之（Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ Ｇｕｉｔａｒ）
３Ｄ製作技術導入による製品の立体的デザイン 開発力・
製作力の向上と生産性の向上

西中国信用金庫

2635210301 大村印刷株式会社
高精細表現・デジタルデータ処理技術を活用した古典絵
本復刻による市場の深耕

西京銀行

2635210302 株式会社エフエルシー
３Ｄフリーザーによるチルド肉（生肉）に劣らない冷凍ス
テーキ肉の事業化

山口銀行

2635210303 株式会社ＰＳＥＴ
ユーザビリティを向上させた高性能プラズマ溶射装置の
事業化

山口銀行

2635210306 株式会社藤井電業社
ＬＥＤ応用製品製造の標準化による量産化と生産性向上
及び低コスト化の取り組み

山口銀行

2635210307 有限会社デジタル・マイスター
睡眠時無呼吸症候群を寝息音解析で簡易判定する運送
業向けアプリ開発

山口銀行

2635210310 株式会社ニュージャパンナレッジ
臨床栄養指導・訪問栄養指導を行う栄養士向けソフトウェ
アの開発

西京銀行

2635210315 合同会社グルーオンラボ
電子線レジスト（ハイエンド電子部品の高解像回路作成
材料）の品質向上とコストダウン

山口銀行

2635210319 株式会社アパラート・コニシ
山口県初・最先端３Ｄデジタル技術を駆使した義肢／装
具用・足底板（インソール）の高度化とその製作技術の確
立

山口銀行

2635210321 株式会社島津商会 不良軽減と高品質フィルム製造による事業拡大 山口銀行

2635210322 アボンコーポレーション株式会社
自社製品「鋳田籠」専用設計構造計算ソフト開発による受
注拡大事業

山口銀行

2635210324 有限会社曙機械工業
測定機能付きマイクロスコープ導入による溶接試験用テ
ストピース製作の品質向上

大木強史税理士事務所

2635210329 藤田鉄工株式会社 工場見える化システム導入によるものづくり改善活動 山口銀行
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2635210332 富士製パン株式会社
新規需要対応のための自動包装機導入による生産効率
向上

東山口信用金庫

2635210333 株式会社アプト
Ｗｅｂ受注＆小ロット対応印刷で超短納期と印刷物の高付
加価値化

山口銀行

2635210334 関門ロードサービス株式会社
小型高機能レッカー車導入による、難作業の効率化及び
市場の拡大

山口銀行

2635210335 キャスト株式会社
誰でも操作し易い経営アドバイス機能付き低価格の小規
模飲食店向けＰＯＳシステムの開発

山口銀行

2635210337 有限会社エムズカンパニー
中山間地域における都市型飲食サービスの新たなマー
ケットの創造を可能とする移動式厨房ユニットの開発と導
入

防府商工会議所

2635210339 有限会社どんぐり
消費者ニーズに対応した機能性トマト（高糖度）へのチャ
レンジ

萩山口信用金庫

2635210340 ＪＲＣＳ株式会社
人の判断／人的作業に影響されない情報基盤構築によ
る業務プロセス改革

福岡銀行

2635210341 有限会社松林庵登陽
萩焼の海外需要対応を目的とした“萩焼ブランド（藍彩
萩）”の製造

尾﨑孝治税理士事務所

2635210345 有現会社福八
山口県初の高級地鶏「長州黒かしわ」を活用した、おいし
さと低コストを両立する加工食品の開発

山口銀行

2635210348 株式会社芳川鉄工所
高性能測定器の導入による製鉄業向け試験用器具の高
精度化

フロウシンク

2635210351 丸兼食品株式会社
新規レトルト殺菌システム導入による 常温流通可能なレ
トルト弁当の開発

山口銀行

2635210354 山口萩ビール株式会社
衛生的で高品質なビールを製造することによる県外及び
海外市場の販路拡大

山口銀行

2635210359 株式会社岩中製作所
ブラシ式Ｒ面取り機の導入による板金仕上げ加工の要素
技術開発

もみじ銀行

2635210360 株式会社プライムゲート
論理検証システム群のＩＴ化による生産性向上の研究開
発

西京銀行

2635210362 テラオリネンサプライ有限会社
おしぼり包装機及び計数包装機の導入による、高品質お
しぼりの商圏拡大と拡販

山口銀行

2635210363 株式会社ベーカリーメルシー
新『石炭包』商品化のための長時間熟成発酵・焼成装置
導入による生産性と品質の向上。

西中国信用金庫

2635210365 株式会社メイク機材
新在庫管理システム導入による在庫の「見える化」で商圏
の拡大及び即時納品体制を確立

西京銀行

2635210366 斉藤段ボール株式会社
全自動ＮＣカッティングマシン導入による一貫生産化・多
品種少量生産体制の構築

山口銀行

2635210368 共美工業株式会社
最新鋭マシニングセンター導入における生産 プロセスの
改善

商工組合中央金庫

2635210369 株式会社大東船舶電業舎
サイクルローダー導入による段取り工程の自動化におけ
る製造環境及び生産性の向上

西中国信用金庫

2635210370 有限会社マリンテクノ
３Ｄ溶接クランピング設備導入による英国向け鉄道車両
部品の生産性向上

西京銀行
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2635210372 株式会社ＭＯＴ総合研究所
自治体連携型「ふるさと投資」クラウドファンディングサー
ビスの事業展開

山口銀行

2635210373 ＭＣＣプラント株式会社
完全人工光型植物工場を用いた日本初の「複合成分機
能性野菜」の開発

山口銀行

2635210374 松美屋醤油有限会社
萩特産農産物の未利用部分を使った「松陰漬」の開発と
販路開拓

萩山口信用金庫

2635210377 有限会社重政印刷
製版工程の改善による高品質印刷への対応と新サービ
スの提供。及び産業廃棄物軽減と水質汚染のゼロ化。

山口銀行

2635210378 株式会社宇都宮帆布工房
新規事業【トラックプロテクトシート】専用作業装置導入に
よる販路拡大

山口銀行

2635210379 株式会社エス・エム・エイ
ＬＥＤディスプレイの設置形状の自由度を高める連結部品
等の製作を目的とした高性能３Ｄプリンターの導入

山口銀行

2635210380 株式会社ＴＡＭＡＲＵ
クイックドライシステム導入による環境への対応と効率と
品質向上の両立

萩山口信用金庫

2635210383 有限会社長門アグリスト
地域産業から発生する産業廃棄物のペレット技術による
地域資源化

山口銀行

2635210384 三笠産業株式会社
国産野菜の粉末加工品を一般消費者に普及するための
充填機導入

山口銀行

2635210385 有限会社尾中鉄工所
産業用仮付け補助装置の開発による生産コスト逓減・売
上拡大事業

山口銀行

2635210386 有限会社壽工業
コンクリート混和剤計量輸送機のワンストップ生産システ
ムの構築

税理士法人新山口会計

2635210393 株式会社タナカ工業
高機能レーザー加工機導入による新技術・新サービスの
展開

中小企業診断士事務所クロス
ネットワーク

2635210394 幸和プラテック株式会社
電動式射出成形機および材料混合装置導入による自動
車関連部品の生産性の向上

西京銀行

2635210395 株式会社サンピット
県下初の（生）キクラゲの供給体制確立と６次産業化へ向
けた取り組み

西京銀行

2635210401 エムテックス有限会社
加熱加圧押出装置の開発による機能性蒟蒻スナック菓子
製造の効率化

西京銀行
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