
公募回：１次公募 （受付番号順）

No 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

1 2938110004 愛媛県 共立電気計器株式会社 2013201001615
多数の既存製品を瞬時にＩｏＴ対応にするＩｏＴ
モジュールの試作開発

株式会社伊予銀行

2 2938110005 愛媛県 有限会社宮本製作所 8500002009898
高精度な測定機導入による高度測定検査工程の内
製化

株式会社伊予銀行

3 2938110006 愛媛県 新井産業株式会社 5500001008243
電動アクチュエータを用いた高精度位置決めによ
る食品容器の高効率製函

株式会社伊予銀行

4 2938110007 愛媛県 株式会社柳産業 6500001016550
廃電線処理プラント設備導入による高価買取を可
能とした新サービスの展開

株式会社香川銀行

5 2938110013 愛媛県 十川製紙株式会社 6500001014406
カッティング工程の自動化による生産性の向上及
び、新商品開発で売上げ増大

株式会社香川銀行

6 2938110015 愛媛県 クワバラ食品株式会社 4500001011504
冷凍コロッケの製造ライン増設による労働時間の
短縮及び製造環境の向上計画

株式会社伊予銀行

7 2938110017 愛媛県 株式会社うつぼ屋 7500001000660
生産性向上と多品種製造を目的とした「坊っちゃ
ん団子」製造ラインの確立

株式会社伊予銀行

8 2938110018 愛媛県 株式会社タツノコ 5500001009431
色彩で選別する異物選別装置整備による黒海苔の
加工コスト低減と品質向上

愛媛信用金庫

9 2938110019 愛媛県 四国寝具株式会社 9500001011656
新型自動延反機導入による延反・裁断・縫製作業
の生産性向上と売上高拡大

株式会社愛媛銀行

10 2938110020 愛媛県 株式会社ママイ 8500001014800
人手不足対応型、地産地消推進に向けたオリジナ
ル惣菜の生産体制確立

観音寺信用金庫

11 2938110021 愛媛県 株式会社ミヤタニ 9500001006945
当社開発品による革新的な整形外科器具の商品化
に向けての設備投資

株式会社伊予銀行

12 2938110022 愛媛県 株式会社豊和工業 8500001009395
回収鋳物砂の高度混錬システムの開発による鋳物
砂の流動性の数値化及び高機能鋳造品での収益向

愛媛信用金庫

13 2938110024 愛媛県 株式会社続木鉄工所 9500001010105
ＳＯｘ規制に対応する船舶用スクラバー製作の効
率化による生産性の向上

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

14 2938110025 愛媛県 株式会社大一合板商事 6500001002443
意匠性の高い個別オーダー品の量産化体制を確立
し、商業施設向けに販路拡大を図る

株式会社四国銀行

15 2938110026 愛媛県 三共通商株式会社 2500001001770
焼却炉解体工事の内製化による工期短縮と収益向
上

株式会社愛媛銀行

16 2938110028 愛媛県 森文釀造株式会社 8500001007812
低温熟成による県産裸麦「麦みそ」「ひしをみ
そ」の品質向上による売上拡大

愛媛県商工会連合会

17 2938110029 愛媛県 有限会社石川テント 7500002021516
屋根向け遮熱工法「ルーフシェード」量産化に向
けたロールフォーミング生産ラインの確立

観音寺信用金庫

18 2938110030 愛媛県 株式会社高須賀製作所 9500001002589
ファイバーレーザ切断加工機導入による板金工程
の生産能力の拡大

株式会社伊予銀行

19 2938110031 愛媛県 株式会社高橋精工 3500001009441
バリ取りの自動化による金属加工プロセスのス
ピード化と精度の向上

株式会社伊予銀行

20 2938110032 愛媛県 フジワラ化学株式会社 6500001009380
超促進試験機導入による高意匠性外装塗装工法の
耐候性評価

株式会社西条産業
情報支援センター

21 2938110033 愛媛県 藤工芸有限会社 3500002019019
繊維産業に不可欠である捺染型枠等の生産性向上
を目的とした技術革新

株式会社広島銀行

22 2938110034 愛媛県 株式会社モリ鋼機 1500001004147
品質と生産能力向上による売り上げ拡大ならびに
効率アップを目指す設備導入計画

株式会社伊予銀行

23 2938110035 愛媛県 愛媛化成有限会社 7500002012069 印刷機用検査装置の導入 株式会社伊予銀行

24 2938110036 愛媛県 近藤印刷工業株式会社 8500001014627
フィルム加工技術を施した製袋機導入による食品
包装紙の付加価値向上及び作業環境の改善

川之江信用金庫

25 2938110037 愛媛県 大成機械梱包株式会社 8500001009676
強化ダンボール製作設備導入による梱包サービス
の品質向上とマーケット拡大

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

26 2938110038 愛媛県 有限会社阿部木工 7500002000759
ボディープレス機導入による効率的な建築家具生
産体制の構築

株式会社伊予銀行

27 2938110039 愛媛県 株式会社山田屋 6500001004217
生産情報管理システム構築による生産性改善、商
品ロス削減及び働き方改革

株式会社伊予銀行

28 2938110040 愛媛県 だるま印刷
新技術搭載オンデマンドデジタル印刷機導入によ
る生産性の向上と顧客ニーズの実現

観音寺信用金庫

29 2938110041 愛媛県 ナカパック産業株式会社 2500001003016
製版データ加工システムの見直しによる作業効率
化及び簡素化に伴う女性従業員の積極的活用

愛媛信用金庫

30 2938110042 愛媛県 有限会社寿機械製作所 7500002002788
ＮＣ加工機による技術継承と、ロボットを活用し
た製造ラインの開発

株式会社伊予銀行

31 2938110043 愛媛県 四国捺染株式会社 8500001011665
重量・容量式自動調液装置の導入による生産性向
上と地域雇用の創出等

株式会社伊予銀行

32 2938110046 愛媛県 有限会社アオキ靴店 4500002012055
最新の機器と技術力によるオーダーメイド中敷を
３０分で製作するシステムの構築

株式会社愛媛銀行

33 2938110048 愛媛県 株式会社乃万青果 2500001012132
全自動充填包装機の導入による生産能力の劇的向
上および量産体制の確立による新事業開拓

株式会社伊予銀行

34 2938110051 愛媛県 佐々木紙工株式会社 5500001014299
顧客への品質担保としてトレーサビリティーを可
能にする個包装へのロット印字と自動検品

株式会社伊予銀行

35 2938110052 愛媛県 四国クレー株式会社 1500001009278
３次元ＣＡＤシステム導入による加工の見える化
と提案型営業の強化

愛媛信用金庫

36 2938110053 愛媛県 株式会社ダイテック 7500001010593
医薬品製造プラント向け大口径配管溶接への対応
及び新規事業への参入

株式会社西条産業
情報支援センター

37 2938110055 愛媛県 株式会社フジサキ 2500001006126
曲げ加工では実現困難であった超高精度加工を実
現する計画

株式会社阿波銀行

38 2938110056 愛媛県 有限会社渡部工作所 8500002015335
高性能ＣＮＣ精密旋盤の導入による生産性向上と
新たな受注獲得の実現

株式会社西条産業
情報支援センター

39 2938110057 愛媛県 株式会社オノダ 2500001001151
高精度フラットベッドカッターによる顧客ニーズ
の多様化への対応

株式会社愛媛銀行

40 2938110060 愛媛県 株式会社本田洋行 3500001014771
自動装置導入による手袋型シート製造機の品質向
上及び生産性の向上

観音寺信用金庫

41 2938110061 愛媛県 株式会社ＩＷＡＴＡ 2500001017478
３次元レーザースキャナー及び音響測深器を活用
したポイントクラウド測量サービス

株式会社伊予銀行

42 2938110064 愛媛県 株式会社大旺 5500001011809
３次元データ、ＩＣＴ建設機械の活用による土木
工事の生産性、安全性等の向上

株式会社伊予銀行

43 2938110065 愛媛県 株式会社タケチ 5500001002601
新工法確立による低環境負荷ゴム製品の開発検
討、及び既存製品の大幅不良率低減

株式会社伊予銀行

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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No 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

44 2938110066 愛媛県 有限会社ＭＨＶＣ 9500002009047 新技術の導入による潜在需要の掘り起こし 弘田貴郎

45 2938110072 愛媛県 株式会社オカベ 6500001004712
デュアルエナジーセンサー搭載Ｘ線検査装置導入
による品質の向上

株式会社伊予銀行

46 2938110074 愛媛県 有限会社ホリエ 4500002006081
生産管理システム導入による生産性効率改善及び
製造工程の平準化を図る計画

株式会社阿波銀行

47 2938110075 愛媛県 イトマン株式会社 9500001014551
パレタイジングロボットを導入した荷積み工程の
自動システム化による生産性向上

株式会社伊予銀行

48 2938110078 愛媛県 森松水産冷凍株式会社 9500001012448
北米等への輸出量増大に向けた鮮度の良い水産加
工物の製造体制の確立

株式会社四国銀行

49 2938110079 愛媛県 愛麺株式会社 5500001005141 逆ピロー包装機導入による生産性の向上 株式会社伊予銀行

50 2938110080 愛媛県 愛媛シエル株式会社 2500001009236
中型鋳物製品に対応するシェルマシン導入と余熱
装置導入によるリードタイムの短縮

株式会社商工組合
中央金庫

51 2938110081 愛媛県 有限会社川又タオル 7500002018074
国内初の新システム導入による革新的タオル生地
の製造・販売

株式会社伊予銀行

52 2938110083 愛媛県 株式会社よしだ 3500001010168
鉄を錆から守る下地処理技術（サンドブラスト）
の生産性の大幅拡大

株式会社伊予銀行

53 2938110084 愛媛県 シムラ産業株式会社 6500001007145
プリント基板製造工程におけるシルク印刷の機械
化事業

株式会社愛媛銀行

54 2938110085 愛媛県
株式会社エムズパッケー
ジ

1500001017578
オートテーパーテンション機能搭載の高速スリッ
ター機による生産性の向上

観音寺信用金庫

55 2938110088 愛媛県 西染工株式会社 5500001012088
染色工場がタオルの一貫生産体制整備により経営
力向上を目指す

愛媛信用金庫

56 2938110090 愛媛県 愛媛製紙株式会社 5500001014225
革新的なセルロースナノファイバー生産プロセス
の開発

株式会社商工組合
中央金庫

57 2938110092 愛媛県 有限会社明和工機 7500002021920
「深曲げ・四方箱曲げ」技術導入による、高難度
板金加工の確立

観音寺信用金庫

58 2938110093 愛媛県 有限会社愛媛工業 6500002021038
最新型プレス機導入による高効率生産体制の確立
と、曲げ技術の継承

観音寺信用金庫

59 2938110095 愛媛県 合同会社毘沙門坂 1500003000870
先進安全自動車（自動運転）の確実な修理対応を
目的とした設備投資

株式会社伊予銀行

60 2938110096 愛媛県 有限会社高下工業 3500002021172
配管事業における切断工程と洗浄工程の抜本的な
生産性向上と新サービスの提供

観音寺信用金庫

61 2938110097 愛媛県 カタオカキコー有限会社 3500002022328
最新型フライス機導入による調光フィルム製造機
の増産体制確立

川之江信用金庫

62 2938110099 愛媛県 愛媛果汁食品株式会社 9500001009659
高速汎用製袋充填包装機の導入による生産性の向
上と新製品開発

株式会社伊予銀行

63 2938110102 愛媛県 有限会社家具工房 5500002008894
木製炭素繊維の製品化及びＮＣルータ導入による
新生産システムの構築

株式会社伊予銀行

64 2938110104 愛媛県 株式会社西岡鉄工所 5500001010182
既設最新工作機器と高度なＩＴ連携が可能な高精
度ベンディングマシーン導入による高効率生産体

株式会社伊予銀行

65 2938110105 愛媛県 有限会社石川工作所 5500002020957
ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウェアの導入による設計・
製造工程の生産性向上

アドバンスト・
エム株式会社

66 2938110106 愛媛県 新和工業株式会社 3250001012842
先端医療に貢献する精密多層インフレーション成
形金型生産性向上事業

株式会社伊予銀行

67 2938110107 愛媛県 株式会社河上工芸所 8500001011426
伝統工芸技法を数値化し、再現可能で新規性のあ
る製品を国内・海外へ展開する

株式会社伊予銀行

68 2938110108 愛媛県 三和紙工株式会社 4500001014309
最新鋭ファインブランキングマシン導入による洋
紙型抜工程の生産性向上

株式会社中国銀行

69 2938110109 愛媛県 有限会社横山電機工業所 1500002017362
ハイブリッドドライブベンダー導入による、生産
性向上と新規市場開拓

山本純

70 2938110112 愛媛県 株式会社大亀製作所 2500001001052
鋳物製造における後処理工程の打痕不良低減及び
省力、省人化計画

近藤猛

71 2938110113 愛媛県 有限会社杉野海産 3500002003658 エイジングフィッシュ製造ラインの構築 株式会社伊予銀行

72 2938110115 愛媛県 株式会社石津工業 5500001015074
油圧式シャーリングマシン導入による高生産性技
術の確立及びコスト削減の実現

観音寺信用金庫

73 2938110117 愛媛県 株式会社ワシ屋グループ 3500001012957
新規ワイシャツ仕上げ機導入による工程高効率化
と顧客満足度向上

株式会社中国銀行

74 2938110118 愛媛県 渦潮電機株式会社 1500001011226
船舶版スマートグリッド事業を加速する、船級取
得に必須となる系統模擬電源装置の導入

株式会社伊予銀行

75 2938110119 愛媛県 株式会社母恵夢本舗 1500001012281
スカラロボット導入による大福製造ラインの作業
軽減と品質向上を目的とした生産性向上事業

株式会社伊予銀行

76 2938110120 愛媛県
ＩＹＯ松山ハイテック株
式会社

5500001004829
高速高精度ＣＮＣ旋盤装置導入による精密加工部
品の生産性向上による新市場開拓

愛媛信用金庫

77 2938110121 愛媛県 有限会社大一車輌 8500002011739
ＩＴ利活用による革新的ワンストップ建機レンタ
ルサービスの構築

株式会社伊予銀行

78 2938110122 愛媛県 ヨシモト産業株式会社 5500001004317
高精度三次元座標測定機を導入することによる高
付加価値部品の受注拡大を図る

株式会社四国銀行

79 2938110123 愛媛県 コンテックス株式会社 7500001011559
無人搬送機導入による生産性向上による製品開発
力強化

株式会社伊予銀行

80 2938110124 愛媛県
有限会社伊藤プレス工作
所

9500002014617
ホース金具部品等の精密小物部品製造における加
工工程の集約による生産性向上計画

株式会社西条産業
情報支援センター

81 2938110125 愛媛県
ハイスピードコーポレー
ション株式会社

1500001008569
家屋解体から地盤改良までのワンストップ提供に
よる顧客満足度向上と新規顧客層開拓

株式会社伊予銀行

82 2938110126 愛媛県
五色そうめん株式会社森
川

7500001001634
最新の横ピロー型包装機の導入による生産性向上
と製造環境の改善

株式会社伊予銀行

83 2938110127 愛媛県 義農味噌株式会社 6500001004860
「愛媛の味」認定商品の少量化・低価格化の実現
による販売の拡大

株式会社愛媛銀行

84 2938110128 愛媛県 株式会社あいさと 5500001014092
県産柑橘ピールチョコレートの製造と土産店等に
向けたリテールサポートの実施

株式会社四国銀行

85 2938110129 愛媛県 有限会社永久堂 9500002016019
愛媛県産の柑橘を使った焼菓子類の生産性の向上
及び新商品の開発

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

86 2938110131 愛媛県 有限会社曽我部製作所 2500002016603
大径旋削ワークに対応し、労働生産性向上を図る
為の設備導入

株式会社伊予銀行

87 2938110132 愛媛県 桜うづまき酒造株式会社 7500001000082
清酒市場における非加熱製品での優位性を高める
ことを目的とした設備投資

株式会社伊予銀行

88 2938110133 愛媛県 伊予屋タオル株式会社 4500001011157 生産能力拡大のための新規カット機械の開発事業 株式会社伊予銀行
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89 2938110137 愛媛県
株式会社ワンズファクト
リー

4500001006561
製品の原価管理・製造・出荷までの工場の流れを
一目瞭然・一括管理によるビジネスモデルの確立

株式会社伊予銀行

90 2938110138 愛媛県
株式会社カナン・ジオリ
サーチ

3500001001274
狭所用地中レーダ３次元モバイルマッピングシス
テムを活用した革新的サービス

株式会社伊予銀行

91 2938110140 愛媛県 株式会社インプット 2500001016777
「栽培履歴管理」の管理・運営方法を統一・標準
化し、認証を共通化する管理システムの開発

株式会社伊予銀行

92 2938110143 愛媛県 有限会社井手鉄工 8500002000072
新型マシニングセンタ導入による業務のＩｏＴ化
実現ならびに収益拡大

株式会社愛媛銀行

93 2938110144 愛媛県 西田電気株式会社 9500001003133
製造能力の増強と高付加価値製品分野への進出に
よる事業拡大

株式会社愛媛銀行

94 2938110146 愛媛県 仙味エキス株式会社 8500001007705
労働力人口減少に対応した多品種生産能力と生産
性向上計画

株式会社伊予銀行

95 2938110147 愛媛県
ピーコックフーズ株式会
社

1500001009063
高周波解凍装置の導入によるリードタイムの短縮
及び品質の均一化での市場拡大を狙う

株式会社伊予銀行

96 2938110148 愛媛県 有限会社石丸弥藏商店 9500002000988
四国初、カラー選別機導入による乾物の高品質化
と製造量向上

株式会社愛媛銀行

97 2938110149 愛媛県 山陽物産株式会社 7500001005627
発注から出荷まで一貫システム導入による業務改
善計画

株式会社伊予銀行

98 2938110151 愛媛県 有限会社灘水 5500002008589 高機能生簀導入による活魚備蓄プロセス改善 株式会社伊予銀行

99 2938110152 愛媛県
株式会社Ｃｏｍｍｉｔ
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

4500001008839
ＡＩ技術を活用した自動メモリアルムービー作成
アプリの開発と導入

株式会社伊予銀行

100 2938110154 愛媛県 株式会社山鐵 6500002008704
「段取り鉄筋ユニット工法」の導入による生産性
向上と受注拡大

株式会社愛媛銀行

101 2938110155 愛媛県
株式会社コスにじゅうい
ち

8500001009858
大型航空宇宙部品等に対応する高精度三次元測定
機の導入による品質保証体制の確立

株式会社西条産業
情報支援センター

102 2938110156 愛媛県
株式会社ローカルスタン
ダード

5500001021155
配合機導入による飼料自家配合の品質安定化と作
業時間短縮による生産性向上と売上高の拡大

株式会社愛媛銀行

103 2938110157 愛媛県 技研工機株式会社 7500001014611
超高精度内径研磨の内製化によるリードタイム短
縮及びコストダウン

観音寺信用金庫

104 2938110160 愛媛県
株式会社アトリエき・
な・こ

2500001016166
顧客対応力強化のための自社一貫生産体制構築に
よる小口別注販売事業

愛媛県商工会連合会

105 2938110161 愛媛県 株式会社伊藤製餡 8500001011112
製餡機及自動晒し機改変に伴う製造ラインの見直
しによる生餡の製造効率及び品質の向上

株式会社伊予銀行

106 2938110163 愛媛県 有限会社ｉ－ｒｏｓｅ 3500002009325
ＩＴ技術で１０００種のバラ苗を管理・保証し、
新しい園芸店の形を作る

井上英俊

107 2938110164 愛媛県 木村商事株式会社 6500001011460
安心、安全をテーマに環境に優しいＭＡＤＥ ＩＮ
ＪＡＰＡＮの加工薬剤の開発

株式会社四国銀行

108 2938110165 愛媛県 有限会社昭栄鋼業 1500002003420
「新型鉄筋切断機」の導入による生産性の大幅改
善

株式会社愛媛銀行

109 2938110166 愛媛県 株式会社マルヤス 8500001010304
最新技術を活用した早期見える化・検証による製
品開発スピードの向上

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

110 2938110167 愛媛県 酒六酒造株式会社 1500001017751
酒質向上および過剰在庫／欠品の抑制を同時に実
現する醸造環境の構築

株式会社伊予銀行

111 2938110170 愛媛県 安永広告株式会社 3500001004178
気象センサー（ＩＯＴ）を活用したデジタルサイ
ネージの導入による新事業の確立

株式会社愛媛銀行

112 2938110171 愛媛県 株式会社近藤機工 5500001009844
最新曲げ加工機導入による作業性及び収益性・競
争力の強化

株式会社中国銀行

113 2938110172 愛媛県 ベスト産業株式会社 4500001003625
ＡＩを活用した「エクステリア・ビジュアル提案
サービス」の導入による受注拡大

愛媛信用金庫

114 2938110173 愛媛県 有限会社ギターズ 8500002018098
製造工程のライン化による作業負荷の軽減・効率
化及び女性従業員の働きやすい職場づくり

愛媛信用金庫

115 2938110175 愛媛県 西田塗料株式会社 7500001003135
塗料の調色過程における機械設備導入による色彩
再現の平準化計画

株式会社伊予銀行

116 2938110177 愛媛県 ベストデリカ有限会社 9500002022198
高速真空包装技術確立による製造工程の改善及び
販路拡大

観音寺信用金庫

117 2938110180 愛媛県 株式会社アキ工業 5500001007278
透明色専用のプラスチック成型ライン新設による
ボトルネック作業の改善及び新規受注の獲得

愛媛信用金庫

118 2938110181 愛媛県 株式会社おがた蒲鉾 3500001007908
消費者ニーズに対応した真空パック製品の開発と
売上増加のための設備導入

株式会社愛媛銀行

119 2938110182 愛媛県
株式会社日本キャリア工
業

3500001003064
立型マシニングセンタ導入による微細加工への対
応及び品質、生産性の向上

株式会社阿波銀行

120 2938110183 愛媛県 株式会社ジツタ 3500001002090
施工自動化システムの開発とワンストップサービ
スの提供

株式会社伊予銀行

121 2938110184 愛媛県 三王ハウジング株式会社 7500001009883
ＣＬＴ木質パネル工程改善のための高精度マシニ
ングセンタ導入

株式会社ＭＭパー
トナーズ

122 2938110185 愛媛県 築地木工有限会社 4500002022896 手作りと新機械の融合 株式会社愛媛銀行

123 2938110187 愛媛県 石川紙工株式会社 9500001014196
茶袋重ね入れ装置の導入による生産性向上と品質
の均一化を図る事業

株式会社百十四銀行

124 2938110188 愛媛県 株式会社ヤツヅカ 1500001004873
部品販売ノウハウを活用したリサイクル解体機導
入でマテリアル化事業への進出

愛媛県商工会連合会

125 2938110190 愛媛県 丸栄タオル株式会社 6500001012327
最新型テキスタイルプリンター導入でアパレル縫
製品を海外へ展開

株式会社伊予銀行

126 2938110191 愛媛県 株式会社田口工業所 6500001010074
アルミ厚板溶接の自動化による生産性向上と作業
環境の改善

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

127 2938110193 愛媛県 株式会社中田水産 6500001008531
「アカモク（海藻）」加工品の生産体制確立と生
産効率化のための設備導入事業

株式会社伊予銀行

128 2938110194 愛媛県 株式会社プライム・ハラ 3500001012263
顧客の高品質志向と新規開拓に対応するための間
欠ロータリー印刷機導入

株式会社伊予銀行

129 2938110196 愛媛県 岩田看板広告株式会社 5500001000613
ＵＶプリンター及び両面ラミネーター導入による
作業効率改善計画

株式会社伊予銀行

130 2938110197 愛媛県 佐川印刷株式会社 7500001005148 オンライン枚葉印刷機検査事業 株式会社伊予銀行

131 2938110199 愛媛県 有限会社杉盛工務店 7500002011062
ＩＯＴを活用した、現場働き方改革の推進による
受注機会の創出

株式会社愛媛銀行

132 2938110200 愛媛県 株式会社ＴＥＣＨ２１ 8500001016532
特殊溝加工の部品量産化による高収益企業への変
革

愛媛信用金庫

133 2938110203 愛媛県 株式会社石材振興会 4500001002346
新ＧＰＳ測位技術「ＲＴＫ」を用いた墓地管理
サービスの事業化

株式会社伊予銀行
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134 2938110205 愛媛県 株式会社白石設計 7500001014074
ＡＩを利用した鉄骨専用システム導入による事業
領域の拡大

株式会社伊予銀行

135 2938110206 愛媛県 局部熱処理株式会社 1500001010756
ハンディー硬さ計の導入によるプラント配管溶接
部等の局部熱処理後の硬度測定精度の向上

株式会社西条産業
情報支援センター

136 2938110208 愛媛県 株式会社プレミアム 2500001014764
より広幅な凸版印刷機に抜き加工を追加した新鋭
機械（四国初）の導入

株式会社伊予銀行

137 2938110209 愛媛県 株式会社セトクィーン 5500001004746 包装工程の自動化による生産性向上 株式会社愛媛銀行

138 2938110214 愛媛県 株式会社三好鉄工所 2500001010235
２極自動溶接装置の開発・導入による生産性の向
上と溶接業務の標準化

株式会社西条産業
情報支援センター

139 2938110215 愛媛県 土佐電子工業株式会社 9490001004926 海水を利用した閉鎖環境によるアワビの室内養殖 株式会社伊予銀行

140 2938110216 愛媛県 株式会社ハートウエル 6500001012137
最新型乾燥機導入によるタオル、縫製品のクオリ
ティ改善、及び新商品開発

今治商工会議所

141 2938110217 愛媛県
ウダカエンジニアリング
株式会社

5500001014555
３軸同時加工技術導入による高精度部品加工の実
現

観音寺信用金庫

142 2938110218 愛媛県 株式会社白石商会 4500001011743
最新型レーザー裁断機の導入による独自製品の開
発及び生産性向上

篠原敏和

143 2938110219 愛媛県 株式会社アイワ 5500001014191
製造工程の簡略化が可能なデジタル印刷機による
作業効率の向上

観音寺信用金庫

144 2938110220 愛媛県 中央紙工株式会社 3500001015175
高速製袋技術高度化による高機能キャラクター封
筒の生産体制確立

観音寺信用金庫

145 2938110221 愛媛県 株式会社アドバンテック 9500001008867 ガス配管における複雑形状加工への対応
株式会社百十四
銀行

146 2938110222 愛媛県 株式会社佐伯製作所 8500001009271
医療機器部品の精密切削技術高度化と生産性向上
による新分野進出事業

株式会社西条産業
情報支援センター

147 2938110223 愛媛県
ＩＫＥＵＣＨＩ ＯＲＧＡ
ＮＩＣ株式会社

6500001011097
世界でも異例の繊維製品におけるトレーサビリ
ティシステムの構築

今治商工会議所

148 2938110224 愛媛県 愛和印刷株式会社 5500001011049
環境に配慮した製本技術の導入と水引和紙の留め
具を使った新しい冊子の創造

株式会社伊予銀行

149 2938110225 愛媛県
サンセイプラントコー
ティング株式会社

5500001018845
追従装置導入による生産性向上・高精度・短納期
生産体制の確立

株式会社伊予銀行

150 2938110226 愛媛県 協和酒造株式会社 2500001007017
最新もろみ圧搾装置導入による新ブランド開発・
販路拡大の強化

株式会社伊予銀行

151 2938110227 愛媛県 大森産業株式会社 5500001007823
膜ろ過装置導入による排水処理能力向上に伴う増
産及び販路拡大

株式会社伊予銀行

152 2938110228 愛媛県 毛利電気株式会社 5500001014828
パワーボール導入による作業効率化・低コスト化
の実現とＣＳ向上

川之江信用金庫

153 2938110229 愛媛県 有限会社ボックス 1500002006051
企業内帳票印刷のアウトソーシング事業及び仕分
～物流までの中小版３ＰＬ事業のための設備投資

株式会社愛媛銀行

154 2938110230 愛媛県 株式会社プラスコ 4500001015208
段ボール印刷業界の品質向上及び水性フレキソ印
刷業界（軟包装分野）への新規開拓事業

株式会社伊予銀行

155 2938110231 愛媛県 高瀬産業有限会社 4500002018597
コンテンツメーカー向け「超多品種・小ロット・
異素材」対応印刷による独自事業モデルの構築

株式会社伊予銀行

156 2938110232 愛媛県 スーパーテック株式会社 7500001014685
樹脂凸版ＣＴＰシステム導入による社内製造・開
発の一貫体制構築

観音寺信用金庫

157 2938110233 愛媛県 宇和特紙株式会社 3500001007899
異素材３層ウェットシート組合せ技術導入による
販路拡大

観音寺信用金庫

158 2938110234 愛媛県 有限会社高松義肢製作所 5470002004096
人工膝関節置換術後における、跪き（ひざまず
き）動作を可能とする膝パットの事業化計画

株式会社伊予銀行

159 2938110235 愛媛県 有限会社木下ソーイング 8500002018107
今治タオルハンカチメロー縫い自動機導入による
生産性向上プロジェクト

株式会社伊予銀行

160 2938110236 愛媛県 株式会社竹本板金 9500001019121
「同形状物作成工法」技術導入による板金加工の
高度化・内製化の確立

観音寺信用金庫

161 2938110237 愛媛県 水口酒造株式会社 2500001004030
発泡性酒類製造のボトルネック解消と需要対応の
ための設備導入事業

株式会社愛媛銀行
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