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＜国・県の研究開発等に関する支援体系＞

きらめき岡山創成ファンド支援事業

    成長研究開発      創成事業（本格研究）

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進事業

A‐STEP
（産学共同）

A‐STEP
（企業主体）

研究開発型スタートアップ支援事業

成長型中小企業等研究開発支援事業（Go‐Tech）

医工連携イノベーション推進事業

JAPANブランド育成支援事業

小規模事業者持続化
補助金

岡山デニム
世界進出支援事業

    成長研究開発      
創成事業（試行研究）

医療

デニム
地域ミニエコタウン事業

エコプロダクツ製品化
支援事業(事業可能性調査)

循環型
産業

循環型
産業
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循環型
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    成長
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支援事業(製品改良等研究)

循環型
産業

中堅企業への
成長支援事業

国の支援 県の支援

A‐STEP
（トライアウト）

    成長

産学連携    補助金

５Ｇ活用研究開発等支援補助金5G
AI・IoT



名　　　称
きらめき岡山

創成ファンド支援事業
岡山デニム

世界進出支援事業
グリーン成長研究開発
プロジェクト創成事業

目　　　的
　新技術・新製品の研究開発を助成すること
により、県内企業の成長を支援する。

　デニム・ジーンズなど高付加価値繊維製品
を製造する県内繊維企業が海外マーケット
への売り込みを目指して海外の展示商談会
へ出展する取組に要する経費等に対し、予
算の範囲内で補助することにより、デニム・
ジーンズなどを製造する県内繊維企業の海
外市場での販路拡大を支援する。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
成長が期待される「洋上風力・太陽光・地
熱」、「半導体・情報通信」などのグリーン成
長分野への県内企業の参入と市場獲得を支
援する。

対象分野

分野は問わない
※EV関連については、専用の助成枠あり。
（ただし、産業振興課所管の他の補助金対象
となるものは対象外）

デニム・ジーンズ等付加価値の高い繊維製
品

成長が期待される次の分野
「洋上風力・太陽光・地熱」、「水素・燃料アン
モニア」、「自動車・蓄電池」、「半導体・情報
通信」、「食料・農林水産業」

事業内容 研究開発 販路開拓 研究開発

対象事業 新技術・新製品の研究開発
募集要項にて定める海外の展示商談会・見
本市への自社製品の出展

事業化を目指した研究開発事業

対 象 者 県内の中小企業者 県内繊維企業
大学等又は他の事業者と共同研究開発を行
う中小企業者又は中小企業者の団体

対象経費

原材料費、機械装置費（量産転用は不可）、
工具器具費、知的財産権関連経費、外注（加
工）費、技術専門員指導受入費、共同研究
費、謝金、旅費、調査分析委託費

出展料又は会場賃借料

【試行研究、本格研究共通】
人件費、旅費、原材料費、機械装置費、工具
器具費、先行技術調査費、共同研究費、技
術指導受入費、外注費

【本格研究のみ】
販路開拓費

問合先

（公財）岡山県産業振興財団
ものづくり支援部
ＴＥＬ（０８６）２８６－９６５１
岡山県産業労働部
産業振興課　成長支援班
ＴＥＬ（０８６）２２６－７３７９

岡山県産業労働部
産業振興課　地域産業班
ＴＥＬ（０８６）２２６－７３５２

岡山県産業労働部
産業振興課　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進班
ＴＥＬ（０８６）２２６－７３８０
(公財)岡山県産業振興財団
ものづくり支援部
ＴＥＬ（０８６）２８６－９６５１

令和５年度　産業振興課所管　研究開発等補助金一覧

補 助 率
（限度額）

2/3以内
（限度額20,000千円）

1/2
（限度額500千円）

※複数の展示商談会・見本市への出展を希
望するものは、一年度中に2回を限度に申請
をすることができるが、この場合、補助金交
付申請額の合計額が100万円を超える申請
をすることはできない。

【試行研究】
補助対象経費の4/5以内
（補助限度額2,000千円）

【本格研究】
補助対象経費の2/3以内
（補助限度額10,000千円）



名　　　称 地域ミニエコタウン事業
エコプロダクツ
製品化支援事業

産学連携スタート補助金 ５Ｇ活用研究開発等支援補助金

目　　　的

　「岡山県循環型社会形成推進条
例」第29条の規定に基づき、循環型
社会の形成を推進すると認められる
先進的な事業に対して、「岡山県資
源循環推進事業」として承認された
事業の円滑な実施を支援し、循環
型社会の形成の推進及び地域にお
ける環境産業の振興を目指すた
め、承認事業の経費の一部を補助
する。

　「岡山県エコ製品」への認定を目
指すなど、循環資源を原料とする競
争力ある新製品開発のための事業
化可能性調査や実用化研究等に係
る経費の一部を補助することによ
り、製品開発や事業化を支援し、県
内環境産業の振興を図る。

大学等との共同研究開発を実施し
たことがない中小企業に、最初の一
歩を踏み出してもらうインセンティブ
とするため、共同研究に必要となる
経費（共同研究費）の一部を補助す
る。

IoT時代の重要な通信基盤である
第５世代移動通信システム（以下「５
Ｇ」という。）を活用した製品・サービ
ス等の創出を目指す中小企業等に
対して研究開発に必要となる経費の
一部を補助することにより、県内企
業の競争力の維持・強化を図る。

対象分野 循環型産業分野 循環型産業分野

分野は問わないが、新技術、新製
品開発、既存技術の高度化等の開
発に関する研究テーマであることを
要する。

分野は問わないが、５Ｇを活用した
製品・サービス等の研究開発である
ことを要する。

事業内容 施設整備、技術開発等 研究開発 研究開発 研究開発

対象事業

産業廃棄物の先進的なリサイクル
又は発生抑制に係る、以下の事業

・施設整備
・技術開発　・用途開発
・システム開発　・相互活用
・環境意識向上　・その他

循環資源を原料とする競争力ある
新製品の開発に係る、以下の事業
・事業化可能性調査
・実用化研究
・製品改良等研究

大学等と行う、新技術、新製品開
発、既存技術の高度化等の研究
テーマに関する共同研究（ただし、
国、県等、他の補助事業の対象に
なっていないものに限る。）

５Ｇを活用した製品・サービス等の
研究開発

対 象 者

・県内に事業所を有する民間事業者
・廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第14条第5項第2号イからヘま
でのいずれにも該当しないこと

・県内に事業所を有する中小企業者
・廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第14条第5項第2号イからヘま
でのいずれにも該当しないこと

中小企業者のうち、県内に本社もし
くは事業所等を置く、従業者数100
人未満の事業者（ただし、過去20年
間に、大学等との共同研究の実績
がない事業者に限る。）

県内の中小企業者

対象経費

【施設整備事業】
工事費、機械装置費、設計費、その
他
【技術開発事業、用途開発事業】
人件費、原材料費、構築物借上費、
機械装置費、工具器具費、外注加
工費、その他

人件費、旅費、原材料費、機械装置
費、工具器具費、市場動向等調査
費、共同研究費、技術指導受入費、
試験分析費、委託・外注費

共同研究費
原材料費、機械装置費、工具器具
費、外注費、技術指導受入費、共同
研究費、その他経費

問合先
（公財）岡山県産業振興財団
ものづくり支援部
ＴＥＬ（０８６）２８６－９６５２

（公財）岡山県産業振興財団
ものづくり支援部
ＴＥＬ（０８６）２８６－９６５２

岡山県 企業と大学との共同研究セ
ンター
ＴＥＬ（０８６）８９８－２８２０

岡山県産業労働部
産業振興課　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進班
ＴＥＬ（０８６）２２６－７３８０

1/2以内
※次世代電池関連分野、ＡＩ・ＩｏＴ関
連分野、自動車要素技術関連分野
については2/3以内
（補助限度額50万円）

1/2以内
（補助限度額100万円）

補 助 率
（限度額）

【施設整備事業】
岡山市・倉敷市の地域
　・指定循環資源の利用を促進する
もの：1/3以内
　・その他：1/4以内
　（上限額750万円）
上記以外の地域
　・指定循環資源の利用を促進する
もの：2/3以内
　・その他：1/2以内
　(上限額1,500万円）

【技術開発事業、用途開発事業、シ
ステム開発事業、相互活用事業】
　・指定循環資源の利用等を促進す
るもの：2/3以内
　・その他　：　1/2以内

【環境意識向上事業、その他】
　1/2以内
　（上限額400万円）

【事業化可能性調査】
・指定循環資源を原料とする製品
　補助率2/3以内
　（上限額1,000千円）
・その他
　補助率1/2以内
　（上限額1,000千円）

【実用化研究】
・指定循環資源を原料とする製品
　補助率2/3以内
　（上限額3,000千円）
・その他
　補助率1/2以内
　（上限額3,000千円）

【改良研究】
・指定循環資源を原料とする製品
　補助率2/3以内
　（上限額1,000千円）
・その他
　補助率1/2以内
　（上限額1,000千円）

令和５年度　産業振興課所管　研究開発等補助金一覧



きらめき岡山創成ファンド支援事業について 

事業

概要

新技術・新製品の研究開発を助成することにより、県内企業の成長を

支援します。 

１ 助成対象事業 

新技術・新製品の研究開発 

※岡山県が実施する下記補助金の対象となるものは対象外とします。（ＥＶを除く）。

・グリーン成長研究開発プロジェクト創成事業費補助金 

・循環型社会形成推進モデル事業技術開発事業費等補助金（地域ミニエコタウン事業） 

・エコプロダクツ製品化支援事業補助金 

２ 助成対象者  

県内の中小企業者 

３ 助成率等 

助 成 率 2/3 以内 

助 成 限 度 額 20,000 千円 

助 成 期 間
22 か月以内 

(交付決定年度の翌年度内) 

助成対象経費

【研究開発経費】 

原材料費、機械装置費(量産転用不可)、工具器具費、知的

財産権等関連経費、外注(加工)費、技術専門員指導受入

費、共同研究費 

【市場動向調査経費】 

謝金、旅費、調査分析委託費 

※外注(加工)費、技術専門員指導受入費、共同研究費の合計額は
全助成対象経費の 2/3 以内

ＥＶ関連部品の軽量化や静音化などに資する研究開発を集中的に支援するため、

ＥＶ関連枠として専用の助成枠を設けています。 

※助成率等は上記表と同様です。 

４ 主な条件等 

・同一テーマが同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。 

・助成事業終了後５年間、毎年度事業化状況報告書を提出すること。 

・採択された場合は、事業者名、研究開発地、実施テーマ名、概要等を公表する。 

ＥＶ関連枠 



５ 審査の観点 

 下記の審査項目等に基づいて総合的に審査します。 

(1)技術面 

・新規性・独創性・先進性があるか。 

・達成目標に向けた課題解決方法が適切かつ解決の見込みが高いか。 

・コア技術が確実なものであるか。 

・助成事業者が自らの成長・発展のために主体となって取り組むものであり、得ら

れるノウハウ等が事業者の技術の蓄積につながるものであるか。 

・成果が他の分野に良好な波及効果を及ぼすものであるか。 

(2)事業化面 

・助成事業を的確に遂行するために必要なマネジメント等の能力を有しているか。 

・財務状況から、助成事業が適切に遂行できると期待できるか。 

・市場動向や社会ニーズ（川下企業ニーズ）を踏まえた事業計画であるか。 

・事業化までのスケジュールが妥当であるか。 

・事業化が達成された場合、地域産業の活性化や雇用創出が期待できるか。 

(3)政策面 

・県内大学、公設試等と連携した研究開発であるか。 

・県内大学等の研究シーズを活用した研究開発であるか。 

６ 今後のスケジュール（予定） 

 令和５年 ４月 公募開始 ※県ＨＰ等で公表予定 

      ５月 審査委員会（プレゼン審査） 

      ６月 交付決定（事業開始） 

○ 問い合わせ先 

 （公財）岡山県産業振興財団  ものづくり支援部  TEL 086-286-9651 

 岡山県 産業労働部 産業振興課 成長支援班     TEL 086-226-7379 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 

 申請される場合は、公募時に示す公募要領を必ずご確認ください。 



１ 交付申請書提出 • 公募要領を熟読の上、交付申請書を作成してください。
• 交付申請書作成にあたっては、岡山県産業振興財団のコー
ディネータが相談を受け付けますので、公募期限に余裕を
もって御相談ください。

• 内容や添付書類に不備がある場合や公募期限を過ぎた場合
は受け付けできません。

• ただし、受付がなされた場合でも、申請内容等から、本事
業の支援対象となり得ない（申請内容が実行可能性調査や
実証・評価、販路開拓であるなど）と判断された場合には、
審査を待たず、受付を無効とする場合があります。

４月中予定

• 外部審査委員による審査を行います。
• 審査委員に対してプレゼンテーションを行っていただきま
す。（場合により、あらかじめ書面審査を行うことがあり
ます。）

• 事業計画内容、事業化可能性、経営状況等の観点から総合
的に審査し、支援（採択）事業を決定します。５月中下旬予定

６月上旬予定

• 経費の内容確認に基づき、支援額（交付決定額）を決定し
ます。

• 支援（採択）事業全体（複数年にわたる研究開発期間全
体）に対する交付決定を行います。

• 支援対象経費は、交付決定日から事業完了日までのもので
す。（見積徴取は交付決定前でも可）

• 支出に係る書類（発注書、納品書、請求書、振込明細書
等）を保管してください。（別途、経費処理説明会を行い
ます。）

• ６か月ごとに助成事業遂行状況報告書を提出してください。
• 状況報告書の検査（中間現地調査を含む）を行います。
• 要件を満たせば、進捗状況に応じて概算払も可能です。
• 事業完了後、15日以内に実績報告書を提出してください。

• 実績報告書の検査（完了現地調査を含む）を行い、助成金
額を確定した上で精算払を行います。

• 事業完了後５年間、毎年度事業化状況報告書を提出してい
ただきます。

• 事業化状況に応じ、フォローアップを行います。

２ 審査・支援事業の
決定（内示）

３ 交付決定

４ 事業実施～
中間検査～完了

５ 完了検査・支払

６ 事業化へ

きらめき岡山創成ファンド 事業の流れ



平成20年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率：4/5以内、助成限度額：16,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社化繊ノズル製作所 井原市 液滴分散系のためのマイクロリアクターシステムの開発

株式会社ナノ・キューブ・ジャパン 岡山市
「マイクロアクチュエータによるアクティブデバイスの開発」― マイクロ化学プロセスによる高性能
構造材用ナノ粒子の開発 ―

みのる産業株式会社 赤磐市 医療用バルーン型エアポンプの実用化研究

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

協和ファインテック株式会社 岡山市 尿素モニタの商品化開発

中島硝子工業株式会社 井原市 特殊車両向け発熱機能付き防弾ガラスの開発

株式会社ビークル 岡山市 生体内で利用可能なバイオナノカプセルを用いた遺伝子送達キャリアーの開発

株式会社メイト 和気町 天然素材を充填した成型材料開発

地域の資源を活用した新事業展開の可能性研究支援事業（助成率：10/10以内、助成限度額：500千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

赤磐商工会 赤磐市 「赤磐ブランド」推進事業

岡山県アパレル工業組合 倉敷市 繊維関係の「川上～川下企業研究会」による新商品開発

岡山県漁業協同組合連合会 岡山市 色落ち海苔の利活用と発生原因の究明

岡山商工会議所「岡山食文化研究会」 岡山市 岡山食文化に係る地域資源の研究及びブランドの創出

倉敷ファッションセンター株式会社 倉敷市 繊維企業若手経営者等による研究会「若手研究会」による新商品開発

高梁商工会議所 高梁市 高梁地域の農林水産物を活用した「高梁ブランド」といえる特産品の研究、開発支援

備前商工会議所 備前市 地域資源を織り込んだ備前スイーツ商品化の可能性の探求

三石耐火煉瓦株式会社 備前市 浄水場から出るスラッジ及び鉱山から出るスラッジの有効活用

商品化の開発、試作支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

有限会社智久木材 岡山市 間伐材を使った「（床、壁、天井）木製強化パネル」の研究開発

伯備建設株式会社 新見市 全国初の森林木の樹皮と間伐材を利用したベランダ緑化商品の研究開発

ヨイキゲン株式会社 総社市 トレハロースを使った、出荷規格外の地元生果物を利用したリキュール造り

吉河織物株式会社 井原市 ワインデニムの開発

新商品・新サービスの販路開拓支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：1,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社案山子屋 岡山市 「自然の葉の器」の販路開拓

株式会社妹島商店 真庭市 真庭特産青大豆キヨミドリ関連商品の販路開拓

合資会社多胡本家酒造場 津山市
岡山県の特徴ある地域産業資源(清水白桃、ニューピオーネ、ゆず、梅)を活用したリキュール美作お
めかしの販路開拓事業

つちや産業株式会社 倉敷市 防刃衣服（タクシードライバー向けベスト）の開発及び全国販売

株式会社哲多すずらん食品加工 新見市 『新見・岡山の地域資源を活用したプレミアムカレーと岡山県産米とのコラボレーション』

有限会社といち 津山市
桜さば寿司の全国展開事業  (観光資源である鶴山公園と郷土料理であるさば寿司を融合した商品の展
開)

利守酒造株式会社 赤磐市 地元産”雄町米”で製造した日本酒の新規販路開拓(海外)

ナカシマプロペラ株式会社 岡山市 「リフレクタープロダクトTASKELシリーズの販路開拓」

わかな合資会社 鏡野町
作州黒大豆を使用した加工品の全国展開事業（岡山県の特産物である黒大豆を加工した商品の事業展
開）



平成21年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率：4/5以内、助成限度額：16,000千円・昨年度採択テーマは12,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社化繊ノズル製作所 井原市 液滴分散系のためのマイクロリアクターシステムの開発

みのる産業株式会社 赤磐市 医療用バルーン型エアポンプの実用化研究

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社英田エンジニアリング 美作市 精密チューブミルラインの開発

協和ファインテック株式会社 岡山市 尿素モニタの商品化開発

倉敷ボーリング機工株式会社 倉敷市 軽合金（アルミニウム、マグネシウム）の利用を拡大する、自動車部品向け表面処理技術開発

ナカシマメディカル株式会社 岡山市 金属ナノ酸化層への光照射技術を利用した硬・軟組織親和性ミクロインプラントの開発

株式会社光システムズ 倉敷市 石油精製反応塔内触媒の回収・充填用ロボットの研究開発と実用化

地域の資源を活用した新事業展開の可能性研究支援事業（助成率：10/10以内、助成限度額：500千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社一文字 瀬戸内市
瀬戸内市の農林水産物を使った加工特産品ブランド「備前福岡の市」確立によるローカルマーケット
からの拡大研究

岡山県研究開発協同組合 岡山市 地域の資源である放熱エネルギーを電気に変える熱電変換モジュールの事業化可能性研究

岡山商工会議所「岡山食文化研究会」 岡山市 岡山県産果物を活用した新たな統一岡山ブランド製品の開発の研究

岡山セラミックス技術振興財団 備前市 産業副産物の情報・活用に係るプラットホームの構築

岡山マイクロリアクターネット 岡山市 岡山マイクロリアクターネット活動事業

華麗備前会 備前市 『備前カレー』（備前焼とカレーのコラボ）によるブランディング戦略のための研究会・勉強会

中国・四国繊維資材工業組合 倉敷市 畳縁の新用途の研究及び異業種連携による新商品開発

特定非営利活動法人TEC．ECO再生機構 岡山市 好適環境水を利用した閉鎖循環式陸上養殖システムによる中山間地における新事業の可能性の研究

みまさか商工会 美作市 勝英地域の地域資源である黒豆の新用途及び新商品の開発可能性の探求

商品化の開発、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アスコルバイオ研究所 岡山市
岡山県産の黒大豆に含まれるアントシアニンを安定・持続型ビタミンCを用いて抽出した食品素材・配
合製品およびその残渣黒大豆を有効利用した食品の開発

Ｅ＆Ｄテクノデザイン株式会社 岡山市 振動対策「複合WIB工法」のコアー材と高減衰中詰め材の製品化

株式会社浦上染料店 倉敷市 天然物を主原料とする地球に優しい製織用エコ型配合糊剤の開発と実用化

九州耐火煉瓦株式会社 備前市 超高温材料用Al(ｱﾙﾐ)-Si(ｼﾘｺﾝ)-C(ｶｰﾎﾞﾝ)系新規合成化合物の量産化技術の確立

合資会社多胡本家酒造場 津山市
岡山県の特徴ある地域産業資源（清水白桃、ニューピオーネ、ゆず、梅）を活用したリキュール美作
おめかしの使用済み原料を再利用した商品の研究開発

ナカシマプロペラ株式会社 岡山市 交通安全を付加価値とした高機能アパレル製品の開発

備前発条株式会社 岡山市 衝突ダメージを減らすヘッドレストの保持構造と工法の研究

株式会社みゆきやフジモト 岡山市 岡山県内に産する農産物（米、かぼちゃ、人参等）を練り込んだ新しいこんにゃくの開発

免疫分析研究センター株式会社 鏡野町 岡山県産品を利用した免疫賦活食品の開発

有限会社藍布屋 倉敷市 児島技術活用による新色相開発および染色技術の高度化と機能性合繊への展開

新商品・新サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

財団法人井笠地域地場産業振興センター 井原市 井原デニムによるジーンズ商品の販路開拓事業

倉敷スクールタイガー縫製株式会社 倉敷市 障がい者向けカスタマイズ衣料“プリムラカラー”の販路開拓

有限会社クラフト 倉敷市 地域産業クラスターへの音声メールサービスシステム「トークメール」の販売開拓

Gratura株式会社 津山市 椎茸栽培キットおよびレトルト加工食品の販路開拓

坂川建設鉱業株式会社 井原市 星の郷　美星より「星の薪」の販路開拓　～　足元にある森林資源を活用した官民連携事業　～

株式会社三愛 倉敷市 冷房ユニフォーム・ベスト等の販路開拓

つやま新産業創出機構 津山市 つやま夢みのり販路開拓事業

有限会社智久木材 岡山市 間伐材を使った「木製強化パネル」の販路開拓

株式会社レッドリバー 倉敷市 製造工程すべてに認証を受けたオーガニックコットン衣料の販路開拓



平成22年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率：4/5以内、助成限度額：16,000千円・昨年度採択テーマは12,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社化繊ノズル製作所 井原市 液滴分散系のためのマイクロリアクターシステムの開発

みのる産業株式会社 赤磐市 医療用バルーン型エアポンプの実用化研究

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

協和ファインテック株式会社 岡山市 尿素モニタの商品化開発

倉敷ボーリング機工株式会社 倉敷市 軽合金（アルミニウム、マグネシウム）の利用を拡大する、自動車部品向け表面処理技術開発

松陽産業株式会社 新見市 リチウムイオンキャパシタの能力向上に不可欠な銅箔のバリなしパンチングメタル試作開発

株式会社テクノ２１ 岡山市 二段羽根・二重回転子方式の新規な小型水力発電機の開発と実用化

ナカシマメディカル株式会社 岡山市 金属ナノ酸化層への光照射技術を利用した硬・軟組織親和性ミクロインプラントの開発

地域の資源を活用した新事業展開の可能性研究支援事業（助成率：10/10以内、助成限度額：500千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

岡山セラミックス技術振興財団 備前市 無機系産業副産物の有効活用先の探索事業

おかやまデミカツ丼応援隊 岡山市 「デミカツ丼」を活用した新製品・新サービスの研究とブランドの確立

商品化の開発、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

倉敷スクールタイガー縫製株式会社 倉敷市
・・・いつまでも元気で！と願う・・・子から親への想いを届けるプロジェクト（高齢者の体型変化
や身体機能低下に対応した衣服の研究開発）

セリオ株式会社 備前市 岡山県特産の黄ニラを中心とした軟白野菜の栽培システムの研究開発

萩原株式会社 倉敷市 「天然藺草・炭を混入した樹脂パイプを素材とし、畳表/花 の製織技術を活用した新商品開発」

備前発条株式会社 岡山市 軽量化アームレストの研究開発

備南染工株式会社 倉敷市 天然素材由来の発酵染料を使用した染色の量産技術の確立及びその製品を使用した商品企画開発

新商品・新サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社タケヤリ 倉敷市
地域産業資源である、綿帆布を活用したホームグッズの新製品の販路開拓。コンセプト「親子のふれ
合い」親子のスキンシップによって、ひとつのストーリーが生まれる雑貨。

有限会社辻建材 岡山市 家庭用壁材「チューブタイプ漆喰」の販路開拓

鶴田石材株式会社 笠岡市 北木石の有効活用と北木石製品の全国PR販売

株式会社ベティスミス 倉敷市
国産ジーンズ発祥の地　岡山県倉敷・児島で誕生した「倉敷オーダージーンズ」ブランドの新販路開
発

平成22年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円（2年目から7,500千円））
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

池田精工株式会社 鏡野町 衝撃液圧プレス法による純チタン製圧印義歯床の製造とその商品化

IKOMA ロボテック株式会社 津山市 接触式稲株センサーによる自律除草が可能な水田除草ロボットの開発

城南マイクロデバイス株式会社 和気町 信頼性が高く低温下で駆動する、低温用ＬＥＤ電源回路の開発

みのる化成株式会社 赤磐市 家庭用コージェネレーションシステムに用いるプラスチック製耐圧耐熱貯湯タンクの試作開発

事業可能性調査・検証支援事業（助成率：2/3以内（支援機関は10/10以内）、助成限度額：1,000千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

竹に学ぶ会 赤磐市 竹チップ・竹炭・かき殻を利用した肥料づくり

商品化の研究、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

昭成建設株式会社 高梁市 地元産米を使った米粉パン生地の冷凍化技術の確立

株式会社スズキ麺工 浅口市 カケバ機の操作・静音・衛生の向上のための研究・開発

谷尾食糧工業株式会社 和気町 岡山県産ピオーネ・白桃等の皮を食品用添加剤に加工し、それを活用した商品の研究開発

株式会社フレッシュグリーンズ 岡山市
植物工場（完全人工光型植物工型）によるレタス（葉菜類）栽培安定化の「栽培技術の研究」と「栽
培施設の研究」

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社コスモ情報システム 玉野市 ベッドスイッチコントローラの全国展開

合資会社多胡本家酒造場 津山市
岡山県の特徴ある地域産業資源（清水白桃・ニューピオーネ・ゆず・梅）を活用したリキュール美作
おめかしの使用済み原料を再利用した商品の販路開拓事業

つやま新産業創出機構 津山市 津山産小麦ふくほのかを使用した「津山餃子」の販路開拓

有限会社ｎａｐ 岡山市
展示会出展を通じた大手小売店・百貨店とのコラボレーション商品（別注・ダブルネーム）の企画・
製造

備前焼西蔵坊窯 瀬戸内市 現代感覚にマッチした新しい焼成「緋色備前」の普及と販路開拓



平成23年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円（2年目から7,500千円））
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アステア 総社市 燃料キャップレスフィラパイプの開発

コアテック株式会社 総社市 画像処理技術を応用した非破壊検査装置の開発

株式会社ティーアールエス 岡山市 新規なニッケルチタン合金製治療用ガイドワイヤーの開発

橋本義肢製作株式会社 岡山市 MR流体を応用した可変制御ダンパーの実用化

事業可能性調査・検証支援事業（助成率：2/3以内（支援機関は10/10以内）、助成限度額：1,000千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

啓和炉材株式会社 備前市 我が国における新しい米粉製麺技術の確立「鴨方ビーフンを学校給食へ」

商品化の研究、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

浅野産業株式会社 岡山市
シイタケ菌床栽培後の廃棄物から種々のきのこ栽培に有用な原材料と健康ドリンクを試作するための
研究開発

株式会社アマキ 倉敷市 灌水設備が不要な常緑キリン草による工場の折板屋根緑化システムの実証実験

Ｅ＆Ｄテクノデザイン株式会社 岡山市 戸健住宅地盤の液状化防止工法の開発

倉敷スクールタイガー縫製株式会社 倉敷市
子から母へ・・・　「感謝」と「想い」を込めて・・・・・（高齢者の体型変化や身体機能低下に対
応した衣服の研究開発～事業化に向けて）

新中野工業株式会社 岡山市 胴割れのない高品質な精米と効率化を実現した精米機の開発

ナカシマプロペラ株式会社 岡山市 複合材料のプロペラ製造方法に関する研究

備前発条株式会社 岡山市 車両用の軽量で実用的なオットマン装置の研究開発

三乗工業株式会社 総社市
自動車部品製造時に排出される端材を利用し、自動車用遮音・吸音技術を利用した「エンジン発電機
用、遮音・吸音ボックス」の開発

宮下酒造株式会社 岡山市
岡山県産の大麦を使用した吟醸酒のように丹念につくり、飲みやすく生地で楽しめる吟醸ウイスキー
の研究開発

ユアサシステム機器株式会社 岡山市 恒温室内で使用できる耐久試験機の開発

横山製網株式会社 瀬戸内市 牡蠣養殖用施肥具による養殖牡蠣の生産性向上とブランド化

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社ベティスミス 倉敷市
あまり布を使ったデニム小物(ECO BETTY)、レディースジーンズ(Betty Smith)、倉敷オーダージーン
ズの海外の販路開拓

有限会社まるみ麹本店 総社市 米麹を原料とした甘味料の用途開発および販路開拓

平成23年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：10,000千円（2年目から7,500千円））
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

ダイヤ工業株式会社 岡山市 効果的なリハビリテーションを可能とする人に優しいスプリント装具の開発

株式会社戸田レーシング 倉敷市 回生率の測定可能な専用電源不要の車載用モータの性能評価試験機の開発

商品化の研究、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

内山工業株式会社 岡山市 ＨＥＶ／ＥＶモーター用の小型・高精度回転角度センサーの開発

岡山県新規需要米生麺協同組合 和気町 我が国における新しい米粉製麺技術の研究開発「鴨方ビーフンを学校給食へ」

水菱プラスチック株式会社 倉敷市 CFPR製自動車用パネルの射出成形による量産技術および簡易評価法の確立

大紀産業株式会社 岡山市 環境に優しく、省エネルギー対応の大型電気乾燥機の商品開発

商品・サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

elims　life　net 岡山市 岡山県備前地方のいちじくを加工した商品の販路開拓について

オカネツ工業株式会社 岡山市 バッテリー式小型耕うん機の販路開拓

菊池酒造株式会社 倉敷市
農薬・肥料・除草剤を使わず岡山の豊かな自然環境のもとで育った木村式自然栽培米で醸した「奇跡
のお酒」の販路開拓

株式会社タケヤリ 倉敷市
ハードな質感と帆布独特の存在感を放ち、使うほどに味わいが増して何十年経ってもへたれない極厚
キャンバスバッグ

株式会社ビークル 岡山市 バイオナノカプセルを用いた各種研究用製品の販路開拓

有限会社ミズタニ 井原市
井原市の線維生地メーカーと連携した驚きの仕掛けがあるアメカジブランド「ＢＬＵＥ　ＴＲＩＣＫ
（ブルートリック）」の販路開拓



平成24年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率：4/5以内、助成限度額：総額30,000千円（1年間の経費上限は20,000千円））
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社ナノ・キューブ・ジャパン 岡山市 りん含有すず酸化物透明ナノコロイドゾルの導電性強化と量産プロセスの開発

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：20,000千円（1年間の経費上限は15,000千円））
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

品川ファインセラミックス株式会社 備前市 自動車部品製造用耐熱セラミックス材料の開発

ヒルタ工業株式会社 総社市 自動車シャシー部品の次世代閉断面構造化

商品化の研究、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

備前発条株式会社 岡山市 車両用シートの高さを調整するロータリーブレーキ装置の研究開発

商品・サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

ダイヤ工業株式会社 岡山市
「医療大国ドイツにて、運動器疾患に悩む人々の快適な生活を支援するための、肌着感覚で装着でき
る人工筋サポーターの市場開拓」

つやま新産業創出機構 津山市 津山産小麦の産地形成プロジェクトによる開発商品の販路開拓支援事業

株式会社happyholiday 倉敷市
「リユース（再正）」素材を使い、倉敷市児島地区で多種多様な加工をして生まれたリメイク商品の
本格的な販路開拓支援事業

三乗工業株式会社 総社市 「エンジン発電機用、遮音・吸音ボックス」の販路開拓

平成24年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率：4/5以内、助成限度額：総額30,000千円（1年間の経費上限は20,000千円））
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社本山合金製作所 津山市 磁性メソポーラス炭素による放射性物質の除染技術の開発

重点分野育成支援事業（助成率：2/3以内、助成限度額：20,000千円（1年間の経費上限は15,000千円））
助成事業者 所在地 実施テーマ

丸五ゴム工業株式会社 倉敷市 軽量で高耐熱、高耐薬品性のインタークーラパイプの開発

事業可能性調査・検証支援事業（助成率：2/3以内（支援機関は10/10以内）、助成限度額：1,000千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

山陽施設工業株式会社 岡山市 生海苔採取後の乾燥海苔の製造工程における海苔品質の維持・向上の可能性調査・検証事業

商品化の研究、試作支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：3,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アステア 総社市 新形シャットオフバルブの開発

株式会社ウェルパートナーズ 岡山市 新タイプ手動式移乗＆移動用介護リフトの開発

株式会社さつき屋 新見市 新見産白小豆を使った「ヘルシーようかん」の開発研究

東洋繊維興業株式会社 津山市 いつでも・どこでもできる簡便な、筋力増強・柔軟性向上トレーニングツールの研究開発

日本綿布株式会社 井原市 『スーパーストレッチデニム』の高付加価値化・製品化に向けた試作開発事業

商品・サービスの販路開拓支援事業（助成率：1/2以内、助成限度額：1,000千円・団体2,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社島のこし 笠岡市
瀬戸内海笠岡諸島の新鮮な魚の旨みを凝縮した特殊製法「灰干し」でつくった「とっと干し」の販路
開拓

有限会社ｎａｐ 吉備中央町 中山間地域から世界にオリジナルハンドメイド商品を発信する新ブランド戦略の実施

平成25年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アイテック・ツリタニ 津山市
自動車、携帯電話、ゲーム機等に搭載される超小型水晶振動子のパッケージに用いる次世代型貫通電
極付ガラス基板の開発

株式会社日本ステントテクノロジー 岡山市 シロリムスを応用した先行商品を凌駕する純国産薬剤溶出制御型ステントの創製

株式会社ホーク・ビジョン 岡山市
高度生殖医療用リアルタイムロボティクス制御によるインテリジェント・バイオビジュアルサーボ顕
微鏡システムの開発

商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

宇野工業株式会社 玉野市 二相系ステンレス鋼製ベローズの開発

株式会社タケヤリ 倉敷市 色落ちを防ぎ、芯まで染まりやすい新開発の綿帆布

備前発条株式会社 岡山市 自動車シート等で使用される設計対応性に優れたダンパーの開発

株式会社藤原製作所 井原市 カーボン(ガラス)繊維強化プラスチックを使用した工作機械用主軸の開発

みのる産業株式会社 赤磐市 上肢作業の負荷を低減するための農業アシストスーツの開発

モリマシナリー株式会社 赤磐市 リングダイ自動穴抜装置の開発

ユアサシステム機器株式会社 岡山市 クラックシャフトラッピング加工装置における加工部交換アタッチメント化の開発

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社イマガワ 津山市 美作材を活用した高級住宅向けの建具の大都市圏での販路開拓

株式会社ヤマサキ 岡山市 美作材を原材料としたベビーベッドの開発及び販路開拓



平成25年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率4/5　助成限度額30,000千円 ※1年間の上限20,000千円 助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社アステア 総社市
ホットプレス工法における安価で自由度の高い部分非焼入れ技術開発および本技術を活用した自動車
ボディ骨格部品の最適構造開発

重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社共立精機 総社市 シートベルト部品（リングギア）の冷間鍛造による無切削工法開発

事業可能性調査・検証支援事業（助成率2/3　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

有限会社奥津荘 鏡野町 温泉を飲泉また化粧品として活用した場合の科学的人体へのメリットの可能性を調査及び検証

株式会社コスミック・ガーデン 岡山市 健康増進に寄与する住環境の構築－自社開発内装材の生態影響評価

三宝産業株式会社 岡山市 芽力における特定保健用食品としての認定可能性の調査・検証

商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

オーエヌ工業株式会社 津山市 安全・簡単に施工できる拡管式冷媒用ステンレス継手の開発

タケシンパッケージ株式会社 倉敷市 不織布及びフェルト製立体成形防音・吸音ボードの研究開発

ワタナベ工業株式会社 倉敷市 防虫機能をもつ日除け（すだれ他）の人体への影響と安全性の試験及び継時変化における効果試験

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

ダイヤ工業株式会社 岡山市 骨盤に着目した姿勢サポートウエアを健康志向が高まるドイツを含むヨーロッパでの市場開拓

有限会社nap 吉備中央町
ハンドクラフト地域資源とのコラボレーション及び海外有名デザイナー・ショップとのダブルネーム
推進強化による海外販路拡大事業

ノマディックバイオサイエンス株式会社 岡山市 抗体医薬品精製用プロテインAレジンByzen Proの海外販路開拓

株式会社光畑製作所 岡山市 航空機・自動車関連メーカー企業向け自社製卓上精密旋盤（L-6000D)等の販路拡大

美作そうめん山本 和気町 ハート麺ギフトパッケージの作成及び販路開拓

平成26年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率4/5　助成限度額30,000千円 ※1年間の上限20,000千円 助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

日本オリーブ株式会社 瀬戸内市 微生物変換による未利用資源オリーブ葉からの高機能性素材の開発

重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

オーエム産業株式会社 岡山市 ＨＶ/ＥＶ/ＰＨＶ向けコネクタ端子への次世代高速部分硬質銀めっきの開発

株式会社英田エンジニアリング 美作市
長尺部材の生産性向上・不良ゼロを目指す、オンライン自動検査・矯正システムを備えた「不良ゼロ
冷間ロール成形システム」の開発

タツモ株式会社 井原市
自動車・航空機・医療機器用高密度多層プリント基板の高温基板検査装置開発。（故障“０”を担保する高温環境
下での高精度アライメント装置を備えたプリント基板検査装置と狭ピッチ検査治具の開発）

事業可能性調査・検証支援事業（助成率2/3　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社ダイキフーズ 岡山市
特定期間に収穫される鮮度野菜を乾燥させることによる健康食品（栄養機能食品、特定保健用食品）
の適用への可能性調査

商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

カモ井加工紙株式会社 倉敷市 新開発（ＵＶ硬化型）粘着剤･剥離剤によるｍｔテープ商品力強化

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

髙田織物株式会社 倉敷市
岡山県倉敷市で全国８０％の製造をしている畳縁（細幅織物）と畳縁を使用した製品の市場開拓と海
外販路開拓、そして地域資源をＰＲする事で地域観光へ結び付ける

平成26年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

研究シーズ活用型支援事業（助成率4/5　助成限度額30,000千円 ※1年間の上限20,000千円 助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

ダイヤ工業株式会社 岡山市 空気圧ゴム人工筋を搭載した歩行用パワーアシストウェアの研究開発

テスラム株式会社 和気町 絶縁性に優れる高放熱樹脂材料と放熱部品の基盤技術の開発

重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

大宮工業株式会社 笠岡市 ＭＥＭＳセンサー用高精度エキスパンド装置の開発

株式会社ティーアールエス 岡山市 新規ダイレクトコーティング法による操作性に優れた極細径ガイドワイヤの開発

ヒルタ工業株式会社 笠岡市 自動車用電気式パーキングブレーキ装置の開発

株式会社フジコー 浅口市
超省エネ工法により製造した自動車鋼板用熱間圧延ワークロールの軸接合部のミクロ的品質検査技術
の開発

商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ 倉敷市
バイクを楽しむ方に向けた、運転時のはき心地と安全、ファッション性を追求したライダース・ジー
ンズの開発

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

リバティーブライト 岡山市 ペットの食事管理に対応する特別療法食に対応した（プレミアムおやつ）の販路開拓事業



平成27年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

ミクロものづくり分野研究シーズ活用型支援事業（助成率4/5　助成限度額30,000千円 ※1年間の上限20,000千円 助成期間24ヵ月以内）
助成事業者 所在地 実施テーマ

中国精油株式会社 岡山市
蓄熱材として需要拡大が見込まれるパラフィンをバイオマス原料にナノ粒子触媒を作用させることで
高回収率・高選択性を実現する製造法を開発する。

ミクロものづくり分野　重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社川上鉄工所 総社市
コバルト-クロム合金の熱間型打ち鍛造における加工率と再結晶の高精度制御による高信頼性人工股関
節製造技術の開発

モリマシナリー株式会社 赤磐市 医薬品の製造現場における絶対品質を確保する、打錠金型情報管理装置の開発

株式会社ラピート 岡山市
熱可塑性ガラス繊維強化複合材料及び熱可塑性炭素繊維強化複合材料による軽量且つ高精度一体成形
タイヤホイールの開発

事業可能性調査・検証支援事業（助成率2/3　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

有限会社長尾コーポレーション 瀬戸内市 バイオ強酸水の産業的利用と事業化に向けた調査・検証

株式会社みゆきやフジモト 岡山市 味噌等から分離した機能性乳酸菌を添加したこんにゃく・味噌加工品開発の可能性調査

地域産業資源活用　商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

一般財団法人岡山セラミックス技術振興財
団

備前市
耐火物を中心とする高温材料の新評価法の確立
－使用後耐火物の解析データ蓄積と熱膨張応力測定法の確立－

株式会社半鐘屋 津山市 岡山県産「きびだんご」「雑穀だんご」の開発、及び冷凍技術の確立とミックス粉の開発

商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社共立精機 総社市
乗せて傾けるだけ！プロジェクターやノートPC作業の問題解決が出来る「可変式スタンド」の販路拡
大、販売店獲得プラン

株式会社タケヤリ 倉敷市
厚手の帆布を使用した自社ブランドバッグを日本全国に向けて発信、展開及びネット社会におけるオ
ンラインストアの充実による販路開拓。

タマデン工業株式会社 玉野市
楽しく組込み制御技術が習得できる自動姿勢制御自転車教材の販路開拓を行うことで、ものづくり日
本の復権に貢献します。

平成27年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社ナノ・キューブ・ジャパン 岡山市 歯科用向け新材料ジルコニア透明ナノコロイドの量産プロセスの開発

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社英田エンジニアリング 赤磐市
多孔扁平管向け冷間ロール成形機における低コストで100m/minの高速成型に対応可能な走行切断機の
開発

片山工業株式会社 井原市 「軽量化」と「高耐食性」を両立する革新的自動車用ドアサッシュの開発

助成事業者 所在地 実施テーマ

THE BACK WATER 総社市 釣りの機能とファッション性を満たすネオビンテージ・ジーンズのブランドの開発と提供

助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社アーリーモーニング 新見市 世界に通用する紅茶としてのブランド力強化と首都圏域における販路の拡大・強化

平成28年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　前期　助成事業者一覧

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

コアテック株式会社 総社市 量産化を目指した小型／軽量パッケージング・レイアウトによる超小型モビリティの試作・開発

株式会社新興製作所 津山市 製品ダメージ極小と最薄化の太陽電池用ウエハ固定切断の世界最先端加工技術の研究開発

株式会社ニッカリ 岡山市
歩行の負担並びに荷役作業時の腰の負担を軽減する、電動パワーマルチアシストスーツ商品化に向け
た専用モータと高機能フレームの開発

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アステア 総社市 ディーゼル車のNOX排出量削減に資する尿素水タンク用キャップの開発

正織興業株式会社 倉敷市
岡山県産の布を使用して作る、表面や断面にカラフルな意匠性を有する積層材と、その特徴を活かし
た商品の研究開発

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

三乗工業株式会社 総社市 「工場設備用、遮音・吸音パネル」の販路開拓

ユアサシステム機器株式会社 岡山市 フレキシブルデバイス恒温恒湿環境耐久試験システムの販路拡大

地域産業資源活用　商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）

ミクロものづくり分野研究シーズ活用型支援事業（助成率4/5　助成限度額30,000千円 ※1年間の上限20,000千円 助成期間24ヵ月以内）

ミクロものづくり分野　重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間24ヵ月以内）

地域産業資源活用　商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間24ヵ月以内）

地域産業資源活用　商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）

ミクロものづくり分野　重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額20,000千円 ※1年間の上限15,000千円　助成期間18ヵ月以内）

地域産業資源活用　商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間18ヵ月以内）



平成28年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　後期　助成事業者一覧

助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社エリス 岡山市
水力発電所放流水を利用した低落差・低流量における重力式開放型クロスフロー水力発電システムの
水車羽根形状の最適化及び、水車羽根直前の注水口部分の形状の最適化

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

倉敷ボーリング機工株式会社 倉敷市 半導体製造装置の安定操業を可能にする高精度、高信頼性の金属溶射成膜技術の確立

山陽電研株式会社 岡山市 当社配電盤に対応する非常用発電用の高効率バッテリーチャージャー開発による新たな市場開拓

助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

オーティス株式会社 真庭市
自社開発メタルフィルムガスケット（MEYFIT）の医用ディスプレイ機器活用で事業領域の拡大を目指
す。

株式会社タケヤリ 倉敷市
タケヤリの独自性にこだわった生地に、発色性やエンボス加工などを施し帆布の域を超えた商品作り
を行い海外進出へ

ハイロック 倉敷市
バイクを楽しむ方に向けた運転時の快適さと安全性、ファッション性を追求したライダーズ・ジーン
ズのセミオーダーシステムの提供

平成29年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発　一般型（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社アステア 総社市 軽自動車ニーズに特化した安価で信頼性の高いキャップレス給油口の開発

ハリキ精工株式会社 美咲町 高度な金属加工技術を駆使した革新的超音波内視鏡下穿刺針の開発

ヒルタ工業株式会社 笠岡市 ＣＦＲＰを活用した自動車用ブレーキペダル、サスアーム、コラム等のシャシー部品の研究開発

株式会社メディテックジャパン 岡山市 酸化エチレンガス減菌器の廃ガス小型処理装置（加水分解方式）の開発

株式会社ようび 西粟倉村 美作材の枝葉利用によるアロマ抽出と商品化の研究開発

新技術・新製品の研究開発　小規模型（助成率1/2　助成限度額2,500千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

クロキ株式会社 井原市 世界初、一重織り40オンスのヘビーオンスデニムの研究開発

大紀産業株式会社 岡山市 海外輸出を視野に入れた、日本初の、かつ最大の電気乾燥機240kgタイプの新製品開発

中国精油株式会社 岡山市 マカダミアナッツオイルの精製

株式会社ベルコム 岡山市
量産化を目指した魚眼レンズフルハイビジョン防犯カメラへの効率的な赤外線ＬＥＤ搭載の為のオリ
ジナル筐体の試作・開発

商品、サービスの販路開拓（助成率1/2　助成限度額1,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

Ｅ＆Ｄテクノデザイン株式会社 岡山市 地震防災への戸建住宅の液状化対策と安全基礎工法

オカネツ工業株式会社 岡山市 世界初！サスペンション機能を採用したエンジン式小型耕うん機の商品化で販路開拓

株式会社サンラヴィアン 里庄町 岡山ブランド果実と牛乳を使用したカステラの海外販路開拓

ＴＣＢ株式会社 倉敷市 独自の縫製技術を活かしたグローバルニッチな自社デニムブランドの海外販路開拓

株式会社ＷＨＯＶＡＬ 倉敷市
独自のデニム加工技術を活かした新自社ブランド「BLUE SAKURA」の海外進出に向けた、国内販促活動
及びブランディング

株式会社ラインズオカヤマ 備前市 備前の耐火煉瓦と屋根部分に備前焼陶片を並べた移動式備前ピザ窯の販路開拓事業

平成30年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　一次　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発　一般型（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社ニッカリ 岡山市
反復的な腕上げ作業を支援する上肢アシスト装置商品化に向けた、非電動型トルクジェネレータおよ
びフレキシブルフレームの開発

株式会社ハル技術研究所　【EV関連】 岡山市 デフケースの小型化・軽量化によるEVシフトに向けた、全球面デフケース複合加工機の研究開発

モリマシナリー株式会社 赤磐市 工作機械用切削工具、自動保管・管理装置の開発

新技術・新製品の研究開発　小規模型（助成率1/2　助成限度額2,500千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社英田エンジニアリング 美作市 安心・安全で利便性の高いコインパーキング関連機器の研究開発

株式会社ジャパンブルー 倉敷市
SHIN・DENIM の異業種に向けた用途拡大
デニム織物・デニム製品を衣料以外に向けた研究開発

平成30年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　二次　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発　一般型（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社共立精機 総社市 打倒アルミ製スタビライザーリンク、スチールを使って重量で迫りコストで引き離す。

みのる化成株式会社 赤磐市 住宅設備機器及び自動車関連向け、金属製水系配管代替用耐圧耐熱耐腐食樹脂パイプの開発

ミクロものづくり分野　重点分野育成支援事業（助成率2/3　助成限度額15,000千円　助成期間12ヵ月以内）

地域産業資源活用　商品化の研究、試作支援事業（助成率1/2　助成限度額3,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）

地域産業資源活用　商品、サービスの販路開拓支援事業（助成率1/2　助成限度額1,000千円/年　助成期間12ヵ月以内）



令和元年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発　一般型（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

オーエム機器株式会社 総社市
建築業界の施工従事者の高齢化、人手不足の解消を目的としたフリーアクセスフロア施工ロボットの
研究・開発

共和機械株式会社 津山市 卵パック詰み付け装置の開発

マックエンジニアリング株式会社 倉敷市
マイクロリアクターを用いた医薬品の連続フロー合成化を阻む析出・抽出・分離工程を可能とする新
規フロー合成装置の開発

みのる化成株式会社　【EV関連】 赤磐市 次世代自動車に貢献する吸音機能を持った自動車用高機能空調ダクトの開発

モリマシナリー株式会社　【EV関連】 赤磐市 EV・FCVの軽量化に貢献する極薄板ロール成形技術の確立

新技術・新製品の研究開発　小規模型（助成率1/2　助成限度額2,500千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

株式会社大島屋 倉敷市
倉敷市の伝統工芸である、い草製品に新たな可能性の付与
蚊を寄せ付けない、い草・ポリプロ敷物の開発・研究

令和２年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発　一般型（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

オーエム産業株式会社 岡山市 表面処理による緑内障手術練習用モジュールセンサの開発

海洋建設株式会社 倉敷市 岡山県産のカキの貝殻を有効活用した、クエ種苗の放流受け皿となる「放流保護育成礁」の開発

帝人メディカルテクノロジー株式会社 岡山市 低侵襲でかつ装着性に優れた臓器断端処理医療機器の実用化研究

株式会社日進機械 岡山市 耐火物における超高速加熱技術による接触角測定装置の開発と高温特性の多機能評価技術の確立

株式会社藤岡エンジニアリング【EV関連】 真庭市 ＥＶ軽量化のための高熱伝導性マグネシウム合金射出成形材の開発と事業可能性実証

丸五ゴム工業株式会社　【EV関連】 倉敷市 静粛性の高いＥＶ向けに高周波振動まで対応したモーターマウントの開発

新技術・新製品の研究開発　小規模型（助成率1/2　助成限度額2,500千円）
助成事業者 所在地 実施テーマ

山陽クレー工業株式会社 備前市 瀬戸内産カキ殻微粉末「吉備胡粉」のクライミング用滑り止めチョークへの活用に向けた研究開発

大紀産業株式会社 岡山市 海外輸出を視野に入れた、食品乾燥機の操作性改善及び付加価値向上に向けた製品化研究

令和３年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　一次　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

株式会社英田エンジニアリング 美作市 低騒音・高生産性を実現し、かつ設備不良を未然に防止する小型サーボ式プレス機の研究開発

株式会社おかやまバイオマス化学研究所
【EV関連】

岡山市 耐熱化リグノセルロースナノファイバーの開発（EV用エンジニアリングプラスチックへの応用）

中国精油株式会社 岡山市 マカダミアナッツ機能性成分の食用油化

株式会社中原製作所 岡山市 機械加工の高効率化を実現する熟練技能を有した加工スケジューリングシステムの開発

株式会社ニッコーテック 倉敷市 新しい術式を実現する内視鏡外科手術に用いる高機能、高剛性を有する高度屈曲鉗子の開発

モリマシナリー株式会社 赤磐市 リグノセルロースナノファイバーを使った新規機能材料の開発

ユアサシステム機器株式会社 岡山市 e-テキスタイルの耐洗濯性試験システムの商品化

令和３年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　二次　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

井原精機株式会社　【EV関連】 笠岡市
自動車のＥＶ化に伴い磁性材料製品のニーズが高くなる中、新素材磁性材料によるe-Axle構成部品の
加工性評価及び工法開発

水菱プラスチック株式会社　【EV関連】 倉敷市 自動車軽量化・高剛性化のための発泡ドアトリム成形加工技術の開発

令和４年度　きらめき岡山創成ファンド支援事業　助成事業者一覧

新技術・新製品の研究開発（助成率2/3　助成限度額20,000千円）
助成事業者（五十音順） 所在地 実施テーマ

エスタカヤ電子工業株式会社 里庄町 ミリ波レーダーによる、検知範囲の広角化に適した、レーダードームの開発

海洋建設株式会社 倉敷市
水産資源の回復や生物生息環境改善を目的とした、プラスチック不使用の貝殻魚礁および貝殻マット
の開発

セイショク株式会社 倉敷市
活用されていない布資源をアップサイクルする新素材NUNOUS （ニューノス）の用途拡大に向けた付加
価値の研究開発

ナカシマプロペラ株式会社 岡山市 瀬戸内で採取したローカル酵母の研究と、SDGs 達成に向けた循環型クラフトビール醸造への応用

鳴本石材株式会社 笠岡市
日本特有の墓石文字彫刻の品格を伝承し石材業界を牽引する墓石文字彫刻自動化に資する加工工法の
研究開発

日進ゴム株式会社 岡山市
SDGs に対応した学校シューズ、ソール（靴底）の国産化に向けた、ソール材料の研究開発とシューズ
の試作開発

株式会社フジワラテクノアート 岡山市 脱炭素社会の実現に向け、原料を蒸煮する設備におけるエネルギー使用量を削減する機器の研究開発

ユーサン精密株式会社【ＥＶ関連】 吉備中央町
ＥＶ車載駆動用モーターのモーターコア用金型に関する安価で短納期な製造方法及び既存工法にとら
われない設計、製作の研究開発



グリーン成長研究開発プロジェクト創成事業について 

事業 

概要

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、成長が期待される「洋上風力・太陽

光・地熱」、「半導体・情報通信」などのグリーン成長分野への県内企業の参入と

市場獲得を支援します。 

 ※本事業の対象分野は、令和４年度まで実施していた次世代産業育成事業（ポストコロナ

次世代産業研究開発事業費補助金）の対象分野を含みます。 

  カーボンニュートラルの実現に向けて行うグリーン成長分野における共同研究開発 

事業に対して、経費の一部を補助することにより資金面での支援を行います。 

１ 補助対象事業 

グリーン成長分野*における事業化を目指した脱炭素化に資する研究開発事業 

*グリーン成長分野：成長が期待される次の分野 

「洋上風力・太陽光・地熱」、「水素・燃料アンモニア」、「自動車・蓄電池」 

「半導体・情報通信」、「食料・農林水産業」

＜「洋上風力・太陽光・地熱」関連分野の主な例示＞ 

・太陽電池（シリコン、有機、ペロブスカイト等）の開発、関連部材開発、リサイクル技術 

・風力発電関連技術、関連部材開発 

 ・地熱発電関連技術、関連部材開発 

  ＜「水素・燃料アンモニア」関連分野の主な例示＞ 

 ・水素・燃料アンモニアに関わる配管や貯蔵等のインフラ関連技術、燃料電池関連技術・部材

＜「自動車・蓄電池」関連分野の主な例示＞  

・安全運転支援や自動走行に関わる技術、自動車電動化関連部材・技術 

・リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、全固体電池等の関連部材開発、リサイクル技術 

＜「半導体・情報通信」関連分野の主な例示＞ 

・機器の省エネを実現する SiC、GaN 等のパワーデバイス素子、関連部材開発 

・AI による音声・画像認識、データ解析等に関わる技術開発 

・IoT を活用したハード、ソフト、通信、データ解析等に関わる技術開発 

＜「食料・農林水産業」関連分野の主な例示＞ 

・食品製造システムの自動化、食品ロス低減に関わる技術 

・農業機械等の自動化・電動化、木材由来新素材開発 

※該当分野についての詳細は、別途お問い合わせください。 

グリーン成長研究開発プロジェクト創成事業

 グリーン成長分野（参考）※



＜補助対象者＞ 

 ・中小企業者（製造業に属する事業を主たる事業として営む場合） 

    本店所在地が県内の場合 

     資本金の額又は出資の総額      5 億円未満の会社 

      若しくは常時使用する従業員数 500 人以下の会社及び個人 

   本店所在地が県外の場合 

     資本金の額又は出資の総額     3 億円以下の会社 

     若しくは常時使用する従業員数 300 人以下の会社及び個人 

  ・中小企業者の団体 

     事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合 

＜補助額等＞ 

  ・試行研究（新技術・新製品の事業化に向けた準備段階の研究開発） 

   中小企業者等が大学等又は他の事業者と行う共同研究開発に対して、 

補助対象経費合計額の 4/5 以内、200 万円を上限として補助 

 ・本格研究（新技術・新製品の事業化に向けた本格的な研究） 

   中小企業者等が大学等又は他の事業者と行う共同研究開発に対して、 

補助対象経費合計額の 2/3 以内、1,000 万円を上限として補助 

２ 補助対象経費 

 ・人件費、旅費、原材料費、機械装置費、工具・器具費、先行技術調査費、 

  共同研究費、技術指導受入費、外注費、販路開拓費（本格研究のみ）

３ 今後のスケジュール（予定） 

  令和５年 ４月 公募開始 ※県ＨＰ等で公表予定 

           ５月 審査委員会 

       ６月 事業者決定（事業開始） 

４ コーディネータによる支援 

   コーディネータによる共同研究先の相談、補助金申請の支援、研究開発及び 

事業化に向けた支援を実施 

５ 問い合わせ先 

  岡山県 産業労働部 産業振興課 イノベーション推進班 TEL 086-226-7380 

  （公財）岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 TEL 086-286-9651

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 



５Ｇ活用促進事業 

概要

IoT 時代の重要な通信基盤である第５世代移動通信システム（５Ｇ）につい

て、通信事業者（ＮＴＴドコモ）と連携し、５Ｇが利用できる環境の提供や、

５Ｇに関するセミナー等の開催を通じた普及啓発、５Ｇを活用した課題解決等

に取り組む企業への伴走支援等を実施するとともに、５Ｇを活用した企業の

IoT 等の研究開発等について支援します。 

１ 概 要 

岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ＯＲＩＣ）内に県内の中小企業

等が容易に５Ｇやクラウド等を利用できるオープンラボを整備しています。 

２ 所 在 地 

岡山市北区芳賀５３０３（ＯＲＩＣ内研究室（大）約 50 ㎡ １室） 

３ 利用対象者 

５Ｇを活用した IoT 技術等の研究開発又は実証実験等を行う県内企業等 

４ 設 備 等 

・５Ｇアンテナ一体型送受信装置（ミリ波 28GHz） 

・docomo MEC を利用した専用端末間通信環境（P2P 通信）及びクラウドに接続する

５Ｇ回線と５Ｇルータを利用可能 

・通信事業者の協力による事前相談や技術的助言、５Ｇ関係機器の貸出（有償の場

合あり）等の支援を受けることができます。 

・ラボ内に 50 インチ液晶ディスプレイ、会議用テーブル等の物品を設置 

５ 利用条件等

・利用料金：月額 30,727 円 ＋ 高熱水費（実費） 

      ※ＯＲＩＣの指定管理者が定める減免措置後の金額です。 

      ※利用内容等により別途費用が生じる場合があります。 

・利用期間：１カ月単位（最長３カ月） 

※月の初日から末日まで 

（１カ月未満の利用も可能ですが、月額料金が必要になります。） 

６ 利用手順 

７ 問い合わせ先 

・岡山県産業労働部産業振興課 イノベーション推進班  TEL 086-226-7380 

・株式会社ＮＴＴドコモ 中国支社 岡山支店 法人営業部 

＜５Ｇオープンラボ・サポートデスク＞ 

E-Mail okayama5g-tech-support-ml@nttdocomo.com 

   ※詳細は県ホームページをご覧ください。 

おかやま５Ｇオープンラボ https://www.pref.okayama.jp/page/775399.html 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。

おかやま５Ｇオープンラボ 

①事前相談 ②利用申請 ③事業審査 ④事前説明 ⑤利用開始



１ 補助事業の内容 

   「高速・大容量」「低遅延」「多数同時接続」を特徴とする５Ｇを活用した IoT 等の研

究開発等（精密画像診断、遠隔操作、工場センサー監視等）を行う企業に対して、研

究開発又は当該研究開発を行うために必要となる実証実験、試作研究等の経費の一部

を補助するもの。 

＜対象事業者＞ 

    中小企業者（製造業、建設業、サービス業、小売業、ソフトウェア業、情報処理サ

ービス業 等）※研究開発の拠点が県内であること 

    （例）製造業の場合 

        ・本店所在地が県内の場合 

         資本金の額又は出資の総額      5 億円未満の会社 

          若しくは常時使用する従業員数 500 人以下の会社 

       ・本店所在地が県外の場合 

         資本金の額又は出資の総額     3 億円以下の会社 

         若しくは常時使用する従業員数 300 人以下の会社 

＜補助対象経費＞ 

 原材料費、機械装置費、工具・器具費、外注費、技術指導受入費、共同研究費、 

その他経費 ※消費税等を除く 

＜補助率等＞ 

    補助対象経費合計額の２分の１以内 ※補助上限額 100 万円 

２ 今後のスケジュール（予定） 

    令和５年４月～ 公募開始 ※県ホームページ等で公表予定 

３ 問い合わせ先 

    岡山県産業労働部産業振興課 イノベーション推進班  TEL 086-226-7380 

事業の内容（予定） 

  ５Ｇを活用した課題解決や生産性向上、製品・サービスの創出等を検討中の県内中小企

業を対象に、導入計画の策定や、実証に必要となる機器・サービス等のレンタル、専門

家の派遣、実証実施及びその評価などの５Ｇ技術の導入に向けた伴走支援を行うもの。 

＜対象事業者＞ 

 岡山県内の中小企業のうち、５Ｇ及び関連ソリューション等を活用した課題解決、生

産性向上等を検討中の企業 （※２社程度） 

    ※中小企業者の定義は「５Ｇ活用研究開発等支援補助金」と同一 

    ※既に５Ｇの導入等の取組を始めており、拡大等を検討している企業も対象となり

ます。 

  ＜事業説明等＞ 

   本事業の説明会及び支援を希望する企業の募集を令和５年度に行う予定です。 

   説明会日時、申込み方法等の詳細は、県ホームページ等においてお知らせします。 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。

５Ｇ活用研究開発等支援補助金 

５Ｇ技術等活用トライアル



地域ミニエコタウン事業 

～循環型社会形成推進の取組を支援します～

「岡山県循環型社会形成推進条例」第 29条の規定に基づき、循環型社会の形成を推進すると認

められる先進的なリサイクル関係施設などの整備「施設整備事業」や、新たなリサイクル技術の

開発「技術開発等ソフト事業」などに対して、申請に基づき専門家等からなる『資源循環推進事

業承認審査委員会』において厳正な審査のうえ、「岡山県資源循環推進事業」として承認します。 

◇ 対象者 

   県内に事業所を有する民間事業者 

◇ 承認の主なポイント 

① 従来の技術、システムと比べて新規性・モデル性があること 

② 安全性の確保や環境の保全に配慮されていること 

③ 廃棄物処理上の課題克服につながる必要性があり、環境への負荷の低減について大き

な効果があること 

④ 確実な実施が見込まれること（資金、技術力、能力など） 

◇ 承認申請についてのご相談窓口 

   公益財団法人岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 研究開発支援課（担当：竹内） 

    ＴＥＬ ０８６－２８６－９６５２

    ＦＡＸ ０８６－２８６－９６７６

    E-mail stake@optic.or.jp  

    ＵＲＬ https://bnet-okayama.jp/support/support_1 

※申請様式は上記ホームページからダウンロードできます

当該事業の円滑な実施を支援し、循環型社会の形成の推進および地域における環境産業の振興

を目指すため、予算の範囲内で承認事業の経費の一部を補助します。 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 

注）整備しようとする施設、開発しようとする技術等は、申請者自らの取組に

 よるものであることが必要です！！

他社が開発した技術・設備を単に導入・購入するだけ、あるいはライセンス

 を取得して実施するだけでは対象になりません。

「循環型社会形成推進モデル事業施設整備費補助金」及び 

「循環型社会形成推進モデル事業技術開発事業費等補助金」 

「岡山県資源循環推進事業」の承認 



施設整備事業「循環型社会形成推進モデル事業施設整備費補助金」

対象事業 対象施設 補助対象経費 補助率 補助上限額 

岡山県資源循環推進

事業のうち条例施行

規則第９条第１項第

１号に定める事業

（地域産業において

蓄積された技術等を

活用して原材料等が

廃棄物等となること

の抑制又は循環資源

の循環的な利用を推

進する施設の整備を

行う事業）であって、

岡山県補助金の支援

により事業の円滑な

実施が確実となるも

の 

左記事業で整備され

る施設の内、新技術

等を利用して原材料

等が廃棄物等となる

ことの抑制又は循環

資源の循環的利用を

行う中核施設（一体

不可分な付属設備を

含み建屋を含まな

い） 

・工事費

○付属工事費を含

まない

○土木工事費につ

いては、中核設置

に不可欠なもの

（当該施設の基礎

等）に限る

・機械装置費

・設計費

・諸経費＊

① 対象施設を整備する事業所

が岡山市内・倉敷市内の場合 

１／３以内 

（原材料等が指定循環資源とな

ることの抑制又は指定循環資源

の循環的な利用を促進する施設

の整備を行う場合） 

１／４以内（その他） 

750 万円 

② ①以外の場合 

２／３以内 

（原材料等が指定循環資源とな

ることの抑制又は指定循環資源

の循環的な利用を促進する施設

の整備を行う場合） 

１／２以内（その他） 

1,500 万円 

技術開発等ソフト事業「循環型社会形成推進モデル事業技術開発事業費等補助金」

対象事業 事業内容 補助対象経費 補助率 補助上限額 

技 術 開 発 

原材料等が廃棄物等となることの

抑制、循環資源の循環的な利用又

は廃棄物等の適正な処理を推進す

る技術を開発する事業 

・人件費＊ 

・原材料費  

・構築物借上費＊ 

・機械装置費＊   

・工具器具費   

・外注加工費＊ 

・その他＊ 

２／３以内

（原材料等が指定循環資

源となることの抑制、指定

循環資源の循環的な利用

に係る技術若しくは再生

品の新たな用途の開発、事

業活動に伴い排出される

指定循環資源の企業相互

間の活用を推進する場合）

１／２以内（その他） 400 万円 

用 途 開 発 
再生品又は再生品の新たな用途を

開発する事業 

シ ス テ ム開 発 

原材料等が廃棄物等となることの

抑制又は循環資源の循環的な利用

に係る仕組みを開発する事業 

・人件費＊  

・旅費   

・構築物借上費＊ 

・機械装置費＊ 

・委託費＊ 

・その他＊ 
相 互 活 用 

事業活動等に伴い排出される廃棄

物等の企業相互間の活用を促進す

る事業 

環 境 意 識向 上 

循環型社会の形成に向けた県民及

び事業者の環境に関する意識の向

上を図ることを目的として行われ

る事業 

・人件費＊  

・旅費   

・資機材費 

・消耗品費 

・委託費＊ 

・その他＊ 

１／２以内

そ の 他 

上記各事業のほ

か、原材料等が

廃棄物等となる

ことの抑制又は

循環資源の循環

的利用を著しく

促進すると認め

られる事業 

施設整備事業に

より整備した施

設の見学施設等

の整備 

・工事費 

・その他＊ 

上記以外 
上記各事業に準ず

る 

 注１）＊は知事が認めたものに限る 

 注２）「指定循環資源」とは、「岡山県循環型社会形成推進条例」第 20 条に基づき指定された循環資源で、県内

で多量に排出され、技術的かつ経済的な事情を勘案して、その排出の抑制及び循環的な利用（以下「排出

抑制」という。）の推進が特に必要であるもの。現在は、「燃え殻」、「ばいじん」、「汚泥」、「鉱さい」、「廃

プラスチック類」が指定。 

注３）循環資源は産業廃棄物由来のものに限ります。



エコプロダクツ製品化支援事業について

事業 

概要

「岡山県エコ製品」への認定を目指すなど、循環資源を原料とする競争力ある新

製品開発のための事業化可能性調査や実用化研究等を支援します。 

「岡山県エコ製品」：岡山県循環型社会形成推進条例（平成13年条例第77号）第27条第１項に規定される製品をいいま

す。詳細は、県循環型社会推進課ＨＰ（https://www.pref.okayama.jp/page/488646.html）をご覧ください。 

１ 補助の対象事業

２ 補助対象者 

県内の中小企業者 

（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号) 第２条に規定する中小企業者で県内にお

いて事業を行う者をいいます。） 

３ 補助事業 

（１）事業化可能性調査・検証事業 

循環資源を原料とした新製品の開発に当たって、競争力を高めるため商品の市場性

等についての調査・検証を行うなど、製品開発研究の内容や事業推進の方向性につい

て検討を行う事業 

＜補助額等＞ 

   ①指定循環資源を原料とする場合 

補助対象経費合計額の 2/3 以内、100 万円を上限として補助 

   ②その他の循環資源を原料とする場合 

補助対象経費合計額の 1/2 以内、100 万円を上限として補助 

＜補助対象経費＞ 

  人件費、旅費、市場動向等調査費、試験分析費 

（２）実用化研究事業 

    循環資源を原料とした新製品の開発に当たって、基礎研究や応用研究の成果を競争

力ある製品として実用化するための研究を行うもので、概ね２年以内の実用化が見込

まれる事業 

補 助 制 度 概 要



＜補助額等＞ 

   ①指定循環資源を原料とする場合は、 

補助対象経費合計額の 2/3 以内、300 万円を上限として補助。 

   ②その他の循環資源を原料とする場合は、 

補助対象経費合計額の 1/2 以内、300 万円を上限として補助。 

＜補助対象経費＞ 

人件費、旅費、原材料費、機械装置費、工具器具費、共同研究費、技術指導受入

費、試験分析費、委託・外注費 

（３）改良研究事業 

既存の循環資源を原料とする製品を改良するための研究を行うもので、概ね令和５

年度中の改良が見込まれる事業 

＜補助額等＞ 

①指定循環資源を原料とする製品の改良の場合 

補助対象経費合計額の 2/3 以内、100 万円を上限として補助 

②その他の循環資源を原料とする製品の改良の場合 

補助対象経費合計額の 1/2 以内、100 万円を上限として補助 

＜補助対象経費＞ 

人件費、旅費、原材料費、機械装置費、工具器具費、共同研究費、技術指導受入

費、試験分析費、委託・外注費 

注１）指定循環資源とは、廃棄物や副産物等のうち、再使用や再生利用ができるなどの有用な

循環資源であって、「岡山県循環型社会形成推進条例」第２０条に基づき、県内で多量に排

出され、技術的かつ経済的な事情を勘案してその排出の抑制及び循環的な利用の推進が特

に必要であるものとして指定されているものをいいます。現在は、「燃え殻」、「ばいじん」、

「汚泥」、「鉱さい」、「廃プラスチック類」の５品目が指定されています。 

 注２）循環資源は、産業廃棄物由来のものに限ります。 

４ 申請方法 

   受付期間や提出書類等、申請方法の詳細については、産業振興課ＨＰに掲載する募集

要領をご覧ください。（令和５年４月に掲載予定） 

５ 今後のスケジュール（予定） 

   令和５年 ４月 公募開始 ※産業振興課ＨＰ等で公表予定 

６月 審査委員会 

７月 事業者決定（事業開始） 

６ 問い合わせ先 

  公益財団法人岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 研究開発支援課（担当：竹内） 

TEL 086-286-9652 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 

※上記の内容は、公募開始までに変更になる可能性があります。応募に当たっては、

県ＨＰ等で最新の情報をご確認ください。 

※本事業は、「岡山県産業廃棄物処理税」を活用して行います。 



岡山県 企業と大学との共同研究センターについて 

概要

大学その他の高等教育機関（以下「大学等」という。）の知を活用して新たな

技術課題に対応しながら成長・発展を目指す県内企業を支援します。 

＜主要業務＞ 

・大学等の知を活用した共同研究や技術開発に取り組もうとする県内企業から

の相談対応 

・県内企業のニーズ把握と大学等のシーズ発掘、迅速的確なマッチング 

・県内大学等や支援機関、金融機関等のコーディネーター間の情報共有促進 



産学連携をより効果的に実施していただくため、センターの支援を受けて産学連携に取り

組む企業に対し、令和３年度より以下の事業を実施しています。 

＜事業のポイント＞ 

 共同研究センターにおいて、大学等と共同研究を行う企業と研究室の学生とのマッチ

ングを行い、学生を当該企業へ派遣し、社員とともに共同研究に関連した課題解決等

に取り組む現場体験を通じて当該企業への理解を深め、県内ものづくり企業の魅力を

知ってもらう。 

＜対象企業＞

 センターのコーディネーターを通じて県内大学等と共同研究を進めている企業 

＜対象学生＞

 企業と共同研究を行う県内大学等の研究室に所属する学生 

※令和３年度：６社 16 名延べ 68 回派遣、令和４年度：10 社 36 名延べ 113 回派遣 

企業と大学との共同研究における研究室学生派遣事業 

＜事業のポイント＞ 

 大学等との共同研究開発を実施したことがない中小企業に、最初の一歩を踏み出しても

らうインセンティブとするため、共同研究に必要となる経費（共同研究費）の一部を補

助する。 

＜補助対象事業者＞

 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者のうち、県内に本社もしくは事業所

等を置く、従業者数 100 人未満の事業者（ただし、補助金交付申請日以前の 20 年間

に、大学等との有償の共同研究の実績がない事業者に限る。） 

＜補助対象経費＞

 共同研究費（消費税等を除く） 

＜補助率等＞ 

 ２分の１以内（次世代電池関連分野、ＡＩ・ＩｏＴ関連分野、自動車要素技術関連分野

については３分の２以内）※補助上限額 50 万円 

＜令和５年度改正（予定）＞ 

 共同研究先に「国及び地方公共団体の試験研究機関（公設試）」を追加

産学連携スタート補助金 



成長型中小企業等研究開発支援事業（通称：Go-Tech事業）

＜スキーム図＞

④Go-Tech採択

共同体

民間企業
大学・公設試等

（
補
助
事
業
者
）

事
業
管
理
機
関

アドバイザー
川下企業など研究協力者

間接補助

１．制度の概要

中小企業のものづくり基盤技術（１２技術分野）の向上につながる研究開発、試作、販路開拓
までの取組みを支援することを目的としている。中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研
究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い取組みを研究開発から販路開拓まで一
貫して支援する。（生産を目的とするものや営利活動に繋がる経費は除く。）

中小企業 研
究
等
実
施
機
関

国

③Go-Tech提案

応募対象者 事業管理機関、研究等実施機関、総括研究代表者、副総括研究代表者、アドバ
イザーによって構成される共同体とし、共同体は２社以上で構成する必要があ
る。

補助事業期間 ２年度または３年度

補助金額 （1）通常枠：
単年度 ４，５００万円以下、２年間合計で７，５００万円以下、
３年間合計で９，７５０万円以下
（2）出資獲得枠：
単年度 １億円以下、２年間合計で２億円以下、３年間合計で３億円以下
但し、補助上限額はファンド等が出資を予定している金額の2倍を上限とする。

補助率 ・中小企業者等 ： ２／３以内
（※課税所得15 億円以上の中小企業等は１／２以内）
・大学、公設試等 ： 定額補助

補助対象経費 物品費（機械装置備品、保守・改造修理、消耗品等）、人件費、旅費、外注費、
委託費等

※1 研究等実施機関又はアドバイザーとして大学・公設試等の参画は必須です。

※2 付加価値額及び給与支給額の向上に関する目標値設定が必要になります。



※令和４年度採択状況：

１次採択状況 [全国] 提案数：２２０件（通常枠２１７件、出資獲得枠３件） 採択数：１０
０件（通常枠９８枠、出資獲得枠２件）（倍率 ： ２．２倍）

２次採択状況 [全国] 提案数：１００件（通常枠９８件、出資獲得枠２件） 採択数３０件
（通常枠２９件、出資獲得枠１件）（倍率：３．３倍）

川下製造業者のニーズに基づく研究開発計画であり、
上記の基盤技術に合致している必要があります。

情報処理技術 精密加工技術 製造環境技術
接合・実装
技術

立体造形技術 表面処理技術 機械制御技術
複合・新機能
材料技術

材料製造
プロセス技術

バイオ技術 測定計測技術

デザイン
開発技術

２．特定ものづくり基盤技術（１２分野）について

経済産業省では、中小企業等経営強化法に基づき、12技術分野を定めている。

３．提案条件について

〇中小企業要件 ※みなし大企業に注意！

補助金の配分は、中小企業者が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の２/３以上である

こと

〇試作開発等の事業化（製品化）につながる取り組みであること

・支援対象は、研究開発、試作品開発および販路開拓まで

・研究開発計画のうち、本質的な部分を外注しないこと

・売上高（見込み）を具体的に設定するとともに、事業化に向けた体制やスケジュールを明記し、

補助期間終了後５年以内を目処に事業化を達成すること

・補助期間終了後１年以内までに、サンプル出荷等川下製造業者から評価を受けることが可能な

計画であること

・その他、公募要領に定める事項をみたすこと

４．公募期間

令和５年２月下旬～令和５年４月中旬（※予定）※２次公募は未定

５．令和４年度の実績

○１次公募期間： 令和４年２月２６日～令和４年５月９日

○１次採択件数： 全国で１０２件（通常枠１００件、出資獲得２件）

〇２次公募期間： 令和４年６月２７日～令和４年８月２２日

〇２次採択件数： 全国で３０件（通常枠２９件、出資獲得枠１件）



競争的資金リスト(参考：令和四年度分)

岡山県産業労働部産業振興課のＨＰにて、毎月２回補助金情報を公開しておりますので、ご活用ください。（http://www.pref.okayama.jp/page/383431.html）　　

分類 主催 応募先 案件名・問合先 対　　　　象
研究費額等
及び実施期間

内　　　　　　容 募集時期等

倉敷市
新分野展開チャレンジ支援
補助金

TEL:086-426-3405 

付加価値化・事業転換サ
ポート

TEL：0868-24-0740

E-mail：info@tsuyama-biz.jp

知的財産権取得サポート

TEL：0868-24-0740

E-mail：info@tsuyama-biz.jp

※令和五年度に実施されるかどうかは、問合先にお問い合わせください。

倉敷市内の中小企業者

(1)市内に住所及び事業所を有
する個人事業主
(2)市内に主たる事業所（※）を
有する会社
※本社機能を有する事業所又
は登記上の住所地で事業実態
がある事業所

倉敷市

津山市

【補助率等】
・補助対象経費の2/3以内
・上限額40万円
※革新性ある事業は上限額80万円
※新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、業況が悪化しつつも前向きな投資
を行う事業者に支援内容を拡充

市内に本社又は主たる事業所
もしくは工場を有する者、市内
の個人事業者

知的
財産

【補助率】1/2以内
【補助上限】
特許権20万円、実用新案権・意匠権10
万円

　中小企業等の技術や製品開発を促進
し、企業の独自性や優位性を発揮させるた
め、知的財産権取得の出願に必要な費用
の一部を補助します。

開発
つやま産業支援セン
ター

令和4年4月18日
～6月30日

随時

随時

　優れた技術を持つ中小企業が、下請け
からの事業転換を図るため、独自性を持
つ付加価値の高い新商品開発をするため
の試作品作成に必要な経費の一部を補助
します。

社会経済情勢の急速な変化に対応するた
め、商工会議所、商工会、金融機関の伴
走支援を受けて市内中小企業者が行う新
たな分野への事業進出に向けた取組に係
る経費の一部を支援します。

津山市内に本社又は主たる事
業所若しくは工場を有するもの

○上限額／補助率
　200万円／対象経費の2/3

○対象経費
　（1）機械装置・システム費
　（2）知的財産権導入費
　（3）外注費
　（4）広告宣伝・販売促進費
　（5）研修受講費商工課

つやま産業支援セン
ター

津山市



※令和五年度に実施されるかどうかは、問合先にお問い合わせください。

笠岡市
笠岡市地域産業魅力づくり
応援事業補助金

TEL：0865-69-1188

FAX：0865-69-2185

浅口市 産業財産権取得事業

TEL：0865-44-9035

里庄町
新商品開発・販路開拓支援
事業

TEL：0865-64-3114

FAX：0865-64-3126

設備
研究
開発

「蓄電池の国内生産基盤確
保のための先端生産技術
導入・開発促進事業費補助
金」の２次公募について

E-MAIL：meti-batt-koubo2@nri.co.jp

企画商工課

【補助金額】対象経費の1/2以内
【補助限度】10万円
【事業期間】
補助金交付決定日から事業完了後30日
以内又は3月20日のいずれか早い日ま
で

町税等に滞納がない町内に主
たる事業所を有する中小企業
者

産業建設部産業振興
課

蓄電池 先端生産技術
導入・開発促進事業事
務局

（（株）野村総合研究所
サステナビリティ事業
コンサルティング部）

【補助率】公募要領による

随時浅口市

経済産業
省

公募要領に定める要件を満た
す者を対象

市内の中小企業

開発
販路

【補助率等】
　・新商品開発
　　上限10万円（2/3以内）
　・国内販路開拓
　　上限10万円（1/2以内）
　・国外販路開拓
　　上限10万円（1/2以内）

里庄町

　2050年カーボンニュートラル実現に向け
た自動車の電動化や再生可能エネルギー
の普及拡大の鍵となる蓄電池について、
先端的な蓄電池・材料・部材の生産技術、
リサイクル技術を用いた大規模製造拠点
を国内に立地する事業者に対し、そのため
に必要となる建物・設備への投資及びこう
した生産技術等に関する研究開発に要す
る費用を支援します

※必ず、「設備投資」と「研究開発投資」
セットでの申請が必要

　町内で、新商品の開発、商品等の販路開
拓をしようとする事業者等を支援するた
め、経費の一部を補助します。

随時

笠岡市

市内で，新商品・新技術に係る研究開発，
販路開拓，観光商品，観光魅力づくりの推
進等を行う場合に必要とする経費の一部
を補助します。

その
他

　製品及び技術の保護を目的として特許
権、実用新案権、意匠権及び商標権の出
願を行う事業（特許権、実用新案権、意匠
権及び商標権の出願に要する弁理士費用
及び出願料等の一部を補助）

笠岡市内に活動の本拠としての
事務所を有する中小企業者等
で，1年以上事業実績があり，事
業の立案及び実施並びに会計
処理を的確に行うことができる
者。また，事業実施にあたって，
市内業者を優先的に利用できる
者。

令和4年4月1日
～5月31日

商工観光課

令和4年8月24日
～10月7日

研究
開発

詳細は交付要綱をご確認ください。



※令和五年度に実施されるかどうかは、問合先にお問い合わせください。

経済産業
省

新エネルギー・産業技
術総合開発機構

IoT推進部 ポスト5Gプ
ロジェクト推進室

「ポスト5G情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業
／先端半導体製造技術の
開発（助成）」に係る公募に
ついて

公募要領の要件を満たす、単独
ないし複数で助成を希望する、
原則本邦の企業、大学等の研
究機関

○事業期間：
研究開発開始時点から原則 ５ 年（ ６０
か月）以内

○補助率等：
公募要領による。

E-MAIL：post5G_semicon@ml.nedo.go.jp 

知的
財産

特許庁
海外知財訴訟費用保険（海
外知財訴訟保険事業）

各地の商工会議所及び商工会
の会員並びに中小企業団体中
央会の組合等に加入している中
小企業

○補助率
保険加入時の掛金の1/2（2年目以降の
更新の場合は、掛金の1/3）
○募集期間
2022年2月1日始期分（2月1日付け加入
分）までは、中途加入が可能
○保険期間
2021年7月1日午前0時～2022年6月30
日午後12時
 （中途加入）毎月1日午前0時から2022
年6月30日午後12時

特許庁では、我が国中小企業が海外にお
いて知財係争に巻き込まれた場合に対応
するため、海外知財訴訟費用保険の掛け
金の一部を補助しております。

2022年2月1日始
期分（2月1日付
け加入分）まで
は、中途加入が
可能

 総務部 普及支援課 TEL：03-3581-1101

内線2145

ジェトロ イノベーショ
ン・知的財産部 知的
財産課 外国出願デス
ク

令和4年度「ジェトロ中小企
業等外国出願支援事業」
募集案内

公募要領の要件を満たす事業
者

Tel：03-3582-5642

E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp （お問い合わせ用）

第1回
令和4年 5月9日
～5月31日

第2回
令和4年 7月1日
～7月29日

【補助率】
助成対象経費の2分の1以内
【補助上限額】
 1事業者あたり300万円以内（ジェトロと
地域実施機関にて採択した補助金合
計）
 1申請案件あたり：
特許 150万円
実用新案、意匠、商標 60万円
冒認対策商標30万円

研究
開発
等

日本貿易
振興機構
（JETRO）

令和4年1月17日
～2月17日

本事業は、優れた技術等を有し、かつ、そ
れらを海外において広く活用しようとする
全国の中小企業者等に対し、
外国出願に要する経費の一部を補助金と
して交付することによって、諸外国での戦
略的な産業財産権の取得に向
けた外国出願を促進することを目的として
います。

その
他

ポスト５Ｇ情報通信システムで必要となる
先端的な半導体を将来的に国内で製造で
きる技術を確保するため 、先端半導体の
製造技術の開発に取り組みます。
本公募では、特に実装部材の製造・アセン
ブリー技術に優先度を置いて募集します。



※令和五年度に実施されるかどうかは、問合先にお問い合わせください。

国立研究開発法人科
学技術振興機構

研究成果最適展開支援プロ
グラム（A-STEP）　令和4年
度

トライアウト：mp@jst.go.jp

産学共同：a-step@jst.go.jp

開発
公益財団法人　市村
清新技術財団

新技術開発助成（令和4年
度第1次募集）

企業要件
（1）資本金3億円以下又は従業
員300名以下で、自ら技術開発
する会社であること
（2）大企業（資本金3億円超、か
つ従業員300名超）及び上場企
業でないこと
（3）大企業（資本金3億円超、か
つ従業員300名超）及び上場企
業の関係会社でないこと

2022年4月1日～
4月20日

TEL：03-3775-2021

E-mail：zaidan-mado@sgkz.or.jp

研究開発助成金

TEL：03-5730-0338

E-mail：info@mutech.or.jp

公益財団
法人　市
村清新技
術財団

研究
開発

試作費合計額の4/5以下で2,400万円を
限度

産学共同開発部
事業推進グループ

国立研究
開発法人
科学技術
振興機構

【第1回】
令和4年4月20日
～5月20日

【第2回】
令和4年9月20日
～10月20日

メニューにより研究者、企業等

原則として設立後もしくは創業
後または新規事業進出後５年
以内の中小企業 (大企業や上
場企業の子会社・関連会社を除
く）または個人事業者で、優れた
新技術・新製品等を自ら開発
し、事業化しようとする具体的計
画を持っている者。

三菱UFJ技術育成財
団

研究
開発

三菱UFJ
技術育成
財団

【助成金額】
１プロジェクトにつき300万円以内　かつ
研究開発対象費用の2分の1以下

　当財団は、技術指向型の中小企業の新
技術、新製品等の研究開発に対する 助成
金の交付事業を行います。

・ 市村清新技術財団は、広く科学技術に
関する独創的な研究や新技術を開発し、こ
れを実用化することによって我が国の産
業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国
民生活の向上に寄与することを目的として
います。
・ 当財団の助成は｢独創的な新技術の実
用化｣をねらいとしており、基本原理の確認
が終了（研究段階終了）した後の実用化を
目的にした開発試作を対象にしています。
・ また、地球環境保全、特に地球温暖化防
止は重要と考え環境分野を設け技術開発
を支援します。

令和4年度公募では、A-STEP 「トライアウ
ト」「産学共同（育成型／本格型）」にて新
規研究開発課題を募集しています。また
「企業主体」においては制度を見直し後に
公募を開始予定です。

トライアウト：
令和4年3月29日
～5月19日正午

産学共同：
令和4年3月29日
～5月17日正午

詳細は公募要領をご確認ください。



岡山デニム世界進出支援事業 
１ 事業概要 

デニム・ジーンズなど高付加価値繊維製品を製造する県内繊維企業が海外マーケットへの売

り込みを目指して海外の展示商談会へ出展する取組に要する経費等に対し、予算の範囲内で補

助することにより、デニム・ジーンズなどを製造する県内繊維企業の海外市場での販路拡大の

支援を行っています。 

補助対象者 費目 補助対象経費 補助率,補助金額及び補助限度額 

県内繊維企業のう

ち海外の展示商談

会・見本市へ自社

製品を出展する者 

使用料及

び賃借料 

海外の展示商談

会・見本市の出展

料又は会場賃借料 

補助率   ２分の１ 

補助金額  補助対象経費に補助率を

乗じた額（千円未満の端

数切り捨て） 

補助限度額 ５００千円 

※ 複数の展示商談会・見本市への出展を希望する者は、一年度中に２回を限度に申請をすることができる

が、この場合、補助金交付申請額の合計額が１００万円を超える申請をすることはできない。

２ 補助対象事業 

岡山デニム世界進出支援事業補助金交付要綱第２条第１項第二号に定める「海外の展示商談

会・見本市」は募集要項で定めることとしています。 

＜参考＞令和４年度 

（テキスタイル） 

展示会の名称 開催地 

プルミエール・ヴィジョン パリ 

デニム・プルミエール・ヴィジョン ミラノ、ベルリン 

キングピン ニューヨーク、アムステルダム、中国 

ミラノウニカ ミラノ 

（アパレル） 

展示会の名称 開催地 

カプセル ニューヨーク 

ピッティ フィレンツェ 

トラノイ パリ 

ホワイト ミラノ 

リバティ ニューヨーク、ラスベガス 

セルビッチ・ラン ベルリン 

マン／ウーマン パリ、ニューヨーク 

※上記の他、海外マーケットへの売り込みに適当と認められる展示会 

※展示会主催者が公式ウェブサイト等で配信するオンライン展示会の出展料も対象とする。 

３ 申請方法について 

受付期間、提出書類等、申請方法の詳細については、県のＨＰに掲載する募集要項をご覧く

ださい。（令和５年４月に掲載予定） 

４ 選考等 

 応募に係る審査は、提出書類に基づき書類審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング等

を行います。審査期間中、必要に応じて追加説明資料を提出していただくことがあります。 

  選考結果については、交付決定者に通知します。選考に漏れた方には通知しませんので、ご

承知ください。 

５ スケジュール（予定）

募集締切 令和５年５月中旬 

選  考 令和５年５月中旬～５月下旬 

交付決定 令和５年５月下旬 

６ 問い合わせ先

岡山県 産業労働部 産業振興課 地域産業班   TEL 086-226-7352 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。





デジタルマーケティング等を活用した中堅企業への成長支援事業について 

１ 概要 

  優れた技術や独自製品などの潜在的成長力を有する県内中小製造企業を対象に、

プロジェクトマネージャーを中心とした専門家チームにより、デジタルマーケティ

ング手法等も活用しながらブランディングやマーケティングを支援することで、中

堅企業への成長を促す事業です。 

２ 対象企業

  県内に本社を置く、従業員数３００人以下の製造業の法人 

３ 支援企業の選定 

有識者等で構成する支援選定委員会において審査し、数社程度選定します。 

４ 支援の内容 

マーケティング経験・知識の豊富なプロジェクトマネージャーを中心に、製品デ

ザイン、販売促進等の分野別の専門家で構成する支援チームを編成し、新規支援企

業との面談を行うなど企業活動に伴走しながら、新規支援企業の課題に応じた事業

戦略、製品開発、販売促進方法等について、きめ細かな助言を行います。 

５ その他 

・ 支援企業の募集は、令和５年度当初を予定しています。 

・ 支援企業は、プロジェクトマネージャー等による支援を受ける対価を負担する

必要はありませんが、支援計画実現に当たっての社内経費（試作品開発費、製品

改良費、展示会出展費など）を要する場合があります。 

○ 問い合わせ先 

 （公財）岡山県産業振興財団  ものづくり支援部 研究開発支援課 

 TEL 086-286-9651 

 岡山県 産業労働部 産業振興課 成長支援班     TEL 086-226-7379 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 

  申請される場合は、公募時に示す公募要領を必ずご確認ください。

 支 援 企 業 Ａ 

 支 援 企 業 Ｂ 

 支 援 企 業 Ｃ 

 支 援 企 業 Ｄ 

 支 援 企 業 Ｅ 



支援対象企業 所在地 支 援 内 容

(株)英田エンジニアリング 美作市 コインパーキング機器の新市場での活用ニーズなどの市場動向に基づいた販路拡大及び効果的なプロモーションの導入

コアテック(株) 総社市 工業用検査機器の製造現場での新たな活用ニーズなどの市場動向に基づいた製品改良及び販路拡大

ダイヤ工業(株) 岡山市 コルセット・サポーターの業界関係者・利用者意識などの市場動向に基づいた販路拡大及び効果的なプロモーションの導入

(株)トーカロイMTG
【旧：(株)本山合金製作所】

津山市 土壌汚染物資の回収などに有効な磁性炭素材料の多分野での活用用途などの市場動向に基づいた販路拡大

支援対象企業 所在地 支 援 内 容

(株)魚宗フーズ 岡山市 県産食材を使用した総菜などについて、新製品開発、生産・流通工程の改善及び企業ブランディングなど販売戦略の策定

大松精機(株) 倉敷市 鋼鉄製品洗浄用のアルカリ性還元水生成装置について、新分野への販路開拓及び効果的なアピール手法の確立

(有)広谷商店 倉敷市 小型船舶の船底保護シートについて、新製品開発及び効果的なプロモーションによる販売拡大

(株)藤岡エンジニアリング 真庭市
今後自動車などの軽量化対策のために採用が予想されるマグネシウム合金部品について、新分野も含めた販路拡大及び企業認知度
の向上

支援対象企業 所在地 支 援 内 容

オーエム産業(株) 岡山市
めっきが難しいガラスや立体的形状品等へのめっき技術について、その技術を活用した新製品の開発や効果的なアピール手法の確
立等

オカネツ工業(株) 岡山市 サスペンション付ガソリンエンジン式車軸耕運機について、新たな販路開拓及び企業認知度の向上等

中国精油(株) 岡山市
電子機器等で接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの除去技術について、新分野への市場開拓及び効果的なアピール手法の
確立等

(株)リプロ 岡山市
斜面崩壊などの兆候を検知し知らせてくれる情報発信杭等について、全国への販路拡大及びデータの処理用アプリケーションの開
発等

支援対象企業 所在地 支 援 内 容

共和機械(株) 津山市 鶏卵関連システム商品の市場デビューに向けた、ネーミングやロゴデザイン開発、展示会出展方法、効果的なアピール手法等

サムテック・イノベーションズ(株) 津山市 三原色LED光源を活用した検査機において、現市場の増販・新規市場開拓及び認知度向上に向けた手法等

(株)ジャパンブルー 倉敷市 新分野への挑戦におけるブランド開発・新規販路の開発からデビュー商品づくりまでのマーケティング等

竹久夢二本舗敷島堂(株) お菓子商品へのマーケティング強化支援と新市場開拓・販売促進・売り場強化に向けたノウハウ支援等

ユアサシステム機器(株) 岡山市 小型耐久試験機及び耐久試験システムにおける販売戦略と販路開拓および商品認知性の向上の開発手法等

支援対象企業 所在地 支 援 内 容

(株)賀陽技研 吉備中央町 精密プレス加工の新規受注拡大に向けたマーケティング支援及び新規市場での製品開発に向けた市場調査、製品企画への支援等

(株)川上鉄工所 総社市 非鉄分野における鍛造金属製品の生産受託に向けた販路開拓・市場調査及び課題の洗い出し、経営戦略策定への支援等

協和ファインテック(株) 岡山市 精密ギヤポンプを用いた接着剤塗布用ロボットに係る、効果的な製品プロモーション手法及び販路開拓に向けたノウハウ支援等

山陽電研(株) 岡山市 モーター生産ライン検査装置に係る、市場調査・分析の実施及び販路開拓への支援等

セイショク(株) 倉敷市 廃棄される布を独自の技術により付加価値を持たせて再生した素材に係る、ブランディング及び販路開拓に向けた支援等

支援対象企業 所在地 支 援 内 容

カモ井食品工業(株) 倉敷市 総菜・珍味等の同社製品に係るマーケティング強化による市場調査、新製品企画開発、販売促進支援等

(株)斎藤撚糸 鏡野町 独自技術による極細糸での工業向け新市場への進出に向けた戦略策定、市場開拓へのノウハウ支援等

(有)ファインアートかわばた 津山市 ファイバーシート材を用いた膜天井システムに係る認知性向上、営業戦略、営業スキルなどのノウハウ支援等

(株)フェクト 津山市 独自のナノテクノロジーを活かした機能性塗料に係る技術戦略策定、戦略的市場開拓、販路開拓支援等

横山製網(株) 漁業用の有結節網の製造技術を活用した新素材・新市場展開に向けた戦略策定や商品開発、市場開拓へのノウハウ支援等



IoT 等導入実践促進事業 

～IoT 等を活用した生産性向上等を実践する企業の取組を支援します～ 

事 業

概 要

経営者向けにIoT等のデジタル技術や導入事例を紹介するオンラインセミナー

を開催するとともに、セミナー終了後、IoT等の導入による生産性向上等を検

討中の中小企業を対象に、企業の抱える課題の抽出や明確化、課題解決に向け

た取組メニューの作成等を伴走支援します。 

１ 事業内容（予定） 

(1) 経営者向けオンラインセミナー 

   IoT 等のデジタル技術や導入事例等を紹介するオンラインセミナーを開催します。 

   （全３回程度） 

(2) IoT 等の導入実践に向けた伴走支援 

   セミナー終了後、IoT 等の導入を実践する企業の取組を伴走支援します。 

(3) 対象企業 

岡山県内の中小企業のうち、IoT 等の導入による生産性向上等を検討中の企業 

※既に IoT 等の導入等の取組を始めており、拡大等を検討している企業も対象と

なります。 

(4) 応募方法 

セミナーの受講及び支援を希望する企業の募集を、令和５年度当初に行う予定で

す。事業の内容や募集開始時期、申込方法等の詳細は、県ホームページ等において

お知らせします。 

(5) 支援企業の決定 

応募のあった企業の中から、取組みの内容等により５社程度選定します。令和５

年秋頃から令和６年１月頃までに計５回程度訪問し、ヒアリングによる現状の確認、

課題の抽出や明確化、解決に向けた取組メニューの作成など、企業の抱える課題解

決に向けた取組みの支援を行います。 

２ その他 

本事業において得られた成果等は、岡山県のホームページや講演等で取組事例として

紹介させていただくことがあります。 

３ 問い合わせ先 

岡山県産業労働部産業振興課 イノベーション推進班  TEL 086-226-7380 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 



IT／IoT支援サポーター活用事業 
～IT／IoTの導入及び利活用に関する相談にお応えします～ 

事 業

概 要

IT／IoT導入等に関する相談窓口を設置し、相談対応等を行うとともに、必要

に応じて、地元のITベンダーやコンサルタント等と企業のマッチングを行うこ

とにより、県内中小企業のIT／IoTの導入等を支援します。 

１ 事業内容 

(1) 対象企業 

岡山県内の中小企業等のうち、IT／IoTの導入、利活用を検討されている企業 

(2) 支援内容 

IT／IoTの導入及び利活用に関する相談窓口を設置します。 

ご相談いただいた課題やニーズ等の状況等をお伺いし、お応えするとともに、必

要に応じて、地元のITベンダーやコンサルタント等とのマッチングや、本県や、他

団体が実施する事業の紹介も行います。 

(3) 相談窓口 

相談窓口には、IT等に関する専門的知識を有する「IT／IoTサポーター」を配置し

ます。連絡先等の詳細は、年度当初に県ホームページ等においてお知らせします。 

２ その他 

導入等の支援の一環として、自社の取組の参考としていただけるよう、先進的な取

組みを実践事例として顕彰を行い、積極的に情報発信を行います。 

３ 問い合わせ先 

岡山県産業労働部産業振興課 イノベーション推進班  TEL 086-226-7380 

※本事業に係る予算が議会において議決されることが条件となります。 

経営者向けセミナー・IoT 等導入支援など



岡山県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度について 

１ 認定制度の概要 
（制度開始：平成１７年７月、根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２） 

「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事が認定した企業
等が「新商品として生産する物品」について、県が調達する契約をするときは、随意
契約によることができるとされています。 

県では、次のとおり認定基準等を定め、年２回、認定企業等を募集しています。 

(1) 対象者（いずれにも該当する者） 
  ア 県内に主たる事業所を構える者 
  イ 県内において新商品を生産する者（共同生産及び委託生産を含む） 

(2) 対象となる新商品（いずれにも該当する物品） 
  ア 県の機関において使途が見込まれるもの 
  イ 販売を開始してから概ね５年以内のもの 
   ※ ただし、次のものは対象外 

    ・薬品並びに災害対策に資すると認められる備蓄用以外の食品及び飲料 

    ・販売されていないものや、サービスなどの物品でないもの 

(3) 認定基準（いずれにも適合すること） 
  ア 新商品に新規性、先進性、独自性が認められること 
  イ 新商品に技術の高度化や経営の能率の向上など社会的有用性が認められること 
  ウ 新商品の生産方法等が適切であること 
  エ 新たな事業分野の開拓に関する実施計画が実現可能であること 
  オ 実施計画が関係法令に違反しないこと 
  カ 実施計画が公序良俗に反しないこと 

(4) 認定の方法等 
   認定審査会の審査を経て決定し、認定者及び新商品について公表する。 

(5) 認定有効期間 
２年間 ※期間経過後も、販売を開始してから５年以内であれば、再認定が可能 

２ 認定制度のスキーム

３ 認定の効果
県が認定することで、新商品のＰＲ、信用性の向上及び販路の拡大につながること

が期待されます。 

お問い合わせ先：岡山県 産業労働部 産業振興課 地域産業班 
TEL：086-226-7352 





岡山知財塾について 

１ 概要 

中小企業が競争力を高めるためには、高度な技術を創造し、ビジネスの創出や

拡大を行う基盤として知財戦略は不可欠です。このため、中小企業が積極的に知

的財産権を活用し製品価値を高め、大企業や大学との共同開発が進められるよう、

知的財産戦略、特許権等の取得や侵害対策、契約上の留意事項など実務研修を開

催します。また、新たに「知財情報を活用して経営判断に活かす」概念を学び、

知財情報を活用した経営・事業戦略の立案や分析など実務に役立つ少人数・塾形

式の専門研修を開催します。 

２ 内容 

(1) 初級編

① 対象者 知的財産業務の経験の浅い者 

② 内容  特許など知的財産権の基礎的知識、権利の取得・管理方法など 

  （Ｒ４講義内容(ⅰ)知的財産制度概説、(ⅱ)特許出願から権利化 

まで、(ⅲ)特許権の権利範囲と外国出願手続） 

③ 期間  ３時間程度の講義を３日間で１コース、年１回開催予定 

(2) 中級編

① 対象者 知的財産業務の実務経験があり知識を有する者 

② 内容  知的財産戦略の立案、権利の侵害対策、共同開発契約など 

  （Ｒ４講義内容(ⅰ)発明発掘から特許出願まで、(ⅱ)審査手続と 

権利化、(ⅲ)権利範囲の解釈と他者特許への対応、(ⅳ)特許権の活 

用と知的財産管理） 

③ 期間  ３時間程度の講義を４日間で１コース、年１回開催予定 

(3) 活用編

① 対象者 経営幹部・知財情報の活用を目指す実務リーダー 

② 内容  経営デザインシートの活用、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ 

分析など 

③ 期間  ３時間程度の講義を３日間、年１回開催予定 

※(1)～(3)いずれも 定員１５名程度、受講料は無料 

３ その他 

詳細内容等は、変更させていただく場合があります。 

４ 問合せ先 

  一般社団法人 岡山県発明協会 TEL 086-286-9656  



ベンチャー支援制度

岡山リサーチパークインキュベーションセンター  http://www.oric.ne.jp

１ 概要 

岡山県では、ＩＴ関連やものづくりの分野で新技術や新

製品の開発により新事業開拓にチャレンジする企業や創業

者への支援を通じて県内産業振興を図るため、インキュベ

ーション施設（新事業の創出・育成支援施設）である岡山

リサーチパークインキュベーションセンター（ＯＲＩＣ）

を設置しています。民間事業者の創意工夫を活かした入居

者支援等を行っています。 

２ 内容 

(1) 入居対象者 

情報通信やものづくり分野を中心に

新技術・新製品を開発し、事業化を目

指す企業、個人。 

入居期間は３年以内（再申請も可）。

なお、入居に当たり審査があります。 

(2) 施設の概要 

・所在地  岡山市北区芳賀５３０３  TEL 086-286-9116 

・施設使用料 

部屋タイプ 面積 月額使用料 部屋数 

研究室小 約 ２５㎡  ４７，１３０円 ２２ 

研究室大 約 ５０㎡  ９２，１８０円 ３０ 

試作開発室 約１００㎡ １８３，３３０円  ６ 

※創業５年未満の入居者の場合、入居後３年間(ただし、創業後５年まで) 
は１／２の減免制度あり。 

  ・その他施設  会議室３室、交流サロン、ミニショップ、産学連携室、創業準備室等 

(3) 主な特長 

・専属のインキュベーションマネージャー（常勤２名）を配置 

・県工業技術センター、（公財）岡山県産業振興財団等からの強力なサポート 

・展示会への出展支援       ・顧問専門家（弁護士、弁理士、税理士など）の優待制度 

・工業技術センターの利用料金減免（入居後３年間） 

・インターネットに無料常時接続  ・高度なセキュリティシステム 

・駐車場無料           ・２４時間３６５日利用可 

３ その他県内インキュベーション施設 

施 設 名 所在地・連絡先 管理運営者 

ビジネス･インキュベーター岡山
岡山市北区西古松 2-26-22 
Tel: 086-805-7739 

特定非営利活動法人ビジネス・ 
インキュベーター岡山 

岡山クリエイティブセンター 
岡山市北区野田 3-13-37 
Tel: 086-242-6660 

（有）アソシエ 

インキュベーションセンター岡山
ニテラス 

岡山市北区柳町 2-4-23-9F 
Tel:086-803-3550 

有限責任事業組合インキュベー
ションセンター岡山ニテラス 

岡山大インキュベータ 
岡山市北区津島中 1-1-1 
Tel:086-214-5711 

（独）中小企業基盤整備機構 
中国本部 

倉敷市くらしきベンチャーオフィス
倉敷市阿知 1-7-2-803 
Tel:086-427-0841 

倉敷市（商工課） 

倉敷市児島産業振興センター 
デザイナーズインキュベーション 

倉敷市児島駅前 1-37 
Tel:086-441-5123 

児島商工会議所 

真庭市地域産業振興センター 
真庭市勝山 620-5 
Tel: 0867-42-1033 

真庭市（産業政策課） 

研究室小研究室大



公益財団法人岡山県産業振興財団のものづくり支援 

岡山県産業振興財団ものづくり支援部では、主に次のような事業を実施しています。新技術の導入や開

発等に関心のある方は、お気軽にご相談ください。知財経営、ブランド化支援、知的財産権等の内容が含ま

れる相談も、発明協会等と連携し開設している知財総合支援窓口でお答えします。 

【研究開発支援課】 

■技術相談・コーディネート 
今後成長が見込まれる様々な分野に係る県内企業の研究開発等の取組に的確に対応できる専任コーディ

ネータを配置し、新技術・製品開発等の「きっかけづくり」から設計開発力強化、各種支援制度等を活用した

研究開発の推進まで、効果的かつ総合的な支援をします。

■研究開発の支援 
新技術・新製品の研究開発の各ステージに応じて、情報提供、連携先との調整、資金提供などによって支

援します。 

・きらめき岡山創成ファンド支援事業： 
新技術・新製品の研究開発や試作支援を助成することにより、県内企業の成長を支援します。 

■国の委託・補助で行う中・大規模研究開発事業の推進 
経済産業省などが委託・補助を行う研究開発について、当財団が「管理法人」等として、とりまとめ・推進役

を務めます。 

・成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech） 中国経済産業局から補助

中小企業のものづくり基盤技術の高度化について、革新的でハイリスクな研究開発から試作段階および市

場調査や販路拡大までの取組を管理法人として支援します。

■グリーン成長分野への参入支援 
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、成長が期待される「洋上風力・太陽光・地熱」、「半導体・情報通

信」などのグリーン成長分野への県内企業の参入と市場獲得を支援します。

グリーン成長分野における共同研究開発事業に対して、経費の一部を補助することにより資金面での支援

を行います。本事業の対象分野は、令和 4 年度まで実施していた次世代産業育成事業（ポストコロナ次世

代産業研究開発事業費補助金）の対象分野を含みます。

■デジタルマーケティング等を活用した中堅企業への成長支援事業 
潜在的成長力のある企業に、マーケティング志向の事業戦略である「売れるものづくり」の仕組みを加える

ことで、製品開発や取引拡大等に係る課題解決を図り、売上高及び付加価値の向上を目指します。 

■NEXT ものづくり自社ブランド製品創出支援 
経営にデザイン戦略を取り入れ自社製品を開発・展開している企業や工業デザイン系のデザイナー・専門家を招

いて、デザイン経営におけるビジネス活用のためのセミナーを開催します。

■自動車産業クラスターの育成 
「CASE」「カーボンニュートラル」などの自動車業界における外部環境の変化に対応するため、次世代自動

車の開発状況や新製品・新技術の研究開発などの提案力の向上を促し、受注に向けた取引先の多様化を

支援し、グローバルに通用する提案力と競争力の向上を支援します。 

■加工技術の高度化支援
成長分野で求められるチタン合金や超耐熱合金などの難削材の加工や超精密加工の経験を持つ技術者を

増やすことにより、これまで参入が困難であった新分野への挑戦や、メーカーの技術提案ができる企業の



拡大を図るため、加工技術の高度化にむけたセミナーや研修を実施します。 

■循環型産業クラスター形成促進事業
県内で最終処分されている産業廃棄物の再資源化を目的に、再資源化技術と廃棄物排出企業のニーズの

マッチング、新商品開発のための技術開発や施設整備の助成など、事業化に向けた支援を行います。また、

中四国環境ビジネスネット（B-net）により、広域的な取り組みを行うことで環境関連企業間や大学等との情

報収集、交流を活性化します。 

■分野別研究会、異業種交流活動の支援 
分野別研究会（岡山県食品新技術応用研究会、おかやまバイオアクティブ研究会、岡山県精密生産技術研

究会）について、産学官連携のもと、研究開発活動や交流活動等を支援します。また、岡山県異業種交流プ

ラザ協議会の運営を通じて、異業種交流活動の支援を行います。 

【取引支援課】 

■下請企業の取引あっせん
指導員による県内外の取引あっせんに加え、関東、東海、関西、九州地区に広域専門調査員を設置し、受

注ニーズに見合った発注案件を発掘するとともに、県内中小企業等の優れた加工技術を県内外発注企業

に広くＰＲし、新規取引先の開拓支援を行います。また、県外発注企業を岡山県に招聘し県内中小企業等と

の面談を行う商談会の開催や、全国規模の見本市への出展、本社・工場等が集積している大都市圏へ発

注案件に適合する県内中小企業と出向き商談を行う現地商談会等の開催により、新規取引先の開拓を支

援します。 

【知的財産支援課】 

■岡山県知財総合支援窓口
実務経験豊富かつ知財に関する幅広いネットワークを有する窓口支援担当者が、知的財産に関するお悩

みやご相談に対応します。また、より高度な専門性を必要とする相談に対しては、知財専門家（弁理士・弁

護士等）や支援機関と連携して対応します。 

（公財）岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 研究開発支援課 

TEL：086-286-9651     FAX：086-286-9676     e-mail：kaihatsu@optic.or.jp 

URL：http://www.optic.or.jp/ 



一般社団法人 岡山県発明協会の中小企業等支援 

一般社団法人岡山県発明協会では、中小企業等の皆様に、産業財産権（特許・実用新

案・意匠・商標）に関する支援を行っています。 

■発明の奨励と振興 
・優秀な発明・考案・意匠を募集し、中国地方発明表彰や全国発明表彰に推薦しています。 

・県内の少年少女発明クラブへの支援や岡山県児童生徒発明くふう展と未来の科学の夢絵

画展を開催し、毎年、表彰式および展示会を実施しています。 

■特許情報サービス事業 
・産業財産権4法に関する公報等のコピーサービス（有料）を行っています。 

・知的財産権に関する各種書籍を販売しています。 

■知財人材育成・知財情報提供事業 
・知財活用セミナーの開催 

・知的財産権制度説明会（初心者および実務者向け）の開催 

・岡山知財塾 

■標準化活用支援 
・標準化活用支援パートナーシップ制度を使った専門家派遣およびセミナー開催 

■岡山県知財総合支援窓口
公益財団法人岡山県産業振興財団と連携して「岡山県知財総合支援窓

口」を開設し、実務経験豊富かつ知財に関する幅広いネットワークを有

する窓口支援担当者が、知的財産に関するお悩みやご相談に対応します。

また、より高度な専門性を必要とする相談に対しては、知財専門家（弁

理士・弁護士等）や支援機関と連携して対応します。 

＜支援の一例＞ 

・中小企業等の企業経営に必要な知的財産に関する制度や活用方法の説明。 

・出願書類に関するアドバイス。 

・電子出願用端末によるインターネット出願操作の説明。 

・先行技術調査の方法や必要性についてのアドバイス。 

・権利侵害の予防策に関する説明 等 

一般社団法人岡山県発明協会
〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山 ３階

TEL：086-286-9656 FAX：086-286-9678 

URL：https://okayama-hatsumei.jp/ 

E-mail：hkinfo@optic.or.jp  

知財総合支援窓

口ホームページ 
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