
（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 3037110004 香川県 株式会社西宮産業 2490001001731
恒久対策材ＮＳグリッドの量産化および新製品開発のため
の設備導入

高知商工会議所

2 3037110006 香川県 香川シームレス株式会社 8470001000960
医療用新商品開発のための最新鋭編み機導入による売上
拡大と収益性向上

岩部達雄

3 3037110008 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
多様化、大型化する「レーザーシステム」の急激な市場拡大
に向けた製造能力強化

株式会社百十四銀行

4 3037110009 香川県 株式会社コート 8470001006751 新型スポット溶接機導入による若手社員育成と新製品開発 株式会社百十四銀行

5 3037110012 香川県 第一衛材株式会社 9470001010414 猫のトイレタリ－商品群の拡大と取替えシ－トの拡販 観音寺信用金庫

6 3037110016 香川県 有限会社平成抜型 2470002010072
高精度の自動刃曲機導入による抜型加工の品質及び生産
性の向上計画

株式会社百十四銀行

7 3037110021 香川県 有限会社宮本鉄工所 6470002016958
コア用溶接接合ロボット導入による情報処理技術活用型製
造環境の確立

観音寺信用金庫

8 3037110025 香川県 株式会社三好鉄工所 1470001007954
水素発電の燃料に必要な液体水素の貯蔵用、「大型真空断
熱貯槽」の増産

株式会社百十四銀行

9 3037110029 香川県 株式会社松本製作所 6470001000062
折曲機導入によるボトルネック解消と、ＩｏＴを活用した生産
性の向上

中林孝司

10 3037110002 香川県 株式会社オーキッド 3470001005213
生産力向上及び商品企画力の補強を実現するための設備
導入計画

株式会社百十四銀行

11 3037110007 香川県 株式会社マルトク 7470001003873 ＰＮＣ複合ボーリング導入による新コンセプト商品開発計画 株式会社伊予銀行

12 3037110015 香川県 株式会社ヤマイチ 8470001011198
最新型鉄骨ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による品質向上と短
納期の実現

株式会社百十四銀行

13 3037110019 香川県 岡田鉄工有限会社 5470002014715
新分野への事業拡大及び生産体制の確立に向けた最先端
設備の導入。

観音寺信用金庫

14 3037110023 香川県 株式会社宮井鉄工所 9470001009209
長尺材の複数の加工工程をＮＣ制御可能とする形鋼材加工
能力の増強

観音寺信用金庫

15 3037110024 香川県 長尾工業所
オープンイノベーションによる情報共有システムの確立の為
の最新型設備導入

観音寺信用金庫

16 3037110027 香川県 株式会社藤村鐵工所 4470001010633
モバイル３Ｄスキャナー、３Ｄプリンター及び最新型加工装置
の導入による高効率化・高精度化と新分野開拓

観音寺信用金庫

17 3037110028 香川県 株式会社広立 9470001010315
最新型文字機及び、レーザー加工機導入による生産工程の
短縮化・標準化の確立

観音寺信用金庫

18 3037110302 香川県 有限会社ハリキ 6470002018558 販売統計情報活用と発注業務自動化 高松信用金庫

19 3037120032 香川県 株式会社トーコー 2470001011435
最新立形マシニングセンタ導入による高品質化と生産性向
上

株式会社百十四銀行

20 3037120033 香川県 有限会社ウインズ 7470002018301
新型手袋製造機の導入による生産合理化及び新規分野向
け製品参入

株式会社百十四銀行

21 3037120034 香川県 株式会社大西鉄工所 3470001008703
ＣＮＣ旋盤の導入によるケミカルポンプ関連部品の生産性の
向上

株式会社香川銀行

22 3037120036 香川県 株式会社東洋スチール製作所 4470001002952
最新型テーブルスポット溶接機導入による革新的農業機械
の生産体制の構築

株式会社香川銀行

23 3037120037 香川県 マルワ製袋株式会社 5470001011003
国内初の清浄度ＩＳＯクラス２ポリフィルムの生産プロセス開
発

株式会社伊予銀行

24 3037120041 香川県 坂出機工株式会社 5470001008949
角度センサー付き深曲げ加工対応ベンダーの導入による板
金加工の内製化

株式会社百十四銀行

25 3037120045 香川県 京兼醸造有限会社 4470002013206
風味原料残渣を再利用する新しいうどんつゆとそれに伴う
製造プロセスの改良

株式会社百十四銀行

26 3037120050 香川県 株式会社三祥 8470001005571
広範囲可動溶接ロボットの導入による大型製品溶接の生産
性向上

税理士法人合同経営

27 3037120052 香川県 有限会社久保食品 7470002011603
健康的で安全性の高い豆乳ジェラート製造による競争力強
化

株式会社愛媛銀行

28 3037120055 香川県 株式会社カンケン 2470001009850
四国初のプレキャスト小規模橋梁製品の導入とインフラ維持
更新への効果的貢献

株式会社百十四銀行

29 3037120059 香川県 株式会社亀山鋼建 1470001016179
新型ＮＣ加工機の導入による生産性の向上と新工法への対
応

株式会社百十四銀行

30 3037120061 香川県 増田化学工業株式会社 6470001003775
地域産業集積を活用した化学合成ラインを新設し、新製品
開発を実施

株式会社百十四銀行

31 3037120063 香川県 山根建設株式会社 9470001011560 ３Ｄスキャナ・ドローンを導入したＩｏＴ情報化施工体制の構築 株式会社中国銀行

32 3037120064 香川県 一光電機株式会社 7470001005341
板金曲げ工程の強化による、キュービクルの筐体の内製化
率向上

株式会社香川銀行

33 3037120065 香川県 アヤウタ工芸有限会社 7470002014309
最新の木口加工機導入で新規事業「ホテル家具」の生産能
力を増強する

株式会社中国銀行

34 3037120067 香川県 創興業株式会社 5470001012496
最新型自動切断機の導入により生産基盤を強化し近畿地方
へと進出

株式会社百十四銀行

35 3037120068 香川県 株式会社ニーズ 8470001007460
自動製本機を導入し生産性を高め、卓上カレンダー市場の
シェア拡大を図る

株式会社中国銀行

36 3037120069 香川県 株式会社麺棒 8470001008351
自動帯掛け印字包装システム導入による品質・生産性向上
と売上増大

株式会社中国銀行

37 3037120071 香川県 株式会社常井鉄工所 9470001015157
自社生産強化の為の設備導入と女性でも働ける職場環境
の整備

観音寺信用金庫

38 3037120073 香川県 株式会社真鍋プランテック 4470001010352
自動バリ取り機導入により生産性を高め、コンビニ向け製麺
機需要を捉える

観音寺信用金庫

39 3037120074 香川県 株式会社川西歯車工作所 2470001010370
大型・超精密・超静音・超強度歯車の革命的開発プロセスの
確立

株式会社百十四銀行

40 3037120079 香川県 西野金陵株式会社 6470001008188
吟醸酒用麹米の品質及び生産性向上を目的とした、温風装
置付き連続冷却器の導入

株式会社百十四銀行

41 3037120080 香川県 ワークス
自動化によるラメ糸刺繡加工の工程のリードタイム短縮と加
工能力拡大

株式会社香川銀行

42 3037120083 香川県 松浦産業株式会社 7470001008113
ＡＩ機能搭載型射出成形機の高精度成形品の大量生産技術
の確立

株式会社阿波銀行

43 3037120084 香川県 株式会社宮地サルベージ 9470001007955 ２船同時解体体制構築によるシップリサイクル事業の拡大 高松信用金庫

44 3037120085 香川県 株式会社赤岩環境センター 3470001012440 産業廃棄物の破砕による再資源化及び減容化計画 株式会社香川銀行

45 3037120090 香川県 川崎化工株式会社 8470001010373
全自動ボトルカット・検査システム導入による、革新的生産プ
ロセスの構築

株式会社中国銀行

46 3037120092 香川県 堤製パン株式会社 2500001014392 新型設備の導入により低糖質クッキーの量産ラインを確立 株式会社百十四銀行

47 3037120095 香川県 株式会社フードテック 2470001010585
氷結晶を小さく抑えることによる冷凍食品の品質向上と生産
性向上を目的とした冷凍能力の高い凍結設備の開発

香川県商工会連合会

48 3037120098 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
四国初のホットメルト導入による自然災害に強い屋根材・外
壁材の開発

株式会社百十四銀行

49 3037120099 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830 仕上げ研削工程集約による少人数生産体制強化事業 東圭介
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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

50 3037120100 香川県 大成段ボール株式会社 2470001011410
ネット販売用段ボールの需要拡大に対応する精密製函加工
の取組み

株式会社中国銀行

51 3037120106 香川県 株式会社タカハタ 6470001005904
食品ロス削減とコストダウンを実現する「洗える乾燥機」の開
発・販売事業

吉川和良

52 3037120108 香川県 有限会社多田機工 8470002004432
高性能ファイバーレーザーマシン導入による、生産工程の改
善計画

株式会社香川銀行

53 3037120114 香川県 有限会社吉武工業所 7470002017798
ＮＣ制御電動ノコの導入とパイプ用垂線設定治具の開発に
よる産業用配管接手部の加工精度の向上と省力化

香川県商工会連合会

54 3037120116 香川県 株式会社安岐水産 1470001011155
食品の内部まで均一に０℃に維持する予備冷却技術を活用
した、生食用冷凍魚介品の事業化

香川県商工会連合会

55 3037120118 香川県 有限会社原工業 6470002010903
最新の平板鋼開先加工機導入による品質および生産性の
向上

株式会社百十四銀行

56 3037120121 香川県 サイトー株式会社 7470001009929
大型プレスブレーキによる変圧器部品の高精度化・短納期
化技術の確立

株式会社百十四銀行

57 3037120123 香川県 株式会社小西 3470001009908
最新の篩（ふるい）機と計量システムを導入し、ＩＴ化による
「攻めの経営体制」を構築する

観音寺信用金庫

58 3037120124 香川県 ブイテック株式会社 9500001014766
生産性を従来の倍にする最新の飲料用パック製袋機の導入
と、ＩＴ活用による生産・品質管理の一元化

株式会社伊予銀行

59 3037120125 香川県 有限会社佐々木鉄工所 8470002014910
精密小型モーター市場に参入するための精密加工技術の
向上

観音寺信用金庫

60 3037120126 香川県 株式会社三和プロセス 5470001008239
グラビア印刷用円筒版の検査工程改善による、高精度化お
よび生産性向上

米倉博彦

61 3037120127 香川県 日本ケミフエルト株式会社 8470001007931 インソール製品の品質・生産性向上による競争力強化 株式会社百十四銀行

62 3037120128 香川県 株式会社えびす石材土木 3470001000081
安全性と効率性を高めた、庵治石砕石のための最新型ク
ローラドリルの導入計画

株式会社香川銀行

63 3037120129 香川県 株式会社スナガワ 5470001011647
ＣＮＣ旋盤導入による大型船舶用部品加工体制確立での船
舶事業の拡大

香川県商工会連合会

64 3037120130 香川県 株式会社とおる化成 8470001012881
医療分野の複雑形状プラスチック成形品を設計技術と溶着
技術で可能とする製造ライン構築事業

香川県商工会連合会

65 3037120134 香川県 北野鉄工有限会社 4470002015904
最新の切削機械を導入して手作業工程を機械化すると共に
設計人材を育成し、ロボット化に乗り出す

観音寺信用金庫

66 3037120137 香川県 藤田印刷株式会社 6470001003610
サーマルプレートレコーダー導入で高付加価値製品の短期
納入

高松信用金庫

67 3037120138 香川県 三豊林材工業株式会社 3470001010592
最新型３ＤＣＡＤ自動設計システム導入による製造プロセス
の確立

株式会社中国銀行

68 3037120140 香川県 株式会社マキタ 7470001003766
ロボットを活用した船舶ディーゼルエンジン部品の生産性向
上

岩部達雄

69 3037120142 香川県 優和木装株式会社 3470001011145
パネルソー導入による自社ブランド家具等の作業効率化と
若手職人の生産力向上

香川県商工会連合会

70 3037120144 香川県 有限会社大西テント商会 5470002015820
最新の裁断機を導入して手作業工程の効率化と内製化を図
ると共にＷｅｂ専門家と連携して販路拡大を図る

観音寺信用金庫

71 3037120145 香川県 多和砕石工業株式会社 4470001010988
コンクリートの強度向上のための軟質岩の排除と粒形・粒度
の標準化を可能とする砕石プラントの構築

香川県商工会連合会

72 3037120146 香川県 株式会社瀬戸製作所 5120001044616
ＥＤＩ・生産管理システム導入で新たな生産管理体制構築に
よる競争力強化

香川県商工会連合会

73 3037120147 香川県 藤井電機工業株式会社 7470001012412
射出成形機を導入することにより生産性向上に取り組む事
業

株式会社百十四銀行

74 3037120148 香川県 株式会社プロテック 7470001003675
超難削材（インコネル７１８）加工技術の確立による競争力強
化及び、増産対応

株式会社百十四銀行

75 3037120149 香川県 三木鋼業株式会社 5470001003909
四国初となるシュレッダープラントへの「防塵防爆システム」
導入による生産性の向上と働きやすい作業環境の構築

株式会社香川銀行

76 3037120152 香川県 日精機器株式会社 9470001008540
長尺物の内製化及び「地域の全体最適」の観点によるハブ
化戦略

観音寺信用金庫

77 3037120154 香川県 有限会社彩美 9470002009091
手加工では出来なかったデザイン性の高い付加価値製品の
製作、およびＩＴを活用した技術継承による計画。

株式会社百十四銀行

78 3037120156 香川県 株式会社坂出スチール工業 3470002014898
四国初！高精度・高速化に対応する大型穴あけ門型機の導
入計画

株式会社百十四銀行

79 3037120159 香川県 株式会社長峰製作所 4470001008256 非接触式三次元測定機校正用 高性能真球ゲージの量産化 株式会社香川銀行

80 3037120160 香川県 有限会社山本ステンレス 3470002016259
製作状況の見える化及び製品のチェック体制の構築による
短納期化の実現

観音寺信用金庫

81 3037120161 香川県 有限会社網喜代 2470002012531
微酸性電解水を利用し豆腐製造を行うことでの競争力強化
事業

高松信用金庫

82 3037120162 香川県 株式会社ＵＭＯＧＡ 6470001012900
新たな顧客層との導線確保及び生産工程のボトルネック解
消による小ロット特化事業での収益化

株式会社香川銀行

83 3037120306 香川県 月のしずく
香川県初！女性の悩みを解決する新たな体質改善サービ
スの開発・提供

香川県商工会連合会

84 3037120307 香川県 株式会社白洋舎 7470001003353
ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に対応する食品関連業界をターゲットと
した衛生クリーニング分野への新規参入と生産性の向上

株式会社百十四銀行

85 3037120317 香川県 株式会社木村海産 3470001011335
加熱殺菌の長期保存しらす製造ライン構築による生産性の
向上

株式会社百十四銀行

86 3037120318 香川県 有限会社エムシーアシスト 6470002007899 小児・高齢者自宅訪問エリア拡充の為のシステム構築 高松信用金庫

87 3037120319 香川県 株式会社城山ケアセンター 6470002014821
現場視点で生まれた業界初のデイサービス業務支援システ
ムの開発

株式会社伊予銀行

88 3037120322 香川県 株式会社たれ屋 1470001012681
顧客の要望を叶える新食感「クロワッサン焼売」の製造技術
の確立

株式会社中国銀行

89 3037120323 香川県 いまい歯科クリニック
デジタル化による口腔筋機能療法の確立と患者受け入れ数
の強化

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

90 3037120326 香川県 株式会社カープロデュース夢工房 2470001014594
新型メッキ塗装システム導入と大型車両整備ライン構築によ
る新規顧客獲得計画。

株式会社百十四銀行

91 3037120327 香川県 株式会社ルーヴ 3470001004669
香川の誇れる原料を活用した「贈答・土産・お持たせ定番ス
イーツ」の創出

株式会社中国銀行

92 3037120328 香川県 四国工業写真株式会社 3470001001815
四国初、俯瞰型スキャナー導入による生産性の向上と新分
野開拓

高松信用金庫

93 3037120331 香川県 株式会社松本光春商店 1470001003821
物流最適化システムの導入を通した古紙等リサイクルの安
定供給

株式会社百十四銀行

94 3037120332 香川県 株式会社Ａｒａｋｉ 2470001013687
洋菓子×農家コラボによる新ブランド構築を通した香川県産
農作物拡販への貢献

株式会社中国銀行

95 3037120337 香川県 株式会社たまも 4470001002738
地域の給食事業者の要望に応えるための設備増強による
収益向上事業

一般社団法人香川県中小企業診断士協会

96 3037120338 香川県 有限会社宝月堂 2470002012218
和菓子界の働き方改革、包装工程自動化を通じた人財活用
推進事業

一般社団法人香川県中小企業診断士協会

97 3037120339 香川県 株式会社屋島店装 2470001004100
弊社強みをさらに強くする生産性向上設備導入と従業員多
能工化事業

一般社団法人香川県中小企業診断士協会


