平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧（１次公募分）

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

1 四国建築鉄工株式会社

最新型の柱大組立溶接システム導入による柱の製
造強化、並びに他社連携による受注拡大

25,000,000

平成28年6月20日

2 さかえドライ株式会社

お客様に安心安全なドライクリーニングを提供する

9,999,999

平成28年6月20日

3 丸善織物株式会社

最新型自動カット機の導入により生産性を向上させ
売上の拡大を図る

8,300,000

平成28年6月21日

4 株式会社フ－ドテック

素材本来の色、風味を残した高品質・高機能な『やわ
らか食』の開発

10,000,000

平成28年6月22日

5 亀山建設株式会社

アスファルトリサイクルユニット導入による生産性改
善・産廃削減・価格競争力強化

30,000,000

平成28年6月22日

6 株式会社岡村鉄工所

ピストンクリーニングリング製造用ＮＣ旋盤導入によ
る生産性向上

10,000,000

平成28年6月22日

7 株式会社中村技研

最新型同時４軸加工機導入による複雑形状加工技
術の確立による生産性向上

26,000,000

平成28年6月22日

8 株式会社ミトヨテクニカル

最新型のアキシャル挿入機導入による増産体制の
構築。

10,000,000

平成28年6月23日

9 香川印刷株式会社

最新製版機導入によるコスト削減・消費者ニーズ対
応のための工程効率化事業

10,000,000

平成28年6月23日

10 株式会社都村製作所

新規設備導入によるスケートパーク増産体制の構築
事業

10,000,000

平成28年6月23日

11 日東河川工業株式会社

高性能大型複合旋盤導入による大型水門の一貫生
産体制構築と生産性向上

30,000,000

平成28年6月23日

12 香川クレメン株式会社

当社特許取得製品「びびりピタ」高性能化のための
精密加工技術開発事業

10,000,000

平成28年6月24日

13 有限会社協和鉄工所

次世代素材の機械加工への参入と進化する町工場
への挑戦

30,000,000

平成28年6月24日

14 長尾工業所

最新式複合ＮＣ工作機械の導入による製品受注の
集約化による差別化

10,000,000

平成28年6月24日

15 コアスリー株式会社

最新ベンダー導入による品質及び生産効率向上によ
る競争力強化の事業計画

22,000,000

平成28年6月27日

16 新和機工株式会社

広範囲ストローク立形マシニングセンタ導入による中
型ワーク加工の高効率化

15,333,000

平成28年6月27日

17 株式会社穴田鉄工所

知能化システム搭載の最新モデル複合加工機導入
による生産性向上と加工技術伝承

28,800,000

平成28年6月27日

株式会社川上板金工業 ハイブリッドドライブベンダーを導入した板金加工技
所
術の高精度・高生産性化

19,666,666

平成28年6月27日

18

19 株式会社向進舎印刷所

無線綴機、中綴じ折り機の導入による生産性向上を
図る

13,200,000

平成28年6月27日

20 株式会社トーコー

最新レーザー加工機の導入による製造プロセスの改
善

30,000,000

平成28年6月27日
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21 株式会社サムソン

蒸気ボイラ用エコノマイザー（節炭器）自動組立ライ
ン（組立から溶接）の構築

30,000,000

平成28年6月27日

22 株式会社山清

香川県内で栽培した日本古来の和からし種子を搾油
後、加工し商品化して販売する。

10,000,000

平成28年6月27日

株式会社システムデザイ 外国人観光客のための、最高の香川旅行を提供す
ン
るスマホアプリの開発と提供

9,000,000

平成28年6月27日

24 株式会社マオカ設計

「ほ場整備設計図作成システム」を活用した独自運
用による設計作業の効率化

10,000,000

平成28年6月27日

25 株式会社イハラ

ＩｏＴによる加工機の制御・監視方法の革新で生産を
向上する。

30,000,000

平成28年6月28日

26 株式会社村上製作所

油圧バルブシステムの構成部品であるボディー穴あ
け加工の無人加工システムの開発

30,000,000

平成28年6月28日

27 株式会社高畑精麦

安心・安全な主食用大麦を消費者に提供するため
の、加熱機導入による加熱殺虫包装工程の確立

23,333,333

平成28年6月28日

28 株式会社村上鐵工所

最新式大型五面加工機導入による競争力強化（幅
広・長尺製品加工の生産プロセスの開発）

30,000,000

平成28年6月28日

29 山城金属株式会社

最新型ＣＮＣ円筒研削盤導入による金型加工工程の
短縮

10,000,000

平成28年6月28日

30 本荘ケミカル株式会社

リチウムイオン２次電池材料の性能革新及び量産計
画

10,000,000

平成28年6月28日

31 株式会社森づくり

下水道汚泥の発酵工程における、国内初の自動撹
拌システム導入による作業環境改善と生産性向上

30,000,000

平成28年6月28日

32 有限会社山奥鉄工所

底引き網漁初のロボットアーム型網寄せ装置の開
発・商品化による労災防止と生産性向上

9,330,000

平成28年6月28日

33 鎌長製衡株式会社

３Ｄプリンタ導入による粉粒体供給装置製作の効率
化促進

5,000,000

平成28年6月28日

34 川崎化工株式会社

最新電動式ブロー成形機導入による、プラスチック容
器の高付加価値化および生産プロセスの改善

14,200,000

平成28年6月28日

35 株式会社アバンテック

板厚９ｍｍ鋼板対応の曲げ加工機導入による、産業
用コンベア製作の革新

24,533,333

平成28年6月29日

36 古川鉄工所

次世代高効率油圧ユニット用ニッケル合金系難削材
の精密加工技術開発事業

23,000,000

平成28年6月29日

香川県醤油醸造協同組
発酵微生物管理技術を用いた醤油の高品質化事業
合

2,600,000

平成28年6月29日

23

37

38 松原鉄工株式会社

高精度回転テーブル搭載ワイヤ放電加工機導入に
よる生産効率の改善

8,000,000

平成28年6月29日

39 株式会社コマックス

鋼板自動曲げロボット導入による自動化と、現状機
械とのデジタル化確立

30,000,000

平成28年6月29日

40 株式会社おおみね

冷凍うどんの生産性向上による競争力強化

10,000,000

平成28年6月29日

41 創麺屋株式会社

殺菌装置等導入による、常温流通可能なセット商品
の生産性向上

10,000,000

平成28年6月29日

42 株式会社綾野製作所

中期製造革新戦略に基づいた高品質家具の実現に
よる新たなブランド地位の構築

22,000,000

平成28年6月29日
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最新式品質検査装置付印刷機を導入することによ
り、遠方地域への販路拡大

10,000,000

平成28年6月29日

44

有限会社三豊給食セン
ター

健康な高齢者が満足できる見た目も味も変わらない
“やわらか弁当”の開発

10,000,000

平成28年6月29日

45

株式会社森川ゲージ製
作所

当社特許技術ロータリージョイントの機能向上の為の
精密研削加工技術開発事業

10,000,000

平成28年6月29日

46 株式会社三豊印刷

業界初自動調整機能付き紙折機導入による生産工
程の高精度化・高能率化の促進

4,400,000

平成28年6月29日

47 ニューマーク株式会社

動画で世界にファンを創出！「さぬきクラウドファン
ディングの構築」

10,000,000

平成28年6月29日

48 株式会社高松花市場

中四国の花市場３社が連携するシステムの導入及び
品揃えを充実させたウェブによる販売増強事業

10,000,000

平成28年6月29日

49 株式会社白洋舎

洗濯表示の全面改正に対応した新規設備導入によ
る新たなクリーニング市場の創造

10,000,000

平成28年6月29日

50

株式会社スマイル・アー ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた矯正歯科診療のデジタル化に
ト・カンパニー
よる精度向上と短縮化

3,486,666

平成28年6月29日

51

アサクラインターナショナ 「くるりんぱ」で筋状の毛染めが簡単に出来る器具の
ル有限会社
試作開発

5,000,000

平成28年6月30日

52 株式会社常井鉄工所

医薬品包装機部品製作における、増産強化の為の
設備導入と工程の改善

10,000,000

平成28年6月30日

53 有限会社土井鉄工

ベンダー（曲げ）加工機を導入し、生産性向上・不良
品ゼロ・作業効率の改善を実現する。

10,000,000

平成28年6月30日

54 株式会社マルキン

大型需要対応のための自動包装機導入による生産
性向上と商品企画の多様化

10,000,000

平成28年6月30日

55 アサヒテクニカ株式会社

段ボールおよび紙製品製造工場における切屑除去
作業の省力・簡略化装置の開発計画

4,976,000

平成28年6月30日

56 有限会社豊嶋樹脂工業

ＦＲＰ製品の品質と生産効率向上の為、シリコーン
バッグ真空成形方式を導入する。

2,948,678

平成28年6月30日

57 有限会社菱栄工業

プラント用大型ダクト等の製作から据付迄の一貫施
工体制構築による受注機会拡大

4,055,333

平成28年6月30日

サヌキ畜産フーズ株式会 冷凍原料肉に対する解凍技術（特殊低温加湿）が生
社
み出す品温・歩留り向上による価格競争力強化計画

10,000,000

平成28年6月30日

59 株式会社パブリック

県下Ｎｏ．１のサプライチェーンを活かして、高品質バ
イオマス燃料を増産し、循環型社会を実現する。

30,000,000

平成28年6月30日

60 株式会社ティプロ

機能的、デザイン的に効果のある装具の製作を香川
県から

1,176,333

平成28年6月30日

61 有限会社吉武工業所

精度の高い位置決めと加工の自動化の為のＮＣ鋼
材加工機の導入による生産性の向上

5,000,000

平成28年6月30日

62 有限会社ジェム

特殊プリンターによるバーチャル環境整備での体験
型教育の提供と、業務用印刷機による新規教材開発

5,895,866

平成28年6月30日

63 有限会社平三水産

プレハブ冷凍庫、真空包装機の導入、加工場の改良
により伊吹島に雇用を創出する。

3,246,000

平成28年6月30日

64 大協建工株式会社

最先端廃校活用蝶鮫養殖システムによる地域特産
物の世界市場への開拓

30,000,000

平成28年6月30日

58
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65 株式会社サクセス

アプリを活用した「四国霊場八十八ヶ所」の観光地と
しての付加価値向上による当社の収益向上事業

10,000,000

平成28年6月30日

66 株式会社寺嶋製作所

高精度ワイヤー放電加工機導入によるプレス金型の
生産性向上・高精度化の促進

10,000,000

平成28年7月1日

67 株式会社禾

業界初！３大食物アレルゲン不使用米粉クッキーの
製造ライン機械化

9,920,000

平成28年7月1日

電子カルテ内患者情報と他媒体患者情報を融合さ
株式会社ユナイテッドシ
せ、モバイル端末上で利活用する新医療情報システ
ステムサプライ
ムの構築

15,036,000

平成28年7月1日

68

69 川鶴酒造株式会社

日本酒の生産環境を再検証し、弊社独自の製造技
術を発展させた新たなる価値商品の開発

10,000,000

平成28年7月1日

70 株式会社かめびし

醤油製造工程における製造環境改善設備導入によ
る効率的な生産体制の構築

5,666,666

平成28年7月1日

マコーズファクトリー株式 高級ポップコーンＯＥＭ製造のための充填、包装工
会社
程自動化事業

4,466,666

平成28年7月1日

71

72 株式会社岬産業

土木補修補強工法の確立事業

5,000,000

平成28年7月1日

73 株式会社スリーキューブ

農林水産加工品を含む地域資源活用型グローバル
越境ＥＣシステムの導入

3,333,333

平成28年7月1日

74 徳寿工業株式会社

温室栽培における夏季高温対策を目的とした安価な
新冷却システムの開発

5,000,000

平成28年7月4日

1,021,946

平成28年7月4日

1,999,998

平成28年7月5日

75

有限会社一健板金工業 赤外線サーモグラフィー調査による雨漏り修繕工事
所
一貫システムの構築

76 讃岐かがり手まり保存会 讃岐かがり手まり：新事業創出計画
77 有限会社萱原鉄工所

最新型複合加工機導入による生産性向上とニーズ
への対応力強化

5,000,000

平成28年7月6日

78 有限会社松野鉄工所

特殊心押台仕様ＣＮＣ旋盤導入による端面加工工程
の集約

5,000,000

平成28年7月6日

79 株式会社スマイル

豊富な縫製ラインと最新印刷設備を用いた「よさこい
祭り衣装分野」等への進出。

5,000,000

平成28年7月6日

80 有限会社西内花月堂

高齢者の健康維持、地域活性化を目的とした自然薯
饅頭の製造

5,000,000

平成28年7月6日

81 有限会社宮本鉄工所

革新的ブラスト装置導入による生産性向上及び品質
向上と環境改善

5,000,000

平成28年7月6日

82 ホワイト印刷株式会社

紙媒体とウェブサイトを連携した小規模企業向け販
路開拓支援サービスの構築と展開

3,000,000

平成28年7月7日

2,682,016

平成28年7月8日

83

エフエム高松コミュニティ
「ＩＣＴ遠隔地交流サービス」
放送株式会社
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