
（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

2837110001 香川県 株式会社アバンテック 1470001008218
端曲式ベンディングローラー導入によるロール曲げ加工工
程の革新

観音寺信用金庫

2837110004 香川県 京兼醸造有限会社 7470001008204
ユーザーの作業効率向上を実現する高付加価値のある出
汁パックの製造プロセスの機械化事業

百十四銀行

2837110007 香川県 株式会社サンテック 1470001006857
ベンディングロール導入による海外展開に向けた生産性向
上計画事業

商工組合中央金庫

2837110012 香川県 大陽工機株式会社 9470001009068 大型ターンテーブル製作における生産プロセスの確立 四国銀行

2837110013 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
高精度同時５軸加工機導入による高度立体部品の製造と
生産性向上

百十四銀行

2837110014 香川県 株式会社パパベル 8480001003780
製造効率を向上させ生産性を高めて、コスト競争力のある
健康志向パンの開発製造

香川銀行

2837110019 香川県 坂出機工株式会社 5470001008949
最新型フライス盤導入による粉粒体装置製造工程の高効
率化

百十四銀行

2837110022 香川県 ウインセス株式会社 7470001011265
新設備導入による生産能力・効率アップと、独自デザイン
作業用手袋の国内量産の確立

百十四銀行

2837110023 香川県 株式会社ザイナス 2470001011369 帽子専用刺繍ラインの効率化による競争力向上 中国銀行

2837110026 香川県 有限会社阿賀歯車製作所 5470002014599
最新型加工設備の導入による、特殊機械部品の生産性向
上と新製品の開発

百十四銀行

2837110027 香川県 丸善織物株式会社 8470001008112
最新技術を集約した保護布縫製自動ミシンの開発導入に
より売上の拡大を図る

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110028 香川県 株式会社ナガイ 1470001003045 フードスライサー導入による生産プロセス改善を図る 観音寺信用金庫

2837110029 香川県 株式会社オクト 6470001004658 難脱水材の脱水機の開発による新分野進出 百十四銀行

2837110030 香川県 プロテノバ株式会社 3480001005773 大量生産システム構築による生産性向上と競争力強化 百十四銀行

2837110034 香川県 こんぴらや販売株式会社 9470001005100
多層化うどん麺の製造技術を応用した当社独自の三層中
華麺の開発

百十四銀行

2837110038 香川県 有限会社城山ケアセンター 6470002014821
業界初の超高速凍結機と脱塩装置導入による美味しい介
護食及び病院食の製造

伊予銀行

2837110042 香川県 有限会社協和鉄工所 5470002014806
プラント向け加工の納期を二日短縮できる自社システムの
確立

観音寺信用金庫

2837110044 香川県 橋本特殊工業株式会社 8470001003369
自動車業界等で急速に進む軽量化で需要拡大するアルミ
素材切断用大型チップソーの生産性強化による短納期化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110049 香川県 株式会社オリノ板金工業所 5470001009823
高性能溶接機を導入して、熟練工に依存しない高効率な
生産方式を実現

観音寺信用金庫

2837110050 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
オートステッカー導入による製造から屋根成型までの一貫
体制構築事業

百十四銀行

2837110051 香川県 宮本スケール  高精度特定計量器の開発及び型式承認取得 中国銀行

2837110052 香川県 株式会社大塚鉄工所 2470001009818
最新型ＣＮＣ旋盤導入による製造加工技術の高度化と多
様化

中国銀行

2837110055 香川県 有限会社香川メタルス 6470002001844
ＩＴ，ＩｏＴ，センシング技術を用いた鋳鉄鋳物生産支援システ
ムの開発および生産体制の確立

商工組合中央金庫

2837110061 香川県 有限会社西内花月堂 5470002013568
ロコモ対策機能性食品の開発と新設備導入による障がい
者雇用促進

百十四銀行

2837110062 香川県 旭工業株式会社 6470001014260
建築用鉄筋自動切曲加工機及び鉄筋溶接機の導入によ
る鉄筋の自社加工技術の確立

四国銀行

2837110063 香川県 有限会社アイヴエモーション 4470002018196 オートクレーブを活用した高品位なＣＦＲＰ成形技術の開発 百十四銀行

2837110064 香川県 高松手延素麺工場  
素麺市場の消費者ニーズの高度化へ対応するための生産
性の向上と商品の高品質化

高松信用金庫

2837110066 香川県 三洋魚類株式会社 7120101029151
香川県産真蛸を茹で蛸として、ブランディング販売するため
の生産システム構築

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110068 香川県 日精機器株式会社 9470001008540
最新ワイヤー放電加工機導入による品質向上と高精度・
複雑形状部品の高効率加工体制の確立

百十四銀行

2837110072 香川県 株式会社弘栄社 9470001008160
絵本等のハードカバー見開き本の劣化を防ぎ長期利用を
可能にする製本技術の開発

百十四銀行

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（74件）香川県

1
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2837110078 香川県 有限会社大倉塗料産業 4470002010814
高精度ＮＣ導入による、無垢で複雑かつ高度なデザインの
住宅用部材の増産体制構築

百十四銀行

2837110079 香川県 マナベ精機  新規大型製品加工機械導入により、新規取引先開拓 観音寺信用金庫

2837110083 香川県 株式会社ダイテック 7470001011406
自動面版機導入による作業工程の自動化および高精度化
の実現

百十四銀行

2837110089 香川県 株式会社マルトク 7470001003873 大型ワイドサンダー導入による新分野進出計画 伊予銀行

2837110096 香川県 有限会社協和 8470002009852
ＩＴ活用による暗黙知の形式知化と生産性向上及び技術・
技能承継

中国銀行

2837110097 香川県 株式会社カンショク 1470001009851
高性能横型逆ピロー包装機導入による商品生産力強化、
および社員活人化

観音寺信用金庫

2837110099 香川県 三木鋼業株式会社 5470001003909
四国初の使用済自動車回収から再資源化までの一貫処理
体制の構築

百十四銀行

2837110103 香川県 株式会社富士印刷 4500001014762
特許取得済「ウエットティッシュ包装袋専用蓋シール」の新
製造ライン開発

観音寺信用金庫

2837110106 香川県 株式会社中虎 4470001011268
ＣＡＤ Ｓｙｓｔｅｍ 導入による生産性の向上・競争力の強化・
販路の拡大

中国銀行

2837110109 香川県 有限会社さぬき鳥本舗 8470002016452
鶏の肩肉（希少部位）を使った新商品「ええとこ鶏」の生産
性向上を目指した機械設備の導入

三豊市商工会

2837110110 香川県 有限会社共立製作所 2470002014809
技能の見える化と変種変量・短納期対応型生産管理シス
テムの導入

香川銀行

2837110112 香川県 株式会社請川窯業 4470001009808
最新型焼成窯導入による多品種「高付加価値瓦」生産とデ
ザイン性向上

観音寺信用金庫

2837110113 香川県 株式会社八栗 9470001004804
最新型深絞り真空装置導入による生産プロセスの高効率
化

百十四銀行

2837110116 香川県 株式会社あっとん 1470001012038
匠の技と製麺工程の近代的機械化による高品質の「本場
冷凍讃岐うどん」での新規市場開拓

香川銀行

2837110118 香川県 有限会社ポルテ 1470002018612 ステンレス内蔵耐針指カバーの増産体制の構築 百十四銀行

2837110119 香川県 東邦電機工業株式会社 1470001005264
全自動電線加工機導入による生産効率の向上と、顧客
ニーズへの対応力強化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110310 香川県 真鍋商事株式会社 1470001008606
香川県ガソリンスタンド業界初「記名式（顧客管理）最新電
子マネープリカシステム」による市場シェア拡大及び地域
事業の活性化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110311 香川県 株式会社都村製作所 8470001008178 顧客支援システムの導入による能動的営業力強化事業 百十四銀行

2837110313 香川県 株式会社システムデザイン 3470001005915
新人教育の負担を４０％減させる動画特化型ｅラーニング
サービスの提供

高松信用金庫

2837110315 香川県 三豊市上下水道工事業協同組合 9470005004271
大型給水タンク導入による応急給水体制構築と地域住民
サービス向上

観音寺信用金庫

2837110316 香川県 有限会社中田ボデー工作所 3470002016102
作業効率向上・コスト削減・新分野展開のためのＩＴ技術導
入事業

香川銀行

2837110319 香川県 有限会社ヨシカワ企画 3470002009907 革新的新サービスであるＡＲ広告事業への進出 観音寺信用金庫

2837110321 香川県 株式会社エイデン 4470001010476
香川県経営革新認定事業『お遍路さん』の計画推進と、従
業員の賃金拡充事業

三豊市商工会

2837110322 香川県 四国環境システム株式会社 9470001001859
外国人介護人材向けデジタル教育コンテンツの新規展開
事業

八木弘城税理士事務所

2837110324 香川県 株式会社ラブ・ラボ 1470001004274
スマホ向け通販アプリによるオリジナルＴシャツの加工シス
テム構築

百十四銀行

2837110326 香川県 株式会社松本商店 2470001012020 福祉分野における情報共有システム導入 伊予銀行

2837110327 香川県 株式会社サクセス 5470001009006
四国の特産品に特化した産業振興のための産地直送型Ｅ
Ｃサイト構築

百十四銀行

2837110330 香川県 三和電業株式会社 2470001001782
施工技術標準化と現場管理の情報化による若手、海外技
術者の育成

百十四銀行

2837110331 香川県 株式会社ジョーソンドキュメンツ 3470001005972
製造業の設計データを活用・デザインする！「３次元リアル
イラスト及びバーチャルリアリティ」サービスの開発

一般財団法人四国産業・技術
振興センター

2837110332 香川県 有限会社電マーク 3470002007704 遠隔地との双方向動画配信サービス 愛媛銀行

2837110333 香川県 光洋産業株式会社 3470001008934
移動式切断機の導入による鉄スクラップの流通コスト削減
と新ビジネスモデルの構築

百十四銀行
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2837110335 香川県 マナベ自動車相談所  
過疎化が進む農山村部に「クイックカーメンテナンスサービ
ス」を提供する事業

さぬき市商工会

2837110337 香川県 東宝物産株式会社 1470001011114
商業洗濯による洗浄事故の低減と難洗衣料の取扱いによ
る販路拡大事業

百十四銀行

2837110401 香川県 一光電機株式会社 7470001005341
第４次産業革命型技術を活用した、新型分電盤の生産体
制の革新

商工組合中央金庫

2837110405 香川県 ユニードパック株式会社 7470001008609
世界初の軟包装材印刷Ｗｅｂ ｔｏ Ｐｒｉｎｔシステムの開発・導
入

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110409 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830
ＩｏＴ及びＡＩ活用による油圧関連製品製造事業の労働生産
性の向上と高付加価値労働環境の構築

公認会計士東圭介事務所

2837110412 香川県 株式会社トーコー 2470001011435
最新ＡＩ機能付５面門形マシニングセンタとＩＯＴ導入による
製造プロセスの改善

百十四銀行

2837110413 香川県 安田技研株式会社 8470001007725
最新自動金型交換ロボット付き鋼板折り曲げ加工機の導
入による溶接レス構造物の工法開発と短納期化

香川銀行

2837110414 香川県 有限会社篠原工業 1470002015980
従来の真空成形よりも自由度の高い造形を可能とする試
作・開発事業

百十四銀行

2837110415 香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152
四国初の大型ＮＣルーターとロボドリルによる能力強化と
濁水処理分野への新分野進出

香川銀行

2837110421 香川県 株式会社アラクス 7470001009771
最新型ファイバーレーザ導入による高精度加工の高効率
化

観音寺信用金庫

2837110422 香川県 株式会社川田製麺 1470001005405
乾麺製造ラインへのロボット及びトレーサビリティー管理用Ｉ
ｏＴ導入による生産性並びに品質向上

公益財団法人かがわ産業支
援財団

2837110424 香川県 株式会社プロテック 7470001003675 航空機部品加工技術の確立による競争力強化 百十四銀行

2837110425 香川県 株式会社幸洋製作所 3470001001468
３Ｄビッグデータ利活用とＩｏＴ対応ＡＩ機能付加５軸マシニン
グセンタ導入による医薬品製造装置分野への進出

公益財団法人かがわ産業支
援財団
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