
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 花岡木匠有限会社 NCルーターの導入による製造工程の高効率化 5,600,000 平成26年7月17日

2 株式会社中予精工
金型製作用小径特殊工具の再研削、及び内製化による希少
資源有効活用

10,000,000 平成26年7月18日

3 川之江造機株式会社 サクションロールセルの製造コスト削減とリードタイム削減 10,000,000 平成26年7月18日

4 株式会社河上工芸所
テンター機導入で日本の伝統【草木染色技術】を世界へ発
信する。

10,000,000 平成26年7月25日

5 共立電気計器株式会社
省エネに適した電流クランプメータの試作開発と生産プロ
セスの強化

9,798,392 平成26年7月25日

6 菅工業株式会社 切削加工技術の高度化による短納期化の実現 10,000,000 平成26年7月25日

7 株式会社フジコソ ３ＤＣＡＤシステム全社導入による自動省力化装置事業発展 9,830,000 平成26年7月25日

8 株式会社森水産
機械導入による、品質向上とスピード化、及び、生産量の増加
による販売拡大

8,866,665 平成26年7月25日

9 コンテックス株式会社 両頭ミシン機導入による生産性向上事業 5,000,000 平成26年7月25日

10 田中技研株式会社 航空機部品の新規受注を獲得する技術改善 12,333,333 平成26年7月28日

11 伊予蒲鉾株式会社
ミートチョッパーの導入によるハランボの耳石の除去及び
粉砕と魚残渣の有効活用

2,559,626 平成26年8月1日

12 岩田看板広告株式会社 液体ラミネート加工のための設備導入による品質改良計画 2,554,000 平成26年8月1日

13 冨士電線株式会社
すずメッキ槽ヒーター電化システム導入による製品品質の向上
とコストダウン

3,133,000 平成26年8月1日

14 萩尾機械工業株式会社
環境破壊防止のためのバラスト水処理装置用部品の量産化に
向けた設備投資

15,000,000 平成26年8月1日

15 株式会社アサヒ 環境に配慮した省エネタイプの高周波焼入用装置の導入 10,000,000 平成26年8月1日

16
株式会社内子フレッシュパー
クからり

自動制御された燻製製造機による内子町産SPF豚のハム・
ソーセージ開発

3,467,000 平成26年8月5日

17 株式会社シーネット オフセット印刷機導入による生産性の向上及び品質の安定 10,000,000 平成26年8月5日

18
ユースエンジニアリング株式
会社

リチウムイオン電池高速生産システムの要素技術開発 15,000,000 平成26年8月5日

19 ピーコックフーズ株式会社
「つくねだんご自動成型機」の開発・導入による労働環境の改
善及び生産性向上、受注拡大

9,533,332 平成26年8月5日

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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20
株式会社サンライズ西条加工
センター

カット野菜等生産における高度殺菌処理及び高精度温度管理
の技術確立

10,000,000 平成26年8月5日

21 株式会社一色本店 自社製品ネルパックの製造機器新設、及び販売拡大 9,766,666 平成26年8月5日

22 有限会社丸あ製紙所
ステンレス製振動フラットスクリーンの設備導入による厚
い和紙製造

2,180,000 平成26年8月7日

23 有限会社毎日屋
顧客情報の電子カルテ化とそれに対応する洗濯脱水機と蒸
気乾燥機の導入

9,000,000 平成26年8月11日

24 愛建電工株式会社
洋上風力発電機制御盤等の開発・生産のためのレーザー加
工機の導入

15,000,000 平成26年8月11日

25 瞳スチールワークス株式会社
原発汚染水タンク等の製造のため、品質向上、生産性向上
等を実現する新規設備の導入

15,000,000 平成26年8月11日

26 伊予鈴水産
高付加価値魚介類の提供を可能とする超効率的個別凍結技
術の最適化

8,066,666 平成26年8月11日

27 株式会社シィ・エィ・ティ
半導体製造装置における300mmウェハ対応ロボット(以下
ROBOT)及びターボ分子ポンプ(以下TMP)プリント基板のメンテ
ナンス設備強化

5,189,580 平成26年8月11日

28 有限会社今治空調設備
空調換気ダクト製作における成形工程（切る/折る/曲げる/接
合）の精度の均一化に向けた設備投資事業

10,000,000 平成26年8月11日

29 有限会社村上織布工場 タオルマフラーの受注増加を目指した生産体制の確立 10,000,000 平成26年8月11日

30 広見ガーメント株式会社
縫製用機械導入によるカットソー商品の新アイテムの開発、製
造

3,100,000 平成26年8月11日

31 株式会社新光
高速製袋機導入による短納期化、品質向上の実現、再生PE
製品の拡散事業。

3,432,090 平成26年8月11日

32 株式会社上脇 革新型織機導入により需要の期待に応え売上拡大を図る。 10,000,000 平成26年8月12日

33 ヤマセイ株式会社
自動車軽量化を実現する新機能素材向け試作開発用設備の
導入

13,976,900 平成26年8月12日

34 有限会社徳永鉄工所
生産性の向上と精密加工技術高度化による新分野での受注
拡大

15,000,000 平成26年8月12日

35 株式会社コーワ
作業ロスの削減を図る事により生産量を増加し商品納期の
短縮化を実現する。

6,666,666 平成26年8月12日

36 有限会社岩本義肢製作所
3Dスキャナ導入による患者に優しい義肢製品開発、販売事
業。

8,135,358 平成26年8月12日

37 株式会社五十崎社中 世界初DIY可能な手漉き和紙壁紙新商品開発 1,002,000 平成26年8月13日

38 仙味エキス株式会社
バイオ技術と味の最適化技術による業務用調味料開発の高
度化(高品質化・低コスト化)

10,000,000 平成26年8月18日

39 薦田紙工業株式会社 高付加価値ウェットティッシュ製品の製造による競争力強化 10,000,000 平成26年8月18日

40 有限会社石田製餡所
全自動圧搾脱水機導入に伴う生餡製造工程統合化及練餡の
企画開発

10,000,000 平成26年8月18日
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41 株式会社三宅工房
ＵＶインクジェット印刷機による高精度、高付加価値製品
の製造と生産性向上による販路拡大

10,000,000 平成26年8月18日

42 株式会社コスモ精機
「新機能材料使用による高性能ダーツ用フライトの開発及び試
作」

6,840,498 平成26年8月21日

43 株式会社龍宮堂 愛媛県産イリコを使った新感覚珍味の効率的生産 1,300,000 平成26年8月21日

44 常裕パルプ工業株式会社
トイレに流して処理出来る、肌触りのやさしい「おしり拭き」の開
発

10,000,000 平成26年8月22日

45 株式会社総合ピアノサービス 木工加工品の生産能力の向上･安定 9,380,000 平成26年8月22日

46 三共機工株式会社
パイプ曲げ加工機を活用した配管作成の効率化および高品
質化

8,000,000 平成26年8月25日

47 大木坑木有限会社
3Dレーザースキャナーによる新たな森林調査手法の開発と
実用化

10,000,000 平成26年8月25日

48 株式会社TAMU
機械導入による生産能力確保及び製造原価低減、新規分野
参入に伴う雇用拡大

10,000,000 平成26年8月25日

49 株式会社ユタカ
蒸気タービン用タービンブレードの受注に向けて生産設備
強化

15,000,000 平成26年8月25日

50 有限会社愛トリノ
変形性膝関節症にならないための予防医療用膝装具の商品
化

7,999,999 平成26年8月25日

51
株式会社谷口金属熱処理工
業所

生産管理、トレーサビリティシステムの導入 10,000,000 平成26年8月25日

52 増永食品株式会社 柑橘スティックの開発と製造 3,600,000 平成26年8月25日

53 株式会社アテックス
部品加工の精度向上と高効率化による競争力強化のための
設備導入

10,000,000 平成26年8月25日

54 株式会社村上工業所
既存のノウハウを生かし、最新設備導入で技術革新を進め信
用と信頼のある会社へ

10,000,000 平成26年8月25日

55 有限会社久万鉄工所
NC複合機の導入による製造原価の低減とコスト競争力の強
化

9,217,743 平成26年8月25日

56 株式会社醍醐 ナチュラルチーズ製造効率化事業 8,000,000 平成26年8月26日

57 有限会社石川テント 折板屋根向け外断熱・遮熱工法　ルーフシェードの開発・普及 3,500,000 平成26年8月26日

58 株式会社愛媛海産
高温高圧調理殺菌装置を活用して「地元産品を使った常温流
通食品」を開発製造する。

10,000,000 平成26年8月26日

59 ツウテック株式会社 高精度立形マシニングセンタ導入による内製化 10,000,000 平成26年8月26日

60
フォンテトレーディング株式会
社

建築・不動産業へWebコンテンツとして提供する、次世代規格
4K動画で撮影する大型ラジコンヘリコプターを用いた空中撮影
や3次元CGで編集された建築系映像コンテンツの受注制作

3,502,000 平成26年8月26日

61 株式会社ビブラ愛媛
「デジタルマンション管理人」の開発・導入による入居者
サービスの向上と顧客の拡大

7,233,333 平成26年8月26日
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62 株式会社ハッピーケアフード
「チルド技術と加圧軟化技術の活用による高齢者向け惣菜
の開発」

9,333,333 平成26年8月26日

63 株式会社アイマーク
新たな銘板作りに、新規ランニングソーを導入し競争力強化と
売上拡大を図り、新たな雇用を創出する。

6,286,666 平成26年8月29日

64 朝日共販株式会社
ＩＱ冷凍技術を活用した「しらす」の加工品開発・販売プロジェク
ト

10,000,000 平成26年8月29日

65 株式会社げんき本舗
愛媛県産のドライフルーツ(柑橘類)の自社工場による生産
と販売

10,000,000 平成26年8月29日

66 株式会社白石商会
刺繍技術の高品質・高付加価値化の実現による新商品開発・
新市場進出

8,800,000 平成26年9月1日

67 株式会社オーエムアイ

災害緊急時における交通渋滞等を、効率的・効果的に緩和
を図る
道路改良箇所選定システムの構築

4,459,000 平成26年9月1日

68 新和工業株式会社 メルトブロー式複合糸不織布製造装置の試作開発 9,590,922 平成26年9月2日

69 愛媛化成有限会社 新型印刷機械導入による製造環境の改善と新商品開発 10,000,000 平成26年9月2日

70 株式会社マミーズファミリー
日本一ハッピーな保育所業務を支援するITシステム開発事
業

4,666,666 平成26年9月2日

71 楠橋紋織株式会社 短納期・大量注文に応え得る迅速対応化計画 10,000,000 平成26年9月2日

72 株式会社OBU ソーラー式災害対応型のLED防犯灯の開発 14,976,200 平成26年9月4日

73 小川ポンプ工業株式会社 新機能性材料を使用した消防車用新規ポンプの試作開発 10,000,000 平成26年9月4日

74
株式会社セルフリーサイエン
ス

タンパク質－結合因子相互作用探索受託のワン・ストップ・
サービス

14,455,998 平成26年9月17日
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