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1 2938210004 愛媛県 株式会社中央動力 3500001010102
新たな装置導入によるボイラ設備メンテナンスにお
けるボイラチューブ抜管工事の改善事業

株式会社西条産業情報
支援センター

2 2938210005 愛媛県 株式会社萩尾鉄工所 4500001010217 建設機械関連部品の労働生産性向上事業 株式会社百十四銀行

3 2938210006 愛媛県
明紀エンジニアリング株
式会社

9500001020186
ミニ・クローラークレーン導入による作業工程の抜
本的な改善と生産性の向上

観音寺信用金庫

4 2938210007 愛媛県 有限会社田中鉄工所 1500002016637
超高硬度圧延ロール高精度加工技術の開発及び多台
持ちによる生産性向上

株式会社伊予銀行

5 2938210009 愛媛県 えひめ洋紙株式会社 7500001000859 紙加工への進出による納期短縮と収益確保 株式会社愛媛銀行

6 2938210012 愛媛県 エネロ株式会社 9500001001698
ＬＰガス容器自動マーキング装置によるオートメー
ション化・高デザイン容器制作事業

株式会社伊予銀行

7 2938210014 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

8 2938210015 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

9 2938210016 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

10 2938210017 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

11 2938210018 愛媛県 一宮運輸株式会社 4500001009622
バラ物自動仕分けシステム（ＰＡＳ）導入による省
人化と物量増加への対応

森田正雄

12 2938210019 愛媛県 新興工機株式会社 9500001002044
携帯型三次元ＣＡＤ・ＣＡＭシステムを活用した、
実験用冶具設計・受注の効率化

株式会社伊予銀行

13 2938210020 愛媛県 四国熱錬株式会社 2500001009913
エコーチップ５５０及びポータブル硬度計導入によ
る硬度測定の精度向上

株式会社愛媛銀行

14 2938210022 愛媛県 株式会社中温 5500001002691
基幹業務システムと現場情報管理機器の導入による
生産性向上事業

松山商工会議所

15 2938210025 愛媛県 入江工研株式会社 3010001070443
高剛性・大型立形マシニングセンターの導入による
高性能加工技術の確立

株式会社商工組合中央
金庫

16 2938210026 愛媛県
有限会社おおかめ調剤薬
局

1500002009640
在宅業務とかかりつけ薬局業務を拡充するための調
剤工程の効率化

株式会社愛媛銀行

17 2938210028 愛媛県 株式会社シーネット 3500001014664
ロールラベル検査装置導入による作業の効率化、品
質管理体制の高度化が可能にする新分野への進出

観音寺信用金庫

18 2938210031 愛媛県 サンヨー食品株式会社 2500001014640
ランク選別用Ｘ線検査装置導入による牡蠣フライ用
原料牡蠣の、低コスト化と品質及び生産性向上

観音寺信用金庫

19 2938210036 愛媛県 小富士モータース
コンピューター調色システムの導入による顧客への
車体色の提案方法の確立及び調色作業の効率化

株式会社愛媛銀行

20 2938210038 愛媛県 協和紙工株式会社 2500001014260
当社独自の受注システムに対応する為、便箋製本機
の導入

株式会社伊予銀行

21 2938210042 愛媛県
株式会社プラス機工エン
ジニアリング

5500001007360
カラーカメラによる、農産物の表面腐れ・欠陥（障
害）の自動選別機機械の開発

株式会社愛媛銀行

22 2938210043 愛媛県 株式会社善家自動車 9500001020590
自動制御化された自動車を確実に整備する為の最新
鋭車両測定機導入

株式会社伊予銀行

23 2938210050 愛媛県 髙橋賢次
愛好家が待ち望むカカオのテロワールの追求及び
チョコレートの安定供給

愛媛信用金庫

24 2938210051 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

25 2938210055 愛媛県 梅美人酒造株式会社 6500001008259
「純米酒」の長期品質維持に向けての火入れ（熱殺
菌）プロセスの構築

株式会社愛媛銀行

26 2938210056 愛媛県
株式会社宇和島プロジェ
クト

1500003001051
人手不足解消のため計量工程自動化・ライン化によ
り作業時間短縮と品質向上

株式会社ＳＲＳコメン
スメント

27 2938210057 愛媛県 株式会社フィースト 2500001006282
環境対応の次世代型水性塗装設備導入による生産性
向上と市場獲得

愛媛県商工会連合会

28 2938210061 愛媛県
株式会社愛媛建設コンサ
ルタント

7500001000719
レーザースキャナー導入による３次元地形モデルの
精度向上

株式会社伊予銀行

29 2938210062 愛媛県 有限会社ヒロワークス 3500002005646
三次元測定機、光学顕微鏡を導入し、加工精度を上
げて付加価値を高め、売上拡大を目指す

株式会社愛媛銀行

30 2938210066 愛媛県 榮光酒造株式会社 8500001000890
吟醸用の精米歩合６０％の米麹を使った「甘酒」製
造ラインの確立

株式会社伊予銀行
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31 2938210067 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

32 2938210068 愛媛県 株式会社ふくや 2500001019838
愛媛県初導入のＩＴシステムと機械設備導入による
高品質防炎加工サービスの実現

株式会社愛媛銀行

33 2938210070 愛媛県 タニイワ商事株式会社 6500001014703
特殊ポリフィルムにも対応する自動製袋機導入によ
る生産性向上

観音寺信用金庫

34 2938210073 愛媛県 株式会社世起 9500001004890
一個一個が美味しく見える個包装による賞味期限の
延長を伴う売上増強計画

株式会社伊予銀行

35 2938210075 愛媛県 株式会社共栄木材 8500001004966
ＣＡＤ制御による高度木材加工の簡素化と技術継承
の為の最新機器導入

株式会社伊予銀行

36 2938210077 愛媛県 たたみ善
全自動反転式返縫機の導入による製造時間短縮と幅
広い畳製作での販路開拓

株式会社伊予銀行

37 2938210083 愛媛県 株式会社ＷＥＳＴ 1500001018460 溶接用ロボット導入による生産性向上 愛媛県商工会連合会

38 2938210087 愛媛県 泉製紙株式会社 3500001014549
超高層オフィスビル用・循環型トイレ紙の１個包装
品量産化計画

観音寺信用金庫

39 2938210089 愛媛県 エヒメ紙工株式会社 1500001014567
高精細カメラと異物検査システム導入よる検品作業
の自動化及びの効率化

観音寺信用金庫

40 2938210090 愛媛県 株式会社横内造園 9500001014840
屋上緑化の短納期化を実現させる高所緑化技術の向
上

観音寺信用金庫

41 2938210091 愛媛県 株式会社夢・たまご 9500001008231
生産の均一化を主とした収益性の改善と働き方改革
のための計画

株式会社愛媛銀行

42 2938210092 愛媛県 福田電工株式会社 5500001017764 パワーボール導入による新ケーブル延線工法の確立 観音寺信用金庫

43 2938210093 愛媛県 金生運輸株式会社 4500001014614
高速パレット洗浄技術導入による高衛生化に向けた
社内管理体制の構築

観音寺信用金庫

44 2938210094 愛媛県 ヱスケヱ鉄工株式会社 8500001011252 『オートパイロットウインチシステム』の開発 株式会社伊予銀行


