
（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 2637210301 香川県 株式会社常磐
条件制御が可能な大型ホットプレス機導入による化粧合
板の品質向上と量産化計画

高松信用金庫

2 2637210302 香川県 鎌長製衡株式会社 荷重検出器（トラックスケール）生産工程の効率化促進 岩部達雄税理士事務所

3 2637210304 香川県 株式会社デンロコーポレーション
設計・現寸コスト削減を実現する３Ｄ－ＣＡＤ自動現寸シス
テムの開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

4 2637210305 香川県 昭和紙工株式会社
試験検査機器を導入し、消毒性を向上した新規外皮消毒
剤を製造する事業

百十四銀行

5 2637210308 香川県 株式会社共栄食糧
小型高温高圧加熱処理装置導入による容器包装詰新製
品の開発と生産体制の確立

百十四銀行

6 2637210310 香川県 株式会社松本製作所
需要が高まる軽量型冷蔵・冷凍庫用簡易型防熱扉の試
作・開発事業

百十四銀行

7 2637210312 香川県 有限会社ヨシカワ企画
最新印刷機の導入による内製化を図ることで作業の効率
化及び新たな販路開拓

観音寺信用金庫

8 2637210313 香川県 サンヨーフォーム工業株式会社 緩衝材の加工精度向上による生産体制の強化 中国銀行

9 2637210314 香川県 株式会社ワイケーエス ニットシャツ分野進出のための設備導入事業 中国銀行

10 2637210315 香川県 松本製作所株式会社
ＣＮＣ旋盤の導入による精密機械部品の増産体制の確立
と生産性向上

高松信用金庫

11 2637210316 香川県 株式会社トクシンテクノ
石油等貯蔵タンク製造の安全性や耐久性等の品質向上と
生産性向上のための新規設備導入

百十四銀行

12 2637210317 香川県 株式会社日本グレーン研究所
バランス測定装置・研削盤の導入による測定・修正時間の
低減を図る

百十四銀行

13 2637210323 香川県 株式会社橋輝
新型ニット手袋横編機導入による海外製品との差別化商
品生産体制の確立

百十四銀行

14 2637210324 香川県 株式会社富士印刷
紙加工技術高度化による立体造形物の一貫生産体制確
立

観音寺信用金庫

15 2637210326 香川県 株式会社三好鉄工所
スーパーインシュレーション方式（断熱設備）導入による顧
客ニーズへの対応力強化

高松信用金庫

16 2637210335 香川県 株式会社森川ステンレス工芸 タッピング（ネジ切り加工）による製品向上に向けて 観音寺信用金庫

17 2637210336 香川県 有限会社長谷川鉄工所
機械系部品加工におけるＣＮＣ旋盤導入による品質向上
と生産能力の強化

高松信用金庫

18 2637210340 香川県 日本ヘルシーランド株式会社
未利用資源であるオリーヴ枝を健康・美容素材とした高付
加価値化

伊予銀行

19 2637210341 香川県 株式会社ひぐち 地元素材を使った健康スイーツの開発とブランドの確立
公益財団法人かがわ産業支援
財団

20 2637210343 香川県 多和砕石工業株式会社
最新ボールミルの導入による、余剰砕石を製品化する製
造プロセスの高度化

さぬき市商工会

21 2637210345 香川県 日精機器株式会社
同時５軸高精度加工技術による多品種・複雑形状部品の
高効率加工体制確立

百十四銀行

22 2637210346 香川県 株式会社ヤマガタファステム 業界初の人体に無害な換気扇用フィルター等の製造 百十四銀行

23 2637210349 香川県 株式会社マル邦石工房
ハイグレード研磨機導入による国内加工墓石の付加価値
創造・増収計画

吉川和良税理士事務所
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24 2637210350 香川県 株式会社太洋木材市場
レーザー加工機を用いた県産材（地域材等）を使用した木
製品の試作開発と生産・受注拡大事業

百十四銀行

25 2637210353 香川県 有限会社アーク工業
溶接ロボットシステム導入による鉄骨製品の高精度化・短
納期化の推進

観音寺信用金庫

26 2637210355 香川県 有限会社協進精工所
長尺シャフト部品の高精度かつ短納期を実現する、研削
加工技術の内製化確立

高松信用金庫

27 2637210356 香川県 三有研器株式会社
研磨機専用機化及び歪修正技術向上による刃付精度及
び生産性の向上

百十四銀行

28 2637210360 香川県 有限会社佐々木鉄工所
最新型設備導入による高精度部品の加工領域拡大と効
率的生産体制の構築

観音寺信用金庫

29 2637210365 香川県 株式会社讃州
低温熟成乾燥装置の導入による、高品質の「半生麺」「乾
麺」製造システムの確立

百十四銀行

30 2637210366 香川県 アサクラインターナショナル有限会社
１０歳若返る常識破りのヘアードライヤーアタッチメントの
試作開発

香川銀行

31 2637210367 香川県 第一衛材株式会社
滑り止めテープ機能付き介護シーツ生産のためのライン
改造

観音寺信用金庫

32 2637210370 香川県 株式会社安岐水産
魚介類のうまみ成分を測定し、最適な熟成状態で加工す
る新商品による付加価値の向上

さぬき市商工会

33 2637210371 香川県 有限会社森本建具店
伝統技法の組手細工を使った木製製品の量産体制を構
築する事業

百十四銀行

34 2637210372 香川県 株式会社タナベ刺繍
統合生産管理システムへの移行による高付加価値型事
業への転換

東かがわ市商工会

35 2637210373 香川県 株式会社シンキ製作所
香川県初のＱＲコード板取加工システムを備えた「ランニ
ングソー」の導入による生産性向上と売上拡大

百十四銀行

36 2637210374 香川県 株式会社三森
産業用生産装置における高精度位置決め制御手法の開
発

百十四銀行

37 2637210375 香川県 川鶴酒造株式会社
海外市場を視野に入れた新しい味わいの日本酒の開発と
生産体制の構築

百十四銀行

38 2637210379 香川県 ホリアキ株式会社
特許申請中の野菜袋普及の為に、設備導入により低コス
ト・短納期対応を図る。

三菱東京ＵＦＪ銀行

39 2637210380 香川県 和秀工業株式会社
製品の精度向上及び短納期化のための最新型加工装置
導入

観音寺信用金庫

40 2637210382 香川県 株式会社藤田製作所
深穴加工用設備導入による小径超深穴加工技術確立と
競争力強化

三豊市商工会

41 2637210384 香川県 株式会社讃匠
海外向け半生讃岐うどんの試作・開発による新規市場の
開拓

商工組合中央金庫

42 2637210385 香川県 タイヨウ株式会社
機械制御技術を用いた、回収おしぼり洗浄ラインにおける
２連カゴ反転機の開発

百十四銀行

43 2637210386 香川県 株式会社パル技研 高密度電子部品使用基板の品質保証体制の確立
一般財団法人四国産業・技術
振興センター

44 2637210388 香川県
有限会社ＫＯＭＡＴＳＵ ＧＡＲＤＥＮ ＤＥ
ＳＩＧＮ

化学肥料・化学農薬・除草剤を使わない野菜を材料とした
加工品の製造・生産拡大

百十四銀行

45 2637210390 香川県 株式会社ルーヴ
健康志向ニーズに対応した抗アレルギー性スイーツの開
発および事業化

百十四銀行

46 2637210502 香川県 ハウス美装工業株式会社
多様なニーズに適応したワンストップトータル生活環境支
援サービス

公益財団法人かがわ産業支援
財団

47 2637210503 香川県 有限会社ウイン
工務店と協力業者が地域№１になる顧客管理・伝達シス
テム開発

百十四銀行

48 2637210504 香川県 大塩水産株式会社
天然魚を「獲る・加工する・食べる・買う」体験型食育サー
ビスの提供

公益財団法人かがわ産業支援
財団
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49 2637210505 香川県 株式会社エヌディシージャパン システム導入で、売れ筋品のスムーズな補充、顧 吉川和良税理士事務所

50 2637210511 香川県
エフエム高松コミュニティ放送株式会
社

暮らしを豊かにするジェネリック映像コンテンツの制作 山本純税理士事務所

51 2637210515 香川県 株式会社スミダ・リ・オリジン
農家と連携して栽培した商品価値の高い農産物を使った
洋菓子等加工品の開発

公益財団法人かがわ産業支援
財団

52 2637210516 香川県 株式会社角八
自動新型洗瓶機の導入による高品質化と生産工程の高
効率化による短納期化の実現

百十四銀行

53 2637210519 香川県 株式会社バジェット・レンタカー四国
通信不要の音声ガイドアプリで四国８８ヶ所巡礼旅をサ
ポートする事業

百十四銀行

54 2637210521 香川県 株式会社オーキッド
受注及び社内情報システムの改革によるサービス改善プ
ロセスの革新

百十四銀行

55 2637210522 香川県 株式会社琴平グランドホテル
データ集積を利用したお客様満足度向上によるリピーター
倍増化計画

百十四銀行

56 2637210523 香川県 株式会社モリンホールディングス 糖質制限チョコレートの開発・販売 百十四銀行

57 2637210526 香川県 多田羅クリーニング株式会社
最新ＩＴレジ活用による上位顧客層の維持・拡大と競争力
強化。

百十四銀行

58 2637210532 香川県 株式会社ジョーソンドキュメンツ
民間航空機産業向け装備品整備手順書の画期的な短納
期制作及び増産体制の確立

一般財団法人四国産業・技術
振興センター

59 2637210535 香川県 株式会社丸亀給食センター
顧客データや栄養管理などの一元化による高齢者・治療
食向け宅配サービスの充実

百十四銀行

60 2637210536 香川県 日本農産株式会社
カットネギの製造過程改善と高品質冷凍カットネギ供給事
業

百十四銀行

61 2637210601 香川県 香川県建築事業協同組合 測量作業における精度と作業性の向上を図る事業 高松信用金庫
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