
公募回：1次公募 （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

2937110001 香川県 ツバメ工業株式会社 2500001014715
最新型窓抜貼機の導入による窓付封筒製造工程の更なる生産性
向上を図る事業

株式会社百十四銀行

2937110002 香川県 アイ電機株式会社 6470001000285
最新型タレットパンチプレスの導入による配電盤生産工程の改
革

株式会社百十四銀行

2937110005 香川県 株式会社高畑精麦 6470001008064
食糧用大麦の精麦加工時に排出される副産物の高度化工程の確
立

株式会社四国銀行

2937110006 香川県 有限会社宮武鉄工所 5470002015424
高品質で低コストな製品製作する為の新型マシニングセンタを
導入し、また新規顧客への体制を作る

観音寺信用金庫

2937110007 香川県 株式会社興栄企画 5470001009625 最新ロボットによる柱大組立溶接工程自動化システムの構築 株式会社百十四銀行

2937110008 香川県 株式会社ハイテク匠 5470001005913
羽柄材加工機導入による生産能力向上及び作業員の負担軽減計
画

株式会社百十四銀行

2937110010 香川県 アームス株式会社 7470001012908
知育玩具需要拡大に伴う金型納期短縮および高精度製品の生産
体制の構築

株式会社エフアンドエム

2937110013 香川県 香川クレメン株式会社 8470001010480 精密複合旋削加工技術開発による労働生産性向上事業 株式会社百十四銀行

2937110014 香川県 株式会社藤井食品 6470001008601 最新容器洗浄乾燥器導入により作業効率化及び衛生強化計画 株式会社百十四銀行

2937110015 香川県 ウインセス株式会社 7470001011265
多様な素材の微細且つ連続裁断が可能な搬出機構付自動裁断機
を用いた生産合理化計画

株式会社百十四銀行

2937110018 香川県 株式会社片山食品 8470001012551
高密度・高感度のＸ線検査装置導入による地域モデル企業の確
立

観音寺信用金庫

2937110019 香川県 有限会社吉鷹産業 9470002018695 延反・裁断工程の自動化による医療用ドレープ生産の効率化 香川県商工会連合会

2937110020 香川県 株式会社スマイル 4470001002250
スポーツ手袋等の生地材料への高精彩且つ低コストでの昇華転
写プリント加工の実現

株式会社香川銀行

2937110022 香川県 ケーエム精機株式会社 9470001009893 産業機械部品等の高精度化・自動化率促進による競争力強化 観音寺信用金庫

2937110023 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
最先端ＣＡＤ・ＣＡＭソフト対応型ＣＮＣ旋盤導入による超複
雑な形状を持つ旋盤部品の加工精度と生産性の向上

株式会社百十四銀行

2937110024 香川県 京兼醸造有限会社 4470002013206
発酵技術を応用した今までにない高付加価値魚醤の製造プロセ
スの機械化事業

株式会社百十四銀行

2937110025 香川県 株式会社大矢根利器製作所 8470001010448
最新炉の導入により均一温度環境下で当社の先端技術を発揮し
１％未満の不良率体制を実現する

株式会社百十四銀行

2937110027 香川県 プロテノバ株式会社 3480001005773 抗体医薬品の生産性向上に貢献する抗体結合タンパク質の開発 株式会社百十四銀行

2937110028 香川県 有限会社リサイクル久本商会 4470002008965 建物の解体工事事業とリサイクル事業の一体的実施 株式会社百十四銀行

2937110029 香川県 株式会社ＦＵＪＩＤＡＮ 9470001011313
段ボール及び異素材を同時に製造できるシステムの構築による
高生産性体制の確立

株式会社百十四銀行

2937110030 香川県 有限会社ベストトータルオート 6470002009557
新たな販売スタイルの展開として塗装ブース導入による一貫体
制の確立

高松信用金庫

2937110031 香川県 株式会社仁加屋 8470001010035 抗酸化特殊冷凍機の導入による飲食業界向け新商品開発事業 株式会社百十四銀行

2937110032 香川県 株式会社マキタ 7470001003766
次世代船舶用電子制御ディーゼルエンジン部品の高精度高効率
加工技術開発事業

岩部達雄

2937110034 香川県 株式会社伏見製薬所 5470001007604 バイオ医薬品原料用糖鎖の大量精製設備導入による競争力強化 公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110035 香川県 木下製粉株式会社 3470001008918
製粉事業における小麦粉充填システム導入による生産性及び品
質の向上

株式会社百十四銀行

2937110038 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
電動式フォークリフト導入によるコスト削減および作業環境改
善

株式会社百十四銀行

2937110039 香川県 株式会社三好鉄工所 1470001007954
次世代水素エネルギー貯蔵に必要な真空断熱貯槽の増産システ
ムの構築

株式会社香川銀行

2937110040 香川県 福寿産業株式会社 8470001010497 加工業務を強化し、塗装も含めた付加価値の向上を目指す 香川県商工会連合会

2937110041 香川県 株式会社岡村鉄工所 5470001000864
立形旋盤導入により、市場の進展が望まれる発電用タービン部
品の本格進出

株式会社百十四銀行

2937110042 香川県 株式会社えびす石材土木 3470001000081
四国初の最新型コーンクラシャ導入による庵治石の砕石にかか
る生産性と品質の向上計画

株式会社香川銀行

2937110044 香川県 株式会社コマックス 3470001007779
新テクノロージを活用した自動連続運転の確立による競争力強
化

株式会社百十四銀行

2937110045 香川県 ばいこう堂株式会社 7120001046494
和糖どら焼き製造工程の温度・圧力制御技術による生産性の向
上

株式会社百十四銀行

2937110046 香川県 本荘ケミカル株式会社 4120001151727
酸化亜鉛生産システムにおける省エネルギー化とコストダウン
の実現

株式会社滋賀銀行

2937110049 香川県 株式会社マルキン 3470001010403
冷蔵冷却保管システムの拡張及び機能強化により、売上げ増加
を図る

株式会社伊予銀行

2937110051 香川県 株式会社大越鉄工所 9470001000786
ＣＮＣターニングセンタの新規導入による高精度・短納期要求
への対応力強化

香川県商工会連合会

2937110052 香川県 アヤウタ工芸有限会社 7470002014309
多種の加工が可能なＮＣ導入による大型家具「部屋の間仕切家
具」量産体制の構築

株式会社中国銀行

2937110053 香川県 株式会社八栗 9470001004804
最新型多用途機能機械導入による魚介加工の高品質・高速化を
実現

公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110054 香川県 有限会社舞台美学 8470002008094
ＣＮＣルーター機導入による舞台装飾の品質と生産性向上、及
び安全性の確保

株式会社香川銀行

2937110056 香川県 株式会社夢菓房たから 8470001004631
顧客ニーズの高い「焼き菓子（柔らかい饅頭）」製造の生産性
向上

山地圭二

2937110057 香川県 株式会社草薙鉄工所 1470001014414 ＣＮＣ旋盤導入による川上工程の作業効率化 観音寺信用金庫

2937110063 香川県 株式会社弘栄社 9470001008160
オリジナル自分史製作での効率的生産体制の構築と労働（製
造）環境の改善

株式会社百十四銀行

2937110064 香川県 有限会社松野鉄工所 3470002015384
熟練技能者が有する単品部品の製造ノウハウを機械化で若手に
伝承

株式会社百十四銀行

2937110065 香川県 大成薬品工業株式会社 1500001014699
薬液製造ラインの増強により、生産性及び品質向上を図り、
シェア拡大を目指す

株式会社愛媛銀行

2937110066 香川県 千金丹ケアーズ株式会社 8470001005225
アジアで人気の当社開発商品の賞味期限延長と生産性向上で海
外販路拡大！

株式会社百十四銀行

2937110067 香川県 大岡鉄工株式会社 4470001008215
鉄骨溶接ロボットシステムの導入による鋼構造建物鉄骨部の生
産性向上

株式会社百十四銀行

2937110068 香川県 有限会社イレブンリース 5470002002380
新規リネン設備の導入による生産性の向上と品質の向上による
顧客満足度向上計画

株式会社香川銀行

2937110070 香川県 筒井鉄工株式会社 3470001010361
窒素切断技術獲得による、ステンレス支柱の付加価値向上と低
コスト化

株式会社香川銀行

2937110071 香川県 松本製作所株式会社 5470001015235
機械部品の多品種小ロット生産に向けた、加工精度・サイズの
向上

高松信用金庫

2937110072 香川県 株式会社富士印刷 4500001014762 高精度接合技術導入による箔押し製品の高付加価値化 観音寺信用金庫

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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2937110073 香川県 眞鍋造機株式会社 3500001012321 溶接ロボット活用による生産工程の自動化、生産性の向上 村本政彦

2937110075 香川県 株式会社讃岐螺子製作所 4470001011251
規格外ナットの独自量産システムの高度化と量産化による国内
外の競合企業に対する優位性の拡大

香川県商工会連合会

2937110080 香川県 旭洋鉄工株式会社 4470001001285
ターニングセンタの導入による小ロット一貫生産の生産性向上
事業

株式会社百十四銀行

2937110081 香川県 讃岐化学工業株式会社 6470001001713
新薬開発の高速化に資する新型フッ素化剤の低コスト大量生産
技術の開発

株式会社百十四銀行

2937110082 香川県 株式会社真鍋プランテック 4470001010352
海外のうどんブームを後押しする、輸出向け製麺機部品の供給
事業

観音寺信用金庫

2937110083 香川県 有限会社協進精工所 8470002009654
リチウムイオン電池分野獲得に向けた高精度・高効率生産のた
めの社内一貫生産体制確立

株式会社香川銀行

2937110086 香川県 有限会社佐々木鉄工所 8470002014910 ＮＣ旋盤＋ＩｏＴを活用した技術継承促進と短納期化 観音寺信用金庫

2937110088 香川県 川鶴酒造株式会社 2470001009834
成長戦略のための新しいタイプの低アルコール酒生産インフラ
基盤構築

株式会社百十四銀行

2937110089 香川県 株式会社さぬき市ＳＡ公社 3470001011178
カーボネーション設備の導入による高圧炭酸飲料桑の葉サイ
ダーの商品開発及び製造

香川県商工会連合会

2937110090 香川県 株式会社立石商事 1470001006122
コンクリート建造物用の「異形インサート材」製造技術の高度
化

香川県信用組合

2937110091 香川県 ブイテック株式会社 9500001014766
最新の自動シール包装システムの開発・導入による、飲料用
パックの生産効率向上と国内外シェア拡大

株式会社伊予銀行

2937110093 香川県 株式会社マルシン 4470001006813
卸売業から製造業への業種転換による売上・所得・納税・倍増
計画

香川県商工会連合会

2937110096 香川県 小林鉄筋株式会社 9470001008945
鉄筋組立溶接機及び油圧式円曲機の導入による鉄筋加工技術の
向上

高松信用金庫

2937110097 香川県 有限会社妹尾 9470002015577
四国初の最新型グリッドブラスト機の導入と大型集塵機の導入
による生産性の向上と環境への対応

株式会社香川銀行

2937110098 香川県 宇賀鉄工所 最新の溶接ロボットの導入による量産化と生産性の向上 観音寺信用金庫

2937110100 香川県 株式会社協進精工 3011801020760
大型プレス機導入による大型ナット緩み止め座金 製造での生産
性向上と販路拡大

香川県商工会連合会

2937110101 香川県 株式会社共栄テック 8470001015372
デスクロータリープレス機の導入による品質、生産能力向上を
図る計画

株式会社百十四銀行

2937110102 香川県 くりや株式会社 1470001011337
お米小袋製品の製造における集中情報管理＋生産計画提案シス
テムの構築

香川県商工会連合会

2937110103 香川県 株式会社太洋木材市場 9470001002618
立体造形技術とレーザー加工を組み合わせた新製品の試作開発
と販路拡大計画

株式会社商工組合中央金庫

2937110104 香川県 有限会社多田機工 8470002004432 機械部品、照明部品等の加工の高精度化による受注の拡大 株式会社香川銀行

2937110105 香川県 株式会社久保田麺業 1470001008580
常温長期保存生ラーメン開発製造に伴う既存製造ライン改修及
び設備の導入

株式会社百十四銀行

2937110107 香川県 株式会社三和 2470001009925
革新的なプロモーションツールによる顧客への売り上げ拡大支
援

観音寺信用金庫

2937110108 香川県 有限会社シンタク技研 8470002017153 最新型加工装置導入による製造工程の効率化 観音寺信用金庫

2937110113 香川県 三木鋼業株式会社 5470001003909
四国初の「トラック荷台搭載のウォーキングフロアシステム」
による効率的な荷物移動環境の構築

株式会社香川銀行

2937110115 香川県 株式会社フードテック 2470001010585 介護食技術を活用した日本初冷凍離乳食製造ラインの構築 香川県商工会連合会

2937110116 香川県 石川印刷興業株式会社 8470001010365
次世代ハイブリッドワークフロー「ＸＭＦ」を導入し、製版時
の生産性向上を行う事業

株式会社百十四銀行

2937110117 香川県 有限会社ファイトロニクス 2470002008942 プリント基板の実装工程における防湿剤塗布作業の自動化事業 株式会社小島マネジメント

2937110118 香川県 株式会社空撮技研 3470001014783 防災ドローンアタッチメント作製 株式会社百十四銀行

2937110119 香川県 株式会社松本製作所 6470001000062
新型ホットプレス機導入による、非木製防熱扉の生産性及び品
質の向上

株式会社百十四銀行

2937110120 香川県 トートコーヒー株式会社 9470001016072
熱風式焙煎機の導入による生産性向上の実現と新販路への供給
体制の構築

株式会社百十四銀行

2937110121 香川県 有限会社藤田木工所 2470002005898
生産プロセスの高度化で生産性向上と職場環境改善をはかり付
加価値創出体制の確立を目指す

株式会社ダイワマネジメント

2937110123 香川県 株式会社シコク 4470001011020 パンチング加工精度向上による品質安定化と生産効率の改善 株式会社百十四銀行

2937110124 香川県 有限会社カズワールド 3470002009799
リングテープ縫付時間の短縮による生産性の向上及び新デザイ
ンカーテン開発の確立

香川県商工会連合会

2937110125 香川県 大成段ボール株式会社 2470001011410 打ち抜き加工の性能向上による機能性段ボールの生産体制構築 株式会社中国銀行

2937110126 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830 協働ロボット導入による革新的夜間休日連続生産体制構築事業 東圭介

2937110129 香川県 有限会社共立製作所 2470002014809 擦り合わせ型組立品の増産を目的とした生産プロセス改善 株式会社香川銀行

2937110130 香川県 有限会社伸栄製作所 2470002013439
オートローダー付きＣＮＣ複合旋盤導入による高精度加工技術
の獲得と生産性向上

株式会社中国銀行

2937110131 香川県 ナカニシフーズ株式会社 7470001010201 切り身魚の生産拡大と効率化への取り組み 観音寺信用金庫

2937110133 香川県 サヌキ食品株式会社 8470001008582
最新鋭の製麺機導入による新商品開発及び新規市場開拓による
売上増大

株式会社中国銀行

2937110134 香川県 株式会社坂出スチール工業 3470002014898
諸産業の高度で複雑化する溶接作業の開先ニーズをサポートす
る計画

株式会社四国銀行

2937110135 香川県 第一衛材株式会社 9470001010414
ペット用紙おむつ市場シェア１４％→２０％ＵＰ　大規模改造
計画

観音寺信用金庫

2937110136 香川県 株式会社Ｓｕｎ　ｓｏ 1470001013399 葉ネギ集出荷場の生産性向上と残渣処理の適正化 株式会社百十四銀行

2937110137 香川県 丸富士産業株式会社 5470001003891
樹脂加工にＮＣルータマシンを導入し生産性向上、一貫生産、
新規受注拡充を実現する

大下俊樹

2937110138 香川県 株式会社モクラス 9470001010851 意匠・質感を有する住宅用建材製作による競争力強化 香川県商工会連合会

2937110139 香川県 有限会社中村耕木工所 4470002005095
ルータ加工の生産力の強化とそれを通した家具・建具の積極的
受注

高松信用金庫

2937110140 香川県 Ｂａｍｂｏｏ　ＬＣＣ
業界初の燃焼方法を用いた竹バイオマスボイラー及び燃料化ま
での周辺機械の設計・開発と実用化

公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110141 香川県 高陽建設株式会社 4470001001467
精密加工・表面処理技術を用いた木材加工機械の導入による造
作家具生産体制の構築

株式会社百十四銀行

2937110143 香川県 株式会社テルミ・エンタープライズ 4470001006788
プリントサービスをさらに特化した全面プリントシステムの構
築

公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110144 香川県 株式会社藪水産 8470001012601
業界初めてのエビ殻除去の機械化技術の確立とエビ殻を軟化さ
せてそのまま食べれる新製品の開発

香川県商工会連合会

2937110146 香川県 株式会社太陽社 9470001002601 枚葉オフセット印刷の画像解析を用いた全数・全面検査化事業 株式会社香川銀行

2937110147 香川県 株式会社パブリック 6470001010846
産業廃棄物中間処理施設において選別処理の自動化と輸送コス
トの削減を可能にし、処理量増加による生産性向上を実現する

観音寺信用金庫

2937110148 香川県 有限会社大井建具店 8470002001495
「組手（くで）のある暮らし　～Ｌｉｆｅ ｗｉｔｈ ＫＵＤＥ
～」普段使いの組手製品の量産化計画

株式会社伊予銀行

2937110151 香川県 株式会社讃匠 2470001009009 讃岐半生うどんの計量・包装ラインの自動化による生産性向上 株式会社商工組合中央金庫



2937110152 香川県 株式会社多田建設 6470001011051
溶接ロボットの導入による生産性の向上から目指す大型鋼構造
物の受注拡大と収益力の強化

香川県商工会連合会

2937110153 香川県 御津電子株式会社 8260001006442
画像寸法測定器の導入によるＥＴＣ画像処理装置など制御機器
の部品検査の高速化

特定非営利活動法人四国ステップ
アップ・コンサルティンググループ

2937110154 香川県 有限会社サンエス 7470002016602
最新型レーザー切断機の導入による高生産性の実現及び製造費
用の圧縮

観音寺信用金庫

2937110155 香川県 株式会社桜製作所 3470001000107
５軸３Ｄ加工ソフトの導入による伝統と先端技術の共存と生産
性の向上

株式会社百十四銀行

2937110156 香川県 さぬき麺機株式会社 6470001010243 ＣＥ規格取得における試作機の製作と管理体制の構築 観音寺信用金庫

2937110157 香川県 ウエタプリント
最新レーザー加工機導入による地場てぶくろ産業へのこれまで
にない装飾品の提供と開発。及び印刷物の社内内製化。

香川県商工会連合会

2937110158 香川県 和菓子孝子堂
和菓子の製造工程の自動化により製造コストの削減と量産体制
の構築

香川県商工会連合会

2937110161 香川県 旭工業株式会社 6470001014260 最新型リモート監視クレーン導入による生産性の向上 株式会社四国銀行

2937110162 香川県 株式会社ジョーソンドキュメンツ 3470001005972
バーチャルリアリティー技術を活用した，香川県初 災害想定体
感型防災シミュレーション機の開発

株式会社香川銀行

2937110164 香川県 株式会社カンショク 1470001009851
万能スライサー及び真空ポンプ導入による業務規格製品製造ラ
イン強化

観音寺信用金庫

2937110165 香川県 株式会社ｏｅｏ 1470001015742
オリジナルの電子回路基板開発によるＬＥＤナビゲーションシ
ステムの試作

株式会社百十四銀行

2937110166 香川県 有限会社藤原米穀 9470002016162
精米工程における異物や不良米の効率的除去方法の確立による
安心安全米の生産

株式会社中国銀行

2937110167 香川県 有限会社八光船舶 2470002017687
材木切断の最新機械導入による安全性の飛躍的向上と、品質の
標準化

株式会社百十四銀行

2937110168 香川県 株式会社関西マシン・キー工業所 4470001008223
縦形マシニングセンタの精密機械部品の増産体制の確立と生産
性向上

株式会社中国銀行

2937110169 香川県 有限会社植村鉄工所 1470002001213
ＣＮＣ旋盤機械の導入による加工技術の多様化と１社依存から
の脱却

株式会社百十四銀行

2937110170 香川県 共栄冷凍水産株式会社 2470001009875 未利用魚（ハモ等）を活用した新商品開発と生産性向上 株式会社百十四銀行

2937110171 香川県 讃光工業株式会社 1470001011246
ＥＶシフトによるリチウムイオン電池需要拡大に対応できる高
精度高能力の充填計量機の開発

株式会社百十四銀行

2937110172 香川県 株式会社香川鉄工所 3470001009858
最新型複合加工機を導入による研削加工の高精度化とリードタ
イムの短縮

観音寺信用金庫

2937110173 香川県 有限会社山本ステンレス 3470002016259
最新の五面加工機の導入による生産性の向上とさらなる精密性
の飛躍

観音寺信用金庫

2937110175 香川県 株式会社七星食品 7470001011018
ブランド豚増産に対応する最新真空包装機導入による生産プロ
セス改善計画

株式会社百十四銀行

2937110178 香川県 川崎化工株式会社 8470001010373
最新成形生産管理システム導入による、革新的製品開発・生産
管理体制の構築

株式会社中国銀行

2937110179 香川県 岡田鉄工有限会社 5470002014715
最先端加工機導入による高付加価値製品の受注拡大、及びロ
ボット産業ヘの進出

株式会社中国銀行

2937110180 香川県 株式会社杢創社 1470001005776
需要拡大する無垢材メインの家具製品の更なる高品質化と生産
能力増強計画

株式会社百十四銀行

2937110182 香川県 有限会社藍色工房 3470002009865
藍エキスを配合した男性用化粧石鹸の開発販売及び製造効率化
事業

株式会社百十四銀行

2937110302 香川県 株式会社大和製作所 6470001009228
味と食感の数値化による多様性のある顧客ニーズに対応する世
界初の麺店支援活動の実現

株式会社商工組合中央金庫

2937110304 香川県 有限会社予州興業 6470002015522 安全・安心な土砂を提供する新規事業の開発 株式会社伊予銀行

2937110305 香川県 株式会社リサラネット 4470001011879
四国初３Ｄデザインシステムを活用した高品質フルオーダー仮
装衣装の製作販売

公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110306 香川県 株式会社オータニ 6470001009830
業界初！巡回型定期おそうじ「メイドメンテナンスシステム」
事業

観音寺信用金庫

2937110307 香川県 有限会社ＫＡＺＵ空調 5470002008485
香川から発信！フロン回収能力アップに伴う地球温暖化抑止計
画

高松信用金庫

2937110309 香川県 株式会社アスクプロード 7470001001670 オフセット印刷シリンダー（鉄芯）のリユースサービス展開 株式会社百十四銀行

2937110310 香川県 亀山建設株式会社 7470001007296
新型油圧ショベル機導入による工事プロセスの改善・生産性向
上・顧客満足度の向上

高松信用金庫

2937110311 香川県 株式会社ルーヴ 3470001004669
最新型ＰＯＳシステムの導入による顧客満足度の向上と生産効
率の向上

株式会社百十四銀行

2937110312 香川県 株式会社マルトク 7470001003873
インテリアトレンドニーズに対応する、ＩＯＴを活用した通販
事業の革新

株式会社伊予銀行

2937110314 香川県 みいけ歯科医院
歯科用ＣＴシステム導入による診断精度の向上、口腔外科患者
受け入れ拡大策

高松信用金庫

2937110315 香川県 ｉ－ＭＡＤＥ 牛音声解析技術を用いた牛の分娩・発情お知らせ通知システム 株式会社百十四銀行

2937110316 香川県 株式会社レアスウィートコスメ 2470001014652 希少糖配合化粧品の世界市場に向けての新商品開発と販路拡大 公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110317 香川県 ビューティーアンドケア株式会社 6470001013691 ネイルサロン先進技術導入及び顧客拡大計画 株式会社百十四銀行

2937110319 香川県 未来食糧
香川県産米“おいでまい”の製粉・食品加工技術の開発と新商
品のブランド構築

高松信用金庫

2937110320 香川県 ケイ・タス株式会社 1470001006031
３Ｄ技術を活用し、医療用装具を高品質、短納期、低コストで
提供する健康宅配事業

公益財団法人かがわ産業支援財団

2937110321 香川県 オッペン化粧品三条営業所
販売代理店共有のネットショップ兼受発注システム構築による
事業拡大

株式会社百十四銀行

2937110322 香川県 有限会社ハリキ 6470002018558 在庫管理システムの導入計画 高松信用金庫

2937110326 香川県 アイディオ株式会社 6300001009707
モーターサイクル利用の促進と購買意欲の上昇を目的とした、
観光情報発信および四国初モーターサイクルシェアサービスの
提供

株式会社百十四銀行

2937110327 香川県 株式会社グッドクリエイト 9470001008755
＠ＰＯＰ情報配信型防災アプリ開発による地域活性化と住民
サービスの向上を目指す事業

株式会社百十四銀行

2937110328 香川県 株式会社Ｒａｇ 7010601046673 地域歯科医を巻き込んだ在宅歯科診療の活性化 坂本晃

2937110329 香川県 ユウ薬品株式会社 9470001008350 調剤薬局における対物業務の機械化と対人業務サービスの充実 加藤高志

2937110331 香川県 光和電機株式会社 5470001001474
地域のものづくり力に貢献する大型制御盤・重量制御盤製作の
ための三次元ＣＡＤ自動ベンディング

株式会社中国銀行

2937110333 香川県 かさいデンタルクリニック 「矯正＆補綴」の両面を併せ持つ歯科医療サービスの開発 松永智子

2937110402 香川県
幹事企業：株式会社キョーワ 
連携体１：有限会社平三水産 
連携体２：株式会社山一水産

幹事企業：
7470001009879 
連携体１：
8470002016139 
連携体２：
2470001015956

地方創生 ～ 幻の漁師食材「釜揚げいりこ」を流通網に乗せ、
地元の力で伊吹島の再興をはかる ～

幹事企業：観音寺信用金庫 
連携体１：観音寺信用金庫 
連携体２：観音寺信用金庫


