
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3032110001 島根県 秦精工株式会社 3280001002444
コアピン製造における生産プロセスの改善と医療機器分野
への参入挑戦

公益財団法人しまね産業振興財団

2 3032110003 島根県 五共木材株式会社 9280001005004
ニッチ事業領域拡大対応型設備の導入による生産能力増大
と付加価値の増大

益田商工会議所、株式会社山陰合同銀行

3 3032110004 島根県 株式会社巧匠 1280001002479
車載向け小型精密モーター製造装置（巻線機）の巻線技術
を支える線処理部品の加工方法開発

公益財団法人しまね産業振興財団

4 3032110002 島根県 竹下木材有限会社 9280002007692 国産無垢材による造作材の商品開発事業 大田商工会議所

5 3032110006 島根県 加茂福酒造株式会社 8280001004808
生産性と品質向上により弊社の蔵でないと製造できない商
品開発を目指す

邑南町商工会

6 3032110008 島根県 有限会社別所蒲鉾店 3280002006618 ボールカッター導入による高精度・低コスト・短納期の実現 株式会社商工組合中央金庫

7 3032120010 島根県 福本歯科医院
難治性歯髄疾患の再発逓減スキームの汎用化による県全
体の治療技術高度化への貢献

株式会社島根銀行

8 3032120011 島根県 有限会社常松鉄工 4280002006377 横型ＮＣフライス盤導入による生産性向上への取り組み 斐川町商工会

9 3032120012 島根県 有限会社日高林産 5280002009619
下鋸マルチリップソー導入による製材工程の生産性向上と
受注拡大

邑南町商工会

10 3032120013 島根県 白石デンタルラボ
効率的に高強度なモノリシックジルコニアクラウンを審美的
に開発

松江商工会議所

11 3032120015 島根県 株式会社コーワ 6280001006310
縫製会社の裁断加工体制の構築による国内回帰が進む縫
製・裁断需要獲得計画

株式会社鳥取銀行

12 3032120016 島根県 有限会社銘板センター山陰 5280002002334
樹脂銘板製造部門の高度化による多言語表記・曲面彫刻対
応事業

松江商工会議所

13 3032120019 島根県 有限会社桜江町桑茶生産組合 1280002009374
健康茶市場の拡大に対応する桑茶の生産性向上と自社ブラ
ンド確立のための体制構築

株式会社山陰合同銀行

14 3032120020 島根県 株式会社和田珍味 8280001003982
のどぐろの自動計測・重量別振分けの実現による生産能力
の増強計画

株式会社山陰合同銀行

15 3032120021 島根県 株式会社キグチテクニクス 9280001002397
航空機海外主要メーカーとの直接取引実現に向けた製造現
場のＩＴ化事業

公益財団法人しまね産業振興財団

16 3032120022 島根県 須山木材株式会社 6280001003225 生産現場と各拠点を結ぶＩＯＴ技術導入による生産性向上 公益財団法人しまね産業振興財団

17 3032120023 島根県 ヨシワ工業株式会社 3240001036669
Ｍｇワイヤー法導入による球状黒鉛鋳鉄の品質安定化と労
働環境の改善

公益財団法人しまね産業振興財団

18 3032120024 島根県 有限会社出雲グレンダリー 6280002005170
大型重量製品の研削工程見直しによる生産性向上・新規受
注獲得と作業環境改善

公益財団法人しまね産業振興財団

19 3032120025 島根県 有限会社装巧舎 9280002008476
高機能インクジェットプリンタ導入による高付加価値製品の
提供

公益財団法人しまね産業振興財団、
日本海信用金庫

20 3032120026 島根県 有限会社須田工作所 6280002006350
新たな設備導入により失注の解消並びに作業効率の向上に
よる受注体制の強化

斐川町商工会

21 3032120028 島根県 株式会社大屋ハイテック 9280001004807
地域要望への対応と生産性向上を実現する最新機器導入
による測量体制の確立

邑南町商工会

22 3032120030 島根県 有限会社花房鈑金 1280002002899
電源機と画像寸法測定器の導入による工程の精度及び生
産性の向上

フロウシンク 米倉博彦

23 3032120032 島根県 くるみ歯科医院 医療機関連携による最先端医療の提供 坂林公認会計士事務所 坂林弘文

24 3032120033 島根県 有限会社玉木製麵 2280002006370
新文吉うどんの新商品開発による新店舗進出及び全国展開
事業

斐川町商工会

25 3032120036 島根県 有限会社勝部商店 5280002007564
「漁獲量全国第１位」島根県大田市産のアナゴを活用した新
商品開発

大田商工会議所、島根中央信用金庫

26 3032120037 島根県 株式会社シバオ 8280001003933
「石州瓦」焼成工程における変形防止技術開発による不良
率の低減

大田商工会議所

27 3032120038 島根県 株式会社誠和商会 2240001005443
鋼材の曲線開先加工可能な最新設備導入で鋼材一貫生産
体制を確立し販路を拡張

広島総合税理士法人

28 3032120042 島根県 株式会社魚徳 3280001006585
売上拡大のためのＨＡＣＣＰへの取組みの高度化と品質管
理の向上

浜田商工会議所、島根益田信用組合

29 3032120044 島根県 菱南電装株式会社 7140001062325 ミッションスイッチ工程のロボット設備導入による生産性向上 出雲商工会議所

30 3032120045 島根県 西日本スタイル有限会社 3280002007731
最新型高性能設備の導入による家庭用ヘルスケア製品およ
び医療分野への事業展開

大田商工会議所

31 3032120048 島根県 有限会社木次印刷 3280002011312
「大切な思い出をカタチに」をコンセプトにした小ロット印刷へ
の取り組み

雲南市商工会

32 3032120051 島根県 株式会社なつかしの森 1280001007288
アイスの生産・保管設備導入による高品質化とＯＥＭ製品の
販路拡大事業

飯南町商工会

33 3032120053 島根県 株式会社丸八ポンプ製作所 6010001057314 ３Ｄスキャナ導入による品質体制強化と生産性向上 公益財団法人しまね産業振興財団

34 3032120056 島根県 ＵＣワークス株式会社 2010001106405
断熱建築部材の生産性向上・開発の為、カッティングマシン
導入による生産・開発プロセスの構築

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

35 3032120057 島根県 松栄設備株式会社 9280001000863
フレア配管システムを用いた、革新的な配管工事工法の導
入

株式会社島根銀行

36 3032120058 島根県 今太木材株式会社 2280001002387
ほんざね加工対応「かんな設備」導入による新商品開発及
び生産効率向上を図る経営再建計画。

安来商工会議所

37 3032120059 島根県 イマジン．珈琲店
生産力向上と品質安定のための最新式焙煎機の導入と焙
煎データ管理

松江商工会議所

38 3032120060 島根県 有限会社創修 7280002009716
高付加価値商品の開発とノベルティ事業参入による売上の
増大

川本町商工会

39 3032120063 島根県 株式会社サン・セロ 1280001000301
ボトルネックであった材料シート断裁工程の自動化による大
幅な生産性向上計画

株式会社Ｇサポート

40 3032120065 島根県 日本料理じょう一
加圧蒸気焼成機導入による地元素材のご当地スイーツギフ
トの開発

益田商工会議所

41 3032120066 島根県 有限会社みなと水産 8280002008691
急速冷凍による、のどぐろ等の地魚の高付加価値の製品開
発と大都市への販売促進

近重勉税理士事務所 近藤勉
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