
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

6014 2537120106 香川県 株式会社川西歯車工作所
競争力強化（静音化や省エネ化等）を目的とし
た高精度歯車の研究開発及び製作

百十四銀行

6015 2537120107 香川県 丸善織物株式会社
厚物ベルト用高速織機の導入によって生産能
力を増強し売上の拡大を図る。

かがわ産業支援財団

6016 2537120111 香川県 仁尾興産株式会社
塩化マグネシウム製品包装作業工程改善計
画

百十四銀行

6017 2537120113 香川県 株式会社キングフーズ

組み込みシステムにより包装材の成形から異
物検査までを自動化、連続化する多機能包装
機の導入による魚の惣菜食品の生産効率の
改善

さぬき市商工会

6018 2537120115 香川県 松村釦株式会社
業界最短のリードタイムによる生産性向上とタ
イムリーな試作提案の実現

百十四銀行

6019 2537120120 香川県 株式会社フ－ドテック
惣菜製造において冷却工程で使用する高性
能冷水冷却システムの開発

百十四銀行

6020 2537120122 香川県 錦工業株式会社
溶接ロボット導入による大物溶接構造体の自
動化推進

百十四銀行

6021 2537120123 香川県 株式会社フジコー
３Ｄ立体物へのオンデマンド高意匠加飾技術
の確立

中国銀行

6022 2537120127 香川県 株式会社南條工作所
高効率火力発電関連の部品受注に対応可能
な設備を導入し製造能力を強化する事業。

百十四銀行

6023 2537120132 香川県 フジタ自動車工業株式会社
新型プレス加工機の導入による品質向上及
び生産性向上計画

百十四銀行

6024 2537120134 香川県 株式会社藪水産
地場水産原料を使った高付加価値製品の試
作と生産管理の効率化

高松市牟礼庵治商工会

6025 2537120136 香川県 プロテノバ株式会社
抗体医薬の凝集体形成を低減できる抗体結
合タンパク質の試作開発

阿波銀行

6026 2537120137 香川県 増田化学工業株式会社 次世代プリント配線用処理液向け薬剤の開発 百十四銀行

6027 2537120138 香川県 有限会社中田久吉商店
自社で考案した新製法技術による無縫製手袋
の開発

東かがわ市商工会

6028 2537120140 香川県 シドテック株式会社
微細加工技術における生産プロセスの確立に
よる競争力強化

さぬき市商工会

6029 2537120142 香川県 日生化学株式会社
多孔質発泡フィルムを用いた機能性バッグの
開発と生産体制確立

中国銀行

6030 2537120145 香川県 株式会社プロテック
大型航空機部品の精密加工技術の確立によ
る競争力強化

かがわ産業支援財団

6031 2537120147 香川県 東亜機工株式会社
天然ミネラルを豊富に含有する塩を効率的に
生産する製塩装置の開発

伊予銀行

6032 2537120148 香川県 株式会社パル技研
クローズド接続ネットワーク技術を応用した広
域リモートメンテナンスシステムの実現

香川銀行

6033 2537120151 香川県 自然免疫応用技研株式会社
無農薬栽培植物からのグラム陰性細菌探索
と新規ＬＰＳ素材開発

百十四銀行

6034 2537120153 香川県 株式会社春風堂
瀬戸内産レモンを使用した食品群の開発と新
ブランドによる販路拡大事業

百十四銀行

6035 2537120154 香川県 西野金陵株式会社
生産効率向上のためのロータリーリンサー
（洗瓶機）の導入による多品種生産体制の構
築。

公益財団法人かがわ産業支援財団

6036 2537120156 香川県 株式会社大東精工
高性能ＣＮＣ丸鋸盤導入による工程集約・原
材料コスト削減・リードタイム短縮の実現

香川銀行

6037 2537120157 香川県 ツバメ工業株式会社
業界初！高品質・短納期・低価格の印刷・
テープ付き封筒の製造技術の試作・開発

百十四銀行

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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6038 2537120158 香川県 株式会社かめびし
健康志向の消費者に向けた「無添加」に特化
した、醤油のフリーズドライ商品開発と廉価化

百十四銀行

6039 2537120159 香川県 株式会社山田家物流
「自動反転式茹で釜」等の新規設備導入によ
る「冷凍讃岐うどん」の製造能力向上、ならび
に労働環境の大幅改善

四国銀行

6040 2537120163 香川県 株式会社ヤマダ
シェア拡大策「生産管理のＩＴ化及び加工機の
改造によるうちわ製造の生産性の効率化」

かがわ産業支援財団

6041 2537120165 香川県 株式会社サムソン
コージェネレーション用廃熱ボイラの自動溶接
ラインの構築

百十四銀行

6042 2537120172 香川県 日精機器株式会社
大径・高剛性加工機導入による建設機械大型
部品の内製化体制確立

百十四銀行

6043 2537120174 香川県 太陽合成株式会社
リサイクルＰＥＴフレーク原料を利用したプラス
チック押出し成形品の成形技術確立と量産化

かがわ産業支援財団

6044 2537120181 香川県 三村鉄工株式会社
伸縮シリンダ生産プロセスの確立による製作
リード短縮，増産対応の強化

百十四銀行

6045 2537120186 香川県 株式会社リソーシズ
鋼の精錬工程の溶融時の酸素除去効率化の
為の「鉄入り脱酸剤」の試作開発事業

百十四銀行

6046 2537120187 香川県 四国電子株式会社
「熱間鍛造」部品の低コスト化・短納期化・高
精度化の促進

観音寺信用金庫

6047 2537120189 香川県 有限会社篠原工業
大手ユーザーの要望に応えるための高品質
特殊フィルム成型の試作開発事業

百十四銀行

6048 2537120190 香川県 有限会社アイヴエモーション
高機能素材・炭素繊維強化プラスティックを活
用した高性能自転車の開発

百十四銀行

6049 2537120192 香川県 有限会社サンファソン
高齢化社会における健康面のスイーツ摂取
制限のハードルを下げる商品開発。

百十四銀行

6050 2537120194 香川県 株式会社ヨコイ 機械式立体駐車設備の開発 百十四銀行

6051 2537120197 香川県 有限会社福井工作所
衛生的でかつ耐久性もあり安価な小型製麺機
械の開発

百十四銀行

6052 2537120198 香川県 葵機工株式会社
精密旋盤による超精密加工技術の確立と時
系列の測定値と連動した品質保証

百十四銀行

6053 2537120199 香川県 小豆島生コン株式会社
新技術導入による生コン副産物を用いた埋め
戻し土等への代替製品の製造

大森勇治税理士事務所

6054 2537120200 香川県 株式会社丸善
薄紙用機能性（抗菌・撥水・耐油・防かび）塗
工液の開発及び量産化技術の確立

百十四銀行

6055 2537120203 香川県 株式会社パブリック
廃棄物固形燃料製造プラントにおいて動力利
用の効率化と省エネを可能にし、生産効率化
と増産体制を実現する。

観音寺信用金庫

6056 2537120204 香川県 株式会社穴田鉄工所
建設用クレーン大型化に必要な大径・長尺部
品の加工技術確立と海外の資源開発市場獲
得

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

6057 2537120206 香川県 株式会社クボタ
電気加熱方式によるポリエチレン樹脂回転成
形機の試作

生駒学税理士事務所

6058 2537120207 香川県 株式会社三祥 大型製缶品の高効率生産の確立 百十四銀行

6059 2537120208 香川県 日本グレーン研究所
特殊超砥粒ホイールの製作を実現する為の
ロータリー研削盤の導入

百十四銀行

6060 2537120209 香川県 株式会社テルミ・エンタープライズ
まるで金属に見えるプリント加工を実現する熱
転写シートの開発と製造

かがわ産業支援財団

6061 2537120210 香川県 金両株式会社
杉桶による本場の本物の醤油の為の日本の
伝統文化継承事業

香川銀行

6062 2537120211 香川県 日本ヘルシーランド株式会社
小豆島の未利用資源オリーヴ葉を活用した高
機能エキスの開発と商品化

伊予銀行

6063 2537120214 香川県 大和汽工株式会社
３ＤＣＡＤ導入による生産前工程の効率化及
び品質高度化

高松信用金庫
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6064 2537120215 香川県 四国空缶工業株式会社
再生塗装缶の新塗装技術を活かした外装塗
装の量産化

百十四銀行

6065 2537120216 香川県 株式会社エーエス
清掃業で得た開発ノウハウを生かし当社独自
の清掃機材を試作・開発する事業

百十四銀行

6066 2537120217 香川県 株式会社クシベウィンテック
３次元図面（３次元データ）を活用した工程改
善によるコスト削減

伊予銀行

6067 2537120221 香川県 有限会社パイプライン
新商品開発事業（讃岐夢豚を希少糖で味付け
たカロリーオフの焼豚開発）

百十四銀行

6068 2537120222 香川県 有限会社赤松牧場
地元酪農家による大型児童館での自社生乳
を使ったジェラート販売

高松信用金庫

6069 2537120223 香川県 株式会社メカトロ技研
１台のマイクロ波センサを用い非接触で水位・
流速を連続かつ同時に計測するシステム・方
法を開発し、革新的サービスを提供する。

香川銀行

6070 2537120226 香川県
エフエム高松コミュニティ放送株式
会社

映像制作とインターネットでの配信及びｅ－
ラーニングコンテンツの制作

山本純税理士事務所

6071 2537120230 香川県 くりや株式会社
オリジナル商品【オコメール】新市場創出のた
めの製造能力増強

かがわ産業支援財団

6072 2537120233 香川県 共栄冷凍水産株式会社
「未利用資源を活用した機能性食品製造に係
る機械設備の導入」

かがわ産業支援財団

6073 2537120235 香川県
有限会社ヨシモト・トレーディングカ
ンパニー

「ＬＬＰスキーム」を活用した「廃タイヤリサイク
ル新事業」の展開

加藤　高志

6074 2537120238 香川県 株式会社平井料理システム
アイスクリーム機械増設による製造量確保、
販売量拡大で瀬戸内の農産物を活かす事業

かがわ産業支援財団

6075 2537120243 香川県 大同ガス産業株式会社
お客さまの声をデータベース化する当社独自
のＣＲＭの導入による戦略的営業戦略の確立

百十四銀行

6076 2537120245 香川県 株式会社藤井製麺
さぬきうどんと希少糖を使った菓子「ＵＤＯＮス
ティックｗｉｔｈ希少糖」の開発

三木町商工会

6077 2537120247 香川県 きたの均整院
全国初の健康器具！Ｏ脚で悩む女性のため
のＯ脚矯正器具『ＡＳＩＯ』の商品化実現！

百十四銀行

6078 2537120249 香川県 株式会社ミヤプロ
印刷会社と印刷発注会社間における自動入
稿（原稿受付）システムの開発・導入

香川銀行

6079 2537120252 香川県 小野株式会社
初心者を対象とした「ミシンカフェ」、および「ハ
ンドメイドお助けサービス」の提供

百十四銀行

6080 2537120253 香川県 株式会社協栄岡野
素麺二次加工生産設備の導入による新型
「にゅう麺」の新商品開発に関する試作・開発
事業

百十四銀行

6081 2537120255 香川県 株式会社川六 おもてなし倍増計画 百十四銀行

6082 2537120260 香川県
アサクラインターナショナル有限会
社

新型美容機器及び器具（自動シャンプー機
器、パーマロッド）開発による顧客満足度及び
労働生産性の向上計画

香川銀行
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