
(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

1 2637110001 香川県 東亜機工株式会社
超音波による熱可塑性樹脂の熱融着性を利用した高速シー
ル機の開発

伊予銀行

2 2637110003 香川県 丸善織物株式会社
特殊仕様品に対応した自動ミシンの開発導入によって売上の
拡大を図る

公益財団法人かがわ産業支援財団

3 2637110005 香川県 高木綱業株式会社
超長期の耐屈曲性等の機能を有する特殊操作用繊維ロープ
の開発

商工組合中央金庫

4 2637110006 香川県 株式会社メッツ
長尺製品加工における高精度化・低コスト化推進による競争
力強化

観音寺信用金庫

5 2637110007 香川県 有限会社伸栄製作所
複合加工旋盤導入による精密機械部品の生産性向上・高精
度化の促進

中国銀行

6 2637110009 香川県 株式会社菊井商会
コンクリート養生粘着シート再利用システムの確立による養生
工法の試作・開発事業

百十四銀行

7 2637110011 香川県 四国エックス線株式会社 画像化超音波検査装置の導入 香川銀行

8 2637110016 香川県 有限会社横川ポリエチレン工業所
全電動式ブロー成形機導入による生産性及び品質向上により
他社との競争力強化を行う。

伊予銀行

9 2637110017 香川県 有限会社藤木
高周波接着設備導入による糊接合技術を確立することでの差
別化及び競争力強化

観音寺信用金庫

10 2637110019 香川県 有限会社西讃金属工業所
デュアルサーボドライブベンダー導入による納期短縮・高品質
化の実現

観音寺信用金庫

11 2637110021 香川県 サンミート株式会社
冷凍ハンバーグライン製造能力強化のための生産プロセスの
革新

観音寺信用金庫

12 2637110022 香川県 株式会社ホーコク製粉
包装工程の近代的自動化により、製品の高品質化、衛生管理
の向上、生産性の向上を図る事業計画

観音寺信用金庫

13 2637110024 香川県 佐藤紙器株式会社
紙器（化粧箱）製造工程における新規装置導入による生産体
制の確立

百十四銀行

14 2637110025 香川県 株式会社ウチダ
大判ウエットティッシュ製造機導入により内製化を進め売上高
の拡大と利益率の向上を図る

公益財団法人かがわ産業支援財団

15 2637110027 香川県 有限会社ポルテ 半導体製造装置メーカー向け配管ヒーターの増産体制の構築 百十四銀行

16 2637110028 香川県 ケーエム精機株式会社
新型マシニングセンターを導入し新品種金型開発と加工精度
及び製造能力を高める為の事業

観音寺信用金庫

17 2637110029 香川県 株式会社広立
反射板材料等を活用した高級照明器具の製品化による事業
拡大

中国銀行

18 2637110036 香川県 株式会社マックス
高機能繊維を使った高クッション・高フィットの手袋等防護製品
の開発

香川銀行

19 2637110037 香川県 丸岡金属株式会社
チョークチューブ製造工程への複合旋削加工技術導入による
生産効率向上事業

百十四銀行

20 2637110042 香川県 株式会社おがた食研
自律を見据えた新たな事業展開を実現する効率的生産体制
の構築

観音寺信用金庫

21 2637110044 香川県 佐々木土建工業株式会社 最新型ＣＮＣ旋盤機導入による、顧客ニーズへの対応力強化 百十四銀行

22 2637110045 香川県 株式会社藤村鐡工所
最新型加工装置導入による生産工程の高効率化・高精度化
の促進

観音寺信用金庫

23 2637110047 香川県 富士ダンボール工業株式会社
高性能搬送技術を用いた高付加価値（美粧・機能性）段ボー
ルケースの開発

百十四銀行

24 2637110051 香川県 株式会社オリックス
顧客の要求に対応する為、高精度の機械製作を行うための設
備導入

百十四銀行

25 2637110053 香川県 島乃香株式会社 酵素処理および濃縮による高タンパク質食品の試作開発 商工組合中央金庫

26 2637110054 香川県 株式会社三共機械工業 ユニット化による低コスト「傾斜土槽法」浄水システムの開発 百十四銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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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

27 2637110057 香川県 株式会社穴田鉄工所 多段形状付き長尺部品の連続同時研削技術の高度化 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

28 2637110058 香川県 株式会社マルトク 大型ＮＣルータ導入による新商品開発と新市場創造計画 伊予銀行

29 2637110059 香川県 徳寿工業株式会社 大玉トマト低段密植水耕栽培による高収量栽培方法の確立 香川銀行

30 2637110060 香川県 岡田鉄工有限会社
最新鋭の複合設備機械導入による少量・多品種への対応・精
度向上と福祉分野への進出

中国銀行

31 2637110062 香川県 株式会社とおる化成
最小限のエリアのみ清浄化するクリーンルームの設置による
医療分野での事業拡大

さぬき市商工会

32 2637110066 香川県 株式会社プロテック
最新型立形複合加工機導入による航空機部品の精密加工技
術の確立

伊予銀行

33 2637110068 香川県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ ＦＵＲＹＵ
世界に発信する小豆島の旬の食材を活かしたジェラートの新
商品開発

香川銀行

34 2637110070 香川県 大成段ボール株式会社 六次産業化支援と地場産業の販売支援 中国銀行

35 2637110071 香川県 大陽工機株式会社 トンネル工事向け移動式コンパクト破砕機（電動式）の開発 公益財団法人かがわ産業支援財団

36 2637110072 香川県 大成薬品工業株式会社
より薄く、しかも美容液成分が蒸発しづらい２層式フェイスマス
クの製品化

愛媛銀行

37 2637110079 香川県 有限会社大久保鉄工所
生産能力向上、大型板金対応に向けたハイブリッドドライブベ
ンダーの導入

公益財団法人かがわ産業支援財団

38 2637110080 香川県 明興産業株式会社
マシニングセンタを用いたＣＦＲＰ（炭素繊維複合材）の精密加
工技術開発による競争力強化

商工組合中央金庫

39 2637110082 香川県 株式会社大東精工
マシニングセンターの心臓部である、高精度な精密保持工具
を安価に提供

香川銀行

40 2637110083 香川県 ＳＩＮＸ株式会社
ポリウレタン接着剤の塗布装置を導入し、生産性向上・コスト
削減・職場環境の改善を実現する。

観音寺信用金庫

41 2637110087 香川県 株式会社光栄鉄工所
外注の内製化によるリードタイムの短縮と生産性向上のため
のワイヤカット放電加工機導入

百十四銀行

42 2637110088 香川県 讃光工業株式会社
粉体業界の短納期・高品質需要を達成するための経営ＩＴ基盤
導入と競争力強化

百十四銀行

43 2637110089 香川県 株式会社甚助
手延素麺製造に麺熟成の新技術を導入し、労働環境と生産性
を改善する事業

百十四銀行

44 2637110091 香川県 株式会社岡モータース
ＮＣルーター導入によるオリジナルキャンピングカー製造開発
計画

高松信用金庫

45 2637110092 香川県 サングローブ株式会社
新型自動裁断機導入により収益の向上を図り競争力強化・賃
金の向上を目指す。

百十四銀行

46 2637110094 香川県 常井鉄工所
製麺機ロール製作における、増産体制強化の為の設備導入と
生産工程の改善

百十四銀行

47 2637110095 香川県 シドテック株式会社
複合加工機導入による航空・医療分野での微細加工プロセス
の確立

さぬき市商工会

48 2637110096 香川県 有限会社田代商店
リサイクルウエス製造環境改善及び品質向上に関する取り組
み

中国銀行

49 2637110098 香川県 吉田技工有限会社
高耐久性破砕機の開発・生産に向けた、大型マシニングセンタ
の導入

百十四銀行

50 2637110099 香川県 有限会社シティング
オリジナル家具キッチン試作　イコライザー方式による木材乾
燥

香川銀行

51 2637110103 香川県 株式会社ダイテック
ワイヤーカット放電加工機導入による抜型の短納期、品質向
上計画

百十四銀行

52 2637110104 香川県 株式会社ＡＤＳムラカミ
新水圧技術（ＡＤＳ）を取り入れた新型入浴装置（寝浴専用）の
試作開発

百十四銀行

53 2637110105 香川県 株式会社高松ホツトスタンプ
アルミ複合板などの造形の製作のスピードアップとクリエイティ
ブ化

香川銀行

54 2637110109 香川県 斎藤製作所
２～３軸ＣＮＣ工具研削盤及び加工検査投影機を用いた金属
切削工具製造

百十四銀行
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55 2637110115 香川県 オーツケミカル株式会社
自動車鋼板用製鉄ラインで使用される高グリップ力を備えたウ
レタンゴムロールの試作開発

中国銀行

56 2637110116 香川県 株式会社テルミ・エンタープライズ
レーザーを利用した熱転写シート加工を実現させ、１ｍｍ未満
の再現性を持った熱転写ステッカーを製造する。

公益財団法人かがわ産業支援財団

57 2637110119 香川県 株式会社宮井鉄工所
精密折曲加工板の組合せによるステンレスフレーム加工技術
の確立

観音寺信用金庫

58 2637110121 香川県 御津電子株式会社
高機能旋盤導入によるＥＴＣ制御装置など制御機器の製造能
力の強化

一般財団法人四国産業・技術振興セ
ンター

59 2637110124 香川県 有限会社へんこつパン
香川県内学校給食パン製造の生産性向上により安心・安全な
パンの安定供給体制構築

三豊市商工会

60 2637110127 香川県 株式会社姫生水産
最新連続急速冷凍設備導入による冷凍天ぷらの高付加価値
化と製造工程の生産性向上

百十四銀行

61 2637110128 香川県 アルテ工業株式会社
耐久性・メンテナンス性に優れた当社独自の配管カバー類の
制作のための加工設備の導入

百十四銀行

62 2637110129 香川県 株式会社片山食品
下請工場の生き残り戦略 ～ 「待ち」の工場から「攻め」の工場
への大転換を図る ～

観音寺信用金庫

63 2637110131 香川県 高陽建設株式会社
高周波誘電加熱技術による木製枠材・無垢家具の高品質化と
生産体制の強化

百十四銀行

64 2637110132 香川県 日生化学株式会社
ＰＥＴシーラントフィルムの生産能力増強と品質管理体制の確
立

中国銀行

65 2637110136 香川県 株式会社川上板金工業所
先進技術を取り入れた大型建造物の為の金属製屋根材の開
発事業

百十四銀行

66 2637110140 香川県 株式会社テレフォース
高効率風車とぜんまいバネを使った小型蓄電・発電装置の開
発

観音寺信用金庫

67 2637110206 香川県 野上建設株式会社
農地管理から農業経営コンサルタントまで行う農地総合プロ
デュース事業

公益財団法人かがわ産業支援財団

68 2637110208 香川県 有限会社協同回収
設備増強による、レアメタルリサイクル事業の付加価値額の向
上

加藤高志

69 2637110209 香川県 株式会社ロジック
情報端末（スマートフォン等）を利用して、作業現場ごとの収益
効果を適時に把握でき、安価で導入しやすい建設業向けＩＴ
サービスの開発

百十四銀行

70 2637110211 香川県 株式会社シャルム
最新機種導入によるスポ－ツ手袋の完全フルオ－ダ－メイド
システム及び製造ライン構築における小ロット・多品種製造に
よる競争力強化

百十四銀行

71 2637110214 香川県 有限会社ライム調剤薬局
超高齢化社会に向けた薬剤師の在宅・高齢者施設訪問活動
強化事業

香川銀行

72 2637110218 香川県 株式会社アーバンレック
団塊世代の大量相続をターゲットにした「相続後のライフプラン
設計（相続対策と資産運用）」の提案と、支援するシステムの
開発・運用

吉川和良税理士事務所

73 2637110222 香川県 株式会社ギフトグッズ
増加する訪日外国人観光客に対する業界初のサービス業向
け外国語接客用語ＷＥＢ講座の開講

百十四銀行

74 2637110223 香川県 銀四郎麺業株式会社
手延べ素麺の生産技術を活用した手延べ即席麺の生産性の
向上と販路開拓事業

百十四銀行

75 2637110224 香川県 株式会社三好石材
墓石原石採掘業務の革新と効果的作業による顧客への提供
価値向上

公益財団法人かがわ産業支援財団

76 2637110226 香川県 株式会社喜代美山荘
天然大岩の露天風呂に源泉から本格温泉を配湯する新サー
ビス提供による顧客満足度向上事業

百十四銀行

77 2637110228 香川県 株式会社ミヤプロ
活動量計等を利用した高齢者健康チェック・健康増進システム
開発

香川銀行

78 2637110230 香川県 株式会社白洋舎
最新ＩＴ機器の導入による受注効率及び顧客満足度向上と新
たな需要創造の実現

百十四銀行

79 2637110231 香川県 株式会社アームパワー
人材不足克服と処遇改善の実現に向けた「ハイブリッド誘導」
サービスの構築

百十四銀行

80 2637110240 香川県 株式会社三光システム
厚生年金基金制度改革による後継制度向け「総合型ＤＢシス
テム（仮称）」構築と関連サービスの提供

百十四銀行

81 2637110241 香川県 丸一倉庫株式会社
消費者のオリジナル出汁調理体験スペースの新設による海産
物の価値・品質の見える化事業

百十四銀行

82 2637110245 香川県 千金丹ケアーズ株式会社
訪日外国人旅行者に向けたホテル朝食用黒ごまペーストポー
ションパックの開発

百十四銀行



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

83 2637110246 香川県 株式会社マキタ
舶用電子制御主機関用シミュレーター導入による演習プログ
ラムの提供

岩部達雄税理士事務所

84 2637110248 香川県 株式会社ボープロジェクト
Ｍａｄｅ ｉｎ Ｋａｇａｗａを世界に！海外デザインと香川県の伝統
工芸技術を融合させた、高デザイン商品の開発

公益財団法人かがわ産業支援財団

85 2637110251 香川県 株式会社環境技術研究所
アスベスト含有率測定方法　ＪＩＳ法・ＩＳＯ法に対する設備投投
資事業

香川銀行

86 2637110253 香川県 かさいデンタルクリニック 顔貌との調和を３Ｄで確認する超審美治療 香川銀行

87 2637110255 香川県 シェ・モーリー 笑顔を配達するケーキ屋さん 伊予銀行

88 2637110256 香川県 株式会社サクセス パズル道場を活用した小中学生の基礎学力向上 伊予銀行

89 2637110258 香川県 ケイ・タス株式会社
業界初の義肢装具企業向け病院在庫見える化Ｗｅｂ連携サー
ビス提供による顧客満足度向上事業

百十四銀行

90 2637110264 香川県 株式会社厳選
地元食材を活用した天然酵母パン、地産地消型インストア
ベーカリーの業態開発

百十四銀行

91 2637110268 香川県 株式会社ミトラ
ＧＰＳ技術を利用した画期的な運輸業者向け運行管理アプリ
の開発と革新的サービスの提供

公益財団法人かがわ産業支援財団

92 2637110269 香川県 株式会社山三キカイ 「性能評価システム」確立による中古機械の品質の見える化 百十四銀行


