
（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

2737110001 香川県 株式会社アバンテック 1470001008218
板厚９ｍｍ鋼板対応の曲げ加工機導入による、産業
用コンベア製作の革新

観音寺信用金庫

2737110005 香川県 株式会社イハラ 8470001007849
ＩｏＴによる加工機の制御・監視方法の革新で生産を
向上する。

中国銀行

2737110006 香川県 コアスリー株式会社 4470001012679
最新ベンダー導入による品質及び生産効率向上に
よる競争力強化の事業計画

観音寺信用金庫

2737110008 香川県 香川クレメン株式会社 8470001010480
当社特許取得製品「びびりピタ」高性能化のための
精密加工技術開発事業

百十四銀行

2737110009 香川県 株式会社村上製作所 5470001004015
油圧バルブシステムの構成部品であるボディー穴あ
け加工の無人加工システムの開発

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110010 香川県 有限会社協和鉄工所 5470002014806
次世代素材の機械加工への参入と進化する町工場
への挑戦

百十四銀行

2737110014 香川県 株式会社高畑精麦 6470001008064
安心・安全な主食用大麦を消費者に提供するため
の、加熱機導入による加熱殺虫包装工程の確立

四国銀行

2737110019 香川県
アサクラインターナショナル有限会
社

3470002000634
「くるりんぱ」で筋状の毛染めが簡単に出来る器具の
試作開発

香川銀行

2737110021 香川県 株式会社ミトヨテクニカル 4470001010113
最新型のアキシャル挿入機導入による増産体制の
構築。

観音寺信用金庫

2737110026 香川県 有限会社萱原鉄工所 7470002002073
最新型複合加工機導入による生産性向上とニーズ
への対応力強化

百十四銀行

2737110028 香川県 古川鉄工所              
次世代高効率油圧ユニット用ニッケル合金系難削材
の精密加工技術開発事業

中国銀行

2737110029 香川県 丸善織物株式会社 8470001008112
最新型自動カット機の導入により生産性を向上させ
売上の拡大を図る

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110035 香川県 株式会社寺嶋製作所 7470001008253
高精度ワイヤー放電加工機導入によるプレス金型
の生産性向上・高精度化の促進

中国銀行

2737110037 香川県 香川印刷株式会社 3470001000924
最新製版機導入によるコスト削減・消費者ニーズ対
応のための工程効率化事業

百十四銀行

2737110038 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
最新式大型五面加工機導入による競争力強化（幅
広・長尺製品加工の生産プロセスの開発）

百十四銀行

2737110039 香川県 株式会社フ－ドテック 2470001010585
素材本来の色、風味を残した高品質・高機能な『や
わらか食』の開発

三豊市商工会

2737110041 香川県 亀山建設株式会社 7470001007296
アスファルトリサイクルユニット導入による生産性改
善・産廃削減・価格競争力強化

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110042 香川県 四国建築鉄工株式会社 8470001001835
最新型の柱大組立溶接システム導入による柱の製
造強化、並びに他社連携による受注拡大

百十四銀行

2737110046 香川県 山城金属株式会社 4470001008207
最新型ＣＮＣ円筒研削盤導入による金型加工工程
の短縮

四国銀行

2737110047 香川県 株式会社常井鉄工所 9470001015157
医薬品包装機部品製作における、増産強化の為の
設備導入と工程の改善

百十四銀行

2737110050 香川県 香川県醤油醸造協同組合 6470005003417 発酵微生物管理技術を用いた醤油の高品質化事業 百十四銀行

2737110053 香川県 有限会社松野鉄工所 3470002015384
特殊心押台仕様ＣＮＣ旋盤導入による端面加工工
程の集約

百十四銀行

2737110054 香川県 株式会社岡村鉄工所 3240001001945
ピストンクリーニングリング製造用ＮＣ旋盤導入によ
る生産性向上

百十四銀行

2737110055 香川県 新和機工株式会社 9470001002205
広範囲ストローク立形マシニングセンタ導入による
中型ワーク加工の高効率化

百十四銀行

2737110058 香川県 有限会社土井鉄工 7470002016081
ベンダー（曲げ）加工機を導入し、生産性向上・不良
品ゼロ・作業効率の改善を実現する。

観音寺信用金庫

2737110063 香川県 松原鉄工株式会社 5470001003818
高精度回転テーブル搭載ワイヤ放電加工機導入に
よる生産効率の改善

百十四銀行
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2737110064 香川県 株式会社マルキン 3470001010403
大型需要対応のための自動包装機導入による生産
性向上と商品企画の多様化

伊予銀行

2737110073 香川県 株式会社穴田鉄工所 1470001011031
知能化システム搭載の最新モデル複合加工機導入
による生産性向上と加工技術伝承

ＦＭＢコンサルタンツ株
式会社

2737110074 香川県 徳寿工業株式会社 2470001002970
温室栽培における夏季高温対策を目的とした安価
な新冷却システムの開発

香川銀行

2737110078 香川県 株式会社禾 7470001011793
業界初！３大食物アレルゲン不使用米粉クッキーの
製造ライン機械化

香川銀行

2737110080 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
ハイブリッドドライブベンダーを導入した板金加工技
術の高精度・高生産性化

百十四銀行

2737110084 香川県 株式会社向進舎印刷所 4470001008933
無線綴機、中綴じ折り機の導入による生産性向上を
図る

観音寺信用金庫

2737110085 香川県 株式会社コマックス 3470001007779
鋼板自動曲げロボット導入による自動化と、現状機
械とのデジタル化確立

百十四銀行

2737110091 香川県 長尾工業所              
最新式複合ＮＣ工作機械の導入による製品受注の
集約化による差別化

山本純税理士事務所

2737110092 香川県 株式会社中村技研 3470001003092
最新型同時４軸加工機導入による複雑形状加工技
術の確立による生産性向上

香川銀行

2737110093 香川県 株式会社おおみね 8470001012130 冷凍うどんの生産性向上による競争力強化 香川銀行

2737110094 香川県 アサヒテクニカ株式会社 2470001013621
段ボールおよび紙製品製造工場における切屑除去
作業の省力・簡略化装置の開発計画

伊予銀行

2737110096 香川県 株式会社都村製作所 8470001008178
新規設備導入によるスケートパーク増産体制の構
築事業

百十四銀行

2737110098 香川県 有限会社豊嶋樹脂工業 8470002016510
ＦＲＰ製品の品質と生産効率向上の為、シリコーン
バッグ真空成形方式を導入する。

観音寺信用金庫

2737110100 香川県 創麺屋株式会社 9470001012393
殺菌装置等導入による、常温流通可能なセット商品
の生産性向上

百十四銀行

2737110102 香川県 株式会社スマイル 4470001002250
豊富な縫製ラインと最新印刷設備を用いた「よさこい
祭り衣装分野」等への進出

百十四銀行

2737110103 香川県
株式会社ユナイテッドシステムサプ
ライ

5470001004188
電子カルテ内患者情報と他媒体患者情報を融合さ
せ、モバイル端末上で利活用する新医療情報システ
ムの構築

香川銀行

2737110105 香川県 本荘ケミカル株式会社 4120001151727
リチウムイオン２次電池材料の性能革新及び量産計
画

滋賀銀行

2737110107 香川県 株式会社トーコー 2470001011435
最新レーザー加工機の導入による製造プロセスの
改善

百十四銀行

2737110121 香川県 株式会社サムソン 5470001009922
蒸気ボイラ用エコノマイザー（節炭器）自動組立ライ
ン（組立から溶接）の構築

百十四銀行

2737110125 香川県 川鶴酒造株式会社 2470001009834
日本酒の生産環境を再検証し、弊社独自の製造技
術を発展させた新たなる価値商品の開発

百十四銀行

2737110131 香川県 株式会社森づくり 8470001013649
下水道汚泥の発酵工程における、国内初の自動撹
拌システム導入による作業環境改善と生産性向上

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110133 香川県 株式会社綾野製作所 9470001008508
中期製造革新戦略に基づいた高品質家具の実現に
よる新たなブランド地位の構築

株式会社ダイワマネジメ
ント

2737110134 香川県 有限会社山奥鉄工所 2470002007102
底引き網漁初のロボットアーム型網寄せ装置の開
発・商品化による労災防止と生産性向上

株式会社ダイワマネジメ
ント

2737110143 香川県 有限会社菱栄工業 9470002014298
プラント用大型ダクト等の製作から据付迄の一貫施
工体制構築による受注機会拡大

百十四銀行

2737110145 香川県 サヌキ畜産フーズ株式会社 2470001012689
冷凍原料肉に対する解凍技術（特殊低温加湿）が生
み出す品温・歩留り向上による価格競争力強化計
画

百十四銀行

2737110146 香川県 有限会社西内花月堂 5470002013568
高齢者の健康維持、地域活性化を目的とした自然
薯饅頭の製造

百十四銀行

2737110150 香川県 小松印刷株式会社 8470001005357
最新式品質検査装置付印刷機を導入することによ
り、遠方地域への販路拡大

百十四銀行

2737110155 香川県 有限会社三豊給食センター 6470002017114
健康な高齢者が満足できる見た目も味も変わらない
“やわらか弁当”の開発

三豊市商工会

2737110157 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830
当社特許技術ロータリージョイントの機能向上の為
の精密研削加工技術開発事業

公認会計士東圭介事務
所



2737110158 香川県 株式会社三豊印刷 9470001010100
業界初自動調整機能付き紙折機導入による生産工
程の高精度化・高能率化の促進

観音寺信用金庫

2737110161 香川県 日東河川工業株式会社 5470001003297
高性能大型複合旋盤導入による大型水門の一貫生
産体制構築と生産性向上

ＦＭＢコンサルタンツ株
式会社

2737110168 香川県 株式会社パブリック 6470001010846
県下Ｎｏ．１のサプライチェーンを活かして、高品質
バイオマス燃料を増産し、循環型社会を実現する。

観音寺信用金庫

2737110176 香川県 鎌長製衡株式会社 6470001000095
３Ｄプリンタ導入による粉粒体供給装置製作の効率
化促進

岩部達雄税理士事務所

2737110179 香川県 株式会社ティプロ 1470001012723
機能的、デザイン的に効果のある装具の製作を香
川県から

税理士法人二見・岩村
会計事務所

2737110181 香川県 有限会社吉武工業所 7470002017798
精度の高い位置決めと加工の自動化の為のＮＣ鋼
材加工機の導入による生産性の向上

さぬき市商工会

2737110182 香川県 株式会社かめびし 4470001011326
醤油製造工程における製造環境改善設備導入によ
る効率的な生産体制の構築

百十四銀行

2737110189 香川県 有限会社宮本鉄工所 6470002016958
革新的ブラスト装置導入による生産性向上及び品
質向上と環境改善

百十四銀行

2737110196 香川県 川崎化工株式会社 8470001010373
最新電動式ブロー成形機導入による、プラスチック
容器の高付加価値化および生産プロセスの改善

百十四銀行

2737110302 香川県 有限会社一健板金工業所 3470002011219
赤外線サーモグラフィー調査による雨漏り修繕工事
一貫システムの構築

三木町商工会

2737110305 香川県 有限会社ジェム 3470002017216
特殊プリンターによるバーチャル環境整備での体験
型教育の提供と、業務用印刷機による新規教材開
発

百十四銀行

2737110309 香川県 ニューマーク株式会社 9470001014621
動画で世界にファンを創出！「さぬきクラウドファン
ディングの構築」

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110311 香川県 株式会社高松花市場 6470001002471
中四国の花市場３社が連携するシステムの導入及
び品揃えを充実させたウェブによる販売増強事業

百十四銀行

2737110312 香川県 株式会社山清 1470001006907
香川県内で栽培した日本古来の和からし種子を搾
油後、加工し商品化して販売する。

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110315 香川県 株式会社システムデザイン 3470001005915
外国人観光客のための、最高の香川旅行を提供す
るスマホアプリの開発と提供

高松信用金庫

2737110316 香川県 有限会社平三水産 8470002016139
プレハブ冷凍庫、真空包装機の導入、加工場の改
良により伊吹島に雇用を創出する。

観音寺信用金庫

2737110321 香川県 讃岐かがり手まり保存会              讃岐かがり手まり：新事業創出計画 百十四銀行

2737110323 香川県 さかえドライ株式会社 9470001001603 お客様に安心安全なドライクリーニングを提供する 商工組合中央金庫

2737110326 香川県 株式会社マオカ設計 2470001003754
「ほ場整備設計図作成システム」を活用した独自運
用による設計作業の効率化

百十四銀行

2737110327 香川県 大協建工株式会社 7470001002529
最先端廃校活用蝶鮫養殖システムによる地域特産
物の世界市場への開拓

中国銀行

2737110328 香川県 株式会社白洋舎 7470001003353
洗濯表示の全面改正に対応した新規設備導入によ
る新たなクリーニング市場の創造

百十四銀行

2737110330 香川県 マコーズファクトリー株式会社 1470001006650
高級ポップコーンＯＥＭ製造のための充填、包装工
程自動化事業

百十四銀行

2737110337 香川県 株式会社サクセス 5470001009006
アプリを活用した「四国霊場八十八ヶ所」の観光地と
しての付加価値向上による当社の収益向上事業

百十四銀行

2737110340 香川県 ホワイト印刷株式会社 8470001011132
紙媒体とウェブサイトを連携した小規模企業向け販
路開拓支援サービスの構築と展開

さぬき市商工会

2737110342 香川県 株式会社岬産業 5470001013461 土木補修補強工法の確立事業 百十四銀行

2737110352 香川県 株式会社スリーキューブ 3500001003015
農林水産加工品を含む地域資源活用型グローバル
越境ＥＣシステムの導入

公益財団法人かがわ産
業支援財団

2737110357 香川県
株式会社スマイル・アート・カンパ
ニー

1470001011816
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた矯正歯科診療のデジタル化
による精度向上と短縮化

百十四銀行

2737110364 香川県
エフエム高松コミュニティ放送株式
会社

9470001000745 「ＩＣＴ遠隔地交流サービス」 山本純税理士事務所


