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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

4,190 2537210264 香川県 株式会社ニーズ
多様化する顧客ニーズに迅速に対応できる印刷機
械及び裁断機の導入による新市場の開拓

百十四銀行

4,191 2537210265 香川県 四国装備株式会社
輸送用車輌等に用いる「スライド式カバー型ルーフ」
の開発・試作・販売

香川銀行

4,192 2537210268 香川県 株式会社大日機鋼
自動溶接ロボットライン導入による生産性の向上、短
納期納入の実現

観音寺信用金庫

4,193 2537210269 香川県 サンヨーフォーム工業株式会社
緩衝材の精密加工技術の確立による生産体制の強
化及び新用途開発

中国銀行

4,194 2537210272 香川県 株式会社メッツ
既設木造住宅に応用するための美観性と居住性の
良好な耐震補強構造体の開発

観音寺信用金庫

4,195 2537210275 香川県 ウインセス株式会社
独自方式による不具合検査用溶着手袋生産設備の
導入及び検証

百十四銀行

4,196 2537210278 香川県 株式会社菊井商会 コンクリート養生粘着シート製造装置の自動制御化 百十四銀行

4,197 2537210279 香川県 有限会社ファイトロニクス
巻取り自在な可搬式全天候型多機能ＬＥＤ表示器と
その制御装置の開発

百十四銀行

4,198 2537210282 香川県 ケイ・タス株式会社
次世代型義肢装具企業向け業務支援システム企画
開発事業

百十四銀行

4,199 2537210284 香川県 株式会社シコク
３Ｄプリンタ導入による介護用品開発に係る効率化と
品質高度化

百十四銀行

4,200 2537210285 香川県 有限会社川北縫製
洋服の裁断工程へのＣＡＤ－ＣＡＭ生産体制の構築
による海外生産品に対する優位性の獲得

さぬき市商工会

4,201 2537210286 香川県 株式会社フェロー スマートフォンによる会話型コンシェルジュ・サービス 中山正文税理士事務所

4,202 2537210291 香川県 有限会社長谷川鉄工所
機械系部品における高精度自動機械導入による品
質向上と生産能力の強化

高松信用金庫

4,203 2537210294 香川県 合同会社内海精工所
ＮＣ旋盤導入による新しい生産体制でリードタイム短
縮と増産対応の強化を図るとともに、当社の精細な
加工技術力を生かした新規市場への進出

百十四銀行

4,204 2537210295 香川県 株式会社幸洋製作所
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による難削材加工コ
スト削減と生産性向上

伊予銀行

4,205 2537210296 香川県 大宝株式会社
製袋加工における生産プロセス改善によるユーザー
満足度ＵＰと柔軟な生産体制の確立

四国銀行

4,206 2537210299 香川県 讃州製紙株式会社
除じん装置の強化による中・低品位古紙に対応する
古紙プラントの確立

中国銀行

4,207 2537210300 香川県 有限会社藤田木工所
ＮＣルーター導入によるシェルター家具の開発と業務
効率向上による新市場の開拓計画

尾原慎也税理士事務所

4,208 2537210301 香川県 泰和株式会社
中国産塩安を使用するための、高純度バナジウム生
成反応速度制御システムの導入

伊予銀行

4,209 2537210304 香川県 愛媛紙販株式会社
食品産業の売上及び利益向上を支援するための生
産体制の実現とビジネスモデルの確立

伊予銀行

4,210 2537210306 香川県 讃岐化学工業株式会社
次世代半導体用の絶縁膜材料であるアミノシラン類
の試作開発

税理士法人二見・岩村会計
事務所

4,211 2537210312 香川県 株式会社増田鐵工所
レーザ加工装置導入による高精度溶接技術を確立
することでの競争力強化

観音寺信用金庫

4,212 2537210313 香川県 小林産業有限会社
自動円周溶接システム導入による長尺円筒形溶接
構造物の生産性向上

観音寺信用金庫
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4,213 2537210318 香川県 ｈａｃｏｍｏ株式会社
コンパクトに輸送可能な段ボール製大型遊具の設計
開発

百十四銀行

4,214 2537210319 香川県 ヨークス株式会社
３Ｄ測定機器による採寸、データの分析・製品への
フィードバックと新市場開拓

百十四銀行

4,215 2537210320 香川県 浪越自動車有限会社
自動車車体寸法の三次元計測による、車体修理精
度向上及び作業効率化

伊予銀行

4,216 2537210325 香川県 有限会社丸亀リサイクルプラザ
微生物の力を使って食品廃棄物を液体飼料化する
設備の導入

観音寺信用金庫

4,217 2537210331 香川県 株式会社矢野材木店 収納庫生産工程の自動化促進による競争力強化 百十四銀行

4,218 2537210335 香川県 エールック株式会社

皮革新型ミシンの導入による製造工程の改善と効率
化（少量、多品種、短納期）、それによる高品質で高
機能素材（小豆島バージンオリーブオイルを使った皮
革製品）の縫製技術の構築

中国銀行

4,219 2537210340 香川県 サヌキ畜産フーズ株式会社
冷凍カツにおける原料肉成型（冷凍プレス機）・スライ
ス重量選別（ウェイトチェッカー）精度向上による歩留
り・生産性向上にともなう価格競争力強化

百十四銀行

4,220 2537210343 香川県 株式会社ルーヴ
菓子店の技術革新、新食感の多層構造焼菓子の開
発と事業化

百十四銀行

4,221 2537210344 香川県 有限会社八光船舶
熟練工と最新設備を掛け合わせた生産効率改善と
デザイン性向上による競争力強化

百十四銀行

4,222 2537210349 香川県 有限会社ディエスケイ
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入によるインプラント治
療支援システムの確立

百十四銀行

4,223 2537210351 香川県 株式会社岬産業
３６０°回転式レーザー測定機による構造物の劣化
状況確認および構造物カルテシステムの開発

百十四銀行

4,224 2537210354 香川県 株式会社太陽社
特色インキ自動調合機と最新鋭断裁機の導入で、当
社の強みを活かして新分野を開拓する

香川銀行

4,225 2537210359 香川県 株式会社ヤマガタファステム
救急絆創膏製品の品質管理画像検査装置の導入に
よる品質の向上を図る事業

百十四銀行

4,226 2537210363 香川県 株式会社ユーミック
資源エネルギー開発用建設機械の大型化に対応し
た長尺部品への研磨能力の拡充

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,227 2537210364 香川県 株式会社大和製作所
製麺機製造における技術を一部応用した製菓・製パ
ン用生地生成機械の開発。

商工組合中央金庫

4,228 2537210366 香川県 株式会社真鍋プランテック
レーザ溶接装置導入による溶接工程の低コスト化・
短納期化・高品質化の確立

観音寺信用金庫

4,229 2537210367 香川県 橋本特殊工業株式会社
チップソーの多種少量短納期生産に対応するチップ
シート加工装置の導入

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,230 2537210369 香川県 株式会社藤田製作所
大型三次元測定機活用による、大型・高精度・複雑
形状部品測定技術の確立

三豊市商工会

4,231 2537210371 香川県 株式会社スナガワ
テーブル形横中ぐりフライス盤導入による品質及び
生産性の向上

さぬき市商工会

4,232 2537210372 香川県 株式会社マルトク
最新ネット通販システム、木工用機械導入での受注
処理及び生産の効率化による「四国ブランド材の全
国への拡販を主軸としたネット市場拡大計画」

伊予銀行

4,233 2537210373 香川県 有限会社みやもとテント
安全で効率的な積み降ろし作業が出来る幌シートの
製造・販売

百十四銀行

4,234 2537210382 香川県 株式会社かねすえ
品質向上・生産性向上・食の安全を目的に、最新設
備導入による新生産ラインを構築する事業

百十四銀行

4,235 2537210386 香川県 有限会社協進精工所
高硬度・複雑形状部品の内製化による納期コスト競
争力強化と多品種少量案件の受注拡大

百十四銀行

4,236 2537210387 香川県 吉田技工有限会社
高性能ワイヤ放電加工機導入による、リサイクル用
破砕機の規格外部品への対応

百十四銀行

4,237 2537210388 香川県 大紀商事株式会社
フレキソ方式の印刷機を導入して、ティーバッグ用の
タグを新たに開発し、製造販売する事業

百十四銀行
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4,238 2537210392 香川県 株式会社開洋
水産加工機器の導入による加工工程の効率化及
び、多様なニーズへの対応

高松信用金庫

4,239 2537210393 香川県 有限会社共立製作所
シェールガス由来エチレン設備部品増産の為の設備
導入と生産プロセス改善

香川銀行

4,240 2537210396 香川県 株式会社弘栄社
学校独自の特色を持った長期間保存が可能な卒業
アルバム文集の出版事業

百十四銀行

4,241 2537210397 香川県 高陽建設株式会社
大型木材加工機械の導入による木材製品の品質向
上と生産性を強化

百十四銀行

4,242 2537210398 香川県 有限会社坂出スチール工業
レーザー切断技術の平面物への加工から立体物へ
の加工のための新設備の導入

伊予銀行

4,243 2537210400 香川県 株式会社讃州
「半生うどん」の高品質化と生産性の向上、及び衛生
環境の改善の為の生産機械設備の導入

観音寺信用金庫

4,244 2537210405 香川県 株式会社村岡鉄工所
光学系フィルムハンドリング装置の高精度化による
競争力強化

百十四銀行

4,245 2537210409 香川県 株式会社田井タップ製作所
掘削用刃具製作における生産性の高品質化・効率
化・低コスト化の促進

三豊市商工会

4,246 2537210421 香川県 株式会社カワブ産業
トラックの位置情報の荷主企業との共有と配車の効
率化による輸送サービスの高付加価値化

さぬき市商工会

4,247 2537210428 香川県 新日本建工株式会社
得意先への品質・安全・安定した工程管理の提供の
為の社内業務ＩＴ化

百十四銀行

4,248 2537210429 香川県
有限会社ケイ・ワイコーポレーショ
ン

乗馬クラブへの脱着式屋根装置を利用した全天候型
の革新的サービス

高松信用金庫

4,249 2537210432 香川県 有限会社都島興業
現場施工の大幅削減を実現する鉄筋工事のユニット
化システムの開発

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,250 2537210435 香川県 株式会社禾
三大食物アレルゲン（小麦粉・卵・乳製品）不使用の
長期保存可能な備蓄用食品の開発

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,251 2537210440 香川県 株式会社オーキッド
刺繍と昇華プリントの融合技術の全国初の開発及び
販売

百十四銀行

4,252 2537210441 香川県 株式会社ラブ・ラボ
ＷＥＢ上で使える、簡単・お手軽デザインカスタマイズ
シュミレーションシステムの導入による販売力強化事
業

百十四銀行

4,253 2537210445 香川県 株式会社ホリ
アレルギーフリー（卵、乳製品、小麦粉未使用）の衣
を使った瀬戸内産の『冷凍えびフライ』の試作・開発

大前香税理士事務所

4,254 2537210448 香川県 高松トーヨー住器株式会社
地場中小工務店に対するゼロエネルギー住宅提案
サポートサービス

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,255 2537210449 香川県 株式会社ドリーム
顧客別の購買履歴データベースを構築し、高齢者向
けサービスの強化により収益拡大を図る事業

百十四銀行

4,256 2537210451 香川県 株式会社ボープロジェクト
結婚式実施数の減少に歯止めをかける！当社独自
の「文化財ウエディング」によるサービス革命の商品
化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,257 2537210455 香川県 有限会社ヨコウチ
アクティブな女性を全力で応援する高級福祉サロン
＆レシェブ

観音寺信用金庫
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