
（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 3038110001 愛媛県 有限会社伊予鉱業所 3500002010745 焼成砥石の開発・製造事業 愛媛県商工会連合会

2 3038110010 愛媛県 株式会社コスにじゅういち 8500001009858
大型・高精度加工に対応するＣＮＣ立旋盤導入による航空機
部品製造体制の確立

株式会社西条産業情報支援セ
ンター

3 3038110012 愛媛県 株式会社久万木材市場 7500001007193
効率的な原木流通を目的とした「木材市場販売管理システ
ム」の構築

株式会社伊予銀行

4 3038110013 愛媛県 有限会社前谷鉄工所 4500002021873
旋盤加工技術高度化による手作業高難度加工品の量産体
制確立

観音寺信用金庫

5 3038110014 愛媛県 株式会社䅈泉寺組 7500001014751
屈伸型高所作業車導入による　「自社設備一貫体制」の構
築

観音寺信用金庫

6 3038110021 愛媛県 萩尾機械工業株式会社 8500001010221
バラスト水処理装置（環境破壊防止装置）部品の受注増加
に対応するための生産体制の構築

株式会社百十四銀行

7 3038110024 愛媛県 有限会社波止浜木工 4500002018928
下請依存度を低減し自社主導型展開で挑戦するカヌー・カ
ヤック製造事業

株式会社愛媛銀行

8 3038110025 愛媛県 有限会社石田製餡所 9500002000947
熟練技術のＩＴ化による品質の均一化計画及び売り上げ増
大計画

株式会社伊予銀行

9 3038110026 愛媛県 スバル株式会社 9500001014683
業界初、革命的にお茶を美味しくする「コットンお茶パック」の
量産化計画

観音寺信用金庫

10 3038110008 愛媛県 菅工業株式会社 3500001009763
大型マシニングセンタ導入による新規案件の獲得と技能承
継

株式会社百十四銀行

11 3038110009 愛媛県 株式会社石津工業 5500001015074
機械・部品の据付、搬出、搬入時における作業効率の改善
と生産一貫体制の確立

観音寺信用金庫

12 3038110015 愛媛県 株式会社愛新鉄工所 2500001009566
五面加工機を用いた自動加工システムによる生産プロセス
の改善

公益財団法人えひめ東予産業
創造センター

13 3038110017 愛媛県 協和紙工株式会社 2500001014260
ミニサイズ商品企画とロボット導入による省力化、負荷軽減
取り組みで生産性向上

株式会社伊予銀行

14 3038110019 愛媛県 株式会社丸山タオル 5500001012369
タオル業界初、大型昇華転写プレス機導入による新分野へ
の進出

株式会社伊予銀行

15 3038110022 愛媛県 合鹿製紙有限会社 5500002021071
書道半紙袋詰め工程の生産性の向上により、品質の向上・
売上高の増大を図る。

中林孝司

16 3038110023 愛媛県 山田別注ステンレス有限会社 2500002008328
最新シャーリングとパネルソー導入による高品質・短納期化
体制の確立

井上　直輝

17 3038120028 愛媛県 オオツカ株式会社 4500001005927
深曲げ加工対応最新型ベンダー導入による高付加価値建
材の生産性向上

株式会社伊予銀行

18 3038120029 愛媛県 株式会社アックスコーポレーション 6122001000259
積層工程の効率化による製造工程全体の生産性向上と、付
加価値向上の実現

尾中寿
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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

19 3038120030 愛媛県 佐々木食品株式会社 7500001001790
全国にファンを持つ「アーモンド小魚」等の生産体制強化に
よる販路拡大計画

株式会社愛媛銀行

20 3038120031 愛媛県 有限会社タニグチ刺繡 8500002013371
刺繍製造工程統合による生産性向上と風合いの強化による
意匠面の高品位化

株式会社香川銀行

21 3038120032 愛媛県 株式会社片岡紙工 4500001015166
ゴムバンド付き手帳製造における工程の自動化・内製化に
よる一貫生産体制の構築

株式会社愛媛銀行

22 3038120033 愛媛県 有限会社菊川鉄工 9500002018080
船舶のオーバーホールの効率化に貢献する革新的舵シャフ
ト構造開発事業

株式会社伊予銀行

23 3038120034 愛媛県 三共機工株式会社 1500001001763 世界の海の環境保全に貢献する、部品製造の効率化 株式会社伊予銀行

24 3038120035 愛媛県 成龍酒造株式会社 5500001009290 製造工程を革新し生産性向上と清酒製造のＩＴ化を目指す。 株式会社伊予銀行

25 3038120038 愛媛県 有限会社宇治村製工 3500002015959
生産性と精密加工技術の向上を目的とするバリ取り工程の
完全自動化

株式会社愛媛銀行

26 3038120039 愛媛県 有限会社宮岡製箱所 4500002006668
印刷ビジネスの可能性を広げるインクジェットプリンタ－の導
入

株式会社愛媛銀行

27 3038120040 愛媛県 環境資材株式会社 8500001010502
活性アルミナ（多孔質セラミック）を活用した遮熱性塗料の事
業化。

株式会社伊予銀行

28 3038120043 愛媛県 秀長水産株式会社 8500001015501
海水浄化・低周波処理装置による魚の鮮度向上および販路
拡大

株式会社愛媛銀行

29 3038120045 愛媛県 淳製紙株式会社 4500001015100 金銀振り和紙の素材に含まれる異物除去システムの確立 川之江信用金庫

30 3038120046 愛媛県 キドフーズ株式会社 9500001008009
中食市場の拡大に伴う豚唐揚げの包装工程の刷新と柔軟
な製品サイズへの対応

株式会社愛媛銀行

31 3038120048 愛媛県 有限会社佐藤紙工 5500002022359
集塵機能付き大型抜き加工機導入による新規衛生用品へ
の本格参入

川之江信用金庫

32 3038120050 愛媛県 株式会社キクノ 2500001001333
四国初の浸水対策向け推進（すいしん）工法用内圧管（ない
あつかん）の工法開発と大口径生産設備導入

株式会社伊予銀行

33 3038120054 愛媛県 株式会社四国中央テント 2500001015242
最新型溶着機導入による市場ニーズへの自社対応及び生
産効率の向上

川之江信用金庫

34 3038120055 愛媛県 宇和特紙株式会社 3500001007899
トイレ用クリーナーのエンボス加工をさらに強化することによ
る販路拡大

観音寺信用金庫

35 3038120056 愛媛県 株式会社カネコ 5500001015363
内包テープ製造の機械化による人員不足解決及び製造効
率向上事業

株式会社愛媛銀行

36 3038120057 愛媛県 愛媛化成有限会社 7500002012069 最新型スリッター機の導入による品質及び生産性の向上 株式会社伊予銀行

37 3038120060 愛媛県 株式会社リバーテック 7500001012557
自動機導入による生産効率と品質の向上、並びに売上の増
加計画

株式会社伊予銀行

38 3038120061 愛媛県 株式会社大昌鉃工所 2500001014698
リチウムイオン電池等の部品に必要な特殊抄紙機部品の自
動生産計画

株式会社エフアンドエム
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39 3038120062 愛媛県 株式会社セトクィーン 5500001004746 最新型検査機を搭載した小袋包装設備の導入 株式会社愛媛銀行

40 3038120063 愛媛県 有限会社矢野 8500002019294
筬通し機導入による事業の効率化と品質向上・短納期化事
業

株式会社愛媛銀行

41 3038120064 愛媛県 北米産業株式会社 7500001007276
新型クロスカットソー導入による生産性・収益性・付加価値
向上事業

株式会社愛媛銀行

42 3038120068 愛媛県 株式会社宇和島プロジェクト 1500003001051
ＩＣＴ導入による生産管理システム導入による生産性向上と
収益拡大

株式会社ＳＲＳコメンスメント

43 3038120069 愛媛県 ヤマタカ株式会社 2500001012495
仕様情報の集約と裁断スピード向上による小ロット生産への
対応力強化

株式会社伊予銀行

44 3038120072 愛媛県 梅美人酒造株式会社 6500001008259
愛媛県産みかん果汁を使った新しい甘酒の生産体制の構
築

株式会社愛媛銀行

45 3038120074 愛媛県 株式会社高須賀製作所 9500001002589
追従装置付き深曲げベンダー導入による医療機器部品等の
生産能力拡大

株式会社伊予銀行

46 3038120078 愛媛県 有限会社愛媛工業 6500002021038
部品展開図の自動作成システム導入による生産性向上及
び高精度な製品供給体制の確立

愛媛信用金庫

47 3038120079 愛媛県 有限会社村上鉄工所 7500002021912
革新的自動ネスティング技術導入による加工データ処理の
高度化

観音寺信用金庫

48 3038120080 愛媛県 株式会社光和電機 3500001014276
最新型電線自動敷設設備導入による生産性の向上及び雇
用促進

川之江信用金庫

49 3038120081 愛媛県 愛媛生コン株式会社 4500001014564
加圧式一発破砕技術導入による「残コン・戻りコン」リサイク
ル体制の社内確立

観音寺信用金庫

50 3038120083 愛媛県 有限会社ホリエ 4500002006081
５軸制御高精度立形マシニングセンタ導入による販路拡大と
加工領域の拡大

株式会社阿波銀行

51 3038120084 愛媛県 株式会社大可賀造機 8500001001047
ベンディングマシンの導入による、製品の高精度化と生産性
向上

株式会社伊予銀行

52 3038120085 愛媛県 有限会社石丸弥藏商店 9500002000988
瀬戸内海産水産加工品の高付加価値化に向けた生産体制
の構築

株式会社愛媛銀行

53 3038120086 愛媛県 株式会社予州興業 2500001014839
低濃度ポリ塩化ビフェニルを含むトランスなどの革新的洗浄
サービスの提供

川之江信用金庫

54 3038120088 愛媛県 エノキパルプ鉄工株式会社 4500001014226
プラント事業における、納期短縮、生産性向上に資する機械
装置の導入

観音寺信用金庫

55 3038120090 愛媛県 鈴木樹脂工業株式会社 4500001010010
特殊樹脂を用いた高強度構成部品の開発及び高生産性成
形プロセスの構築

株式会社伊予銀行

56 3038120091 愛媛県 株式会社本田洋行 3500001014771
プラスチック射出成形技術高度化による新型ボトルキャップ
の革新的製造プロセス改善

観音寺信用金庫

57 3038120092 愛媛県 株式会社愛和 3120001014141
大型レーザー加工機の導入による複雑形状で長尺の建築
金物の受注拡大

大阪信用金庫

58 3038120093 愛媛県 ハイスピードコーポレーション株式会社 1500001008569
新しい地盤調査試験の採用による市場競争力の強化と生産
性の向上

株式会社伊予銀行
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59 3038120098 愛媛県 有限会社石津紙工 6500002021517
最新型印刷関連設備導入によるスクリーン印刷物の付加価
値創出

川之江信用金庫

60 3038120101 愛媛県 旭合名会社 3500003000968
粉砕機・加熱殺菌機等導入での商品の高付加価値化と安定
供給体制確立による売上拡大

株式会社伊予銀行

61 3038120103 愛媛県 有限会社イツワ工業 2500002009409 最新ハイブリッドドライブベンダーの導入による収益向上 株式会社阿波銀行

62 3038120104 愛媛県 有限会社遠藤青汁 6500002001527
愛媛県産農作物（ケール）を活用した新商品開発による販路
拡大事業

株式会社伊予銀行

63 3038120105 愛媛県 田中産業株式会社 6500001011923
タオル製品の製造に係る先進的高精度システム管理による
生産性と品質の向上

株式会社西条産業情報支援セ
ンター

64 3038120108 愛媛県 株式会社エスエム機興 6500001000942
食品産業ＦＡ化進展を捉え精密部品市場に進出するための
加工精度向上

株式会社伊予銀行

65 3038120109 愛媛県 二幸送風機株式会社 7500001003110
ＣＮＣ旋盤導入による加工精度の向上及び増加する受注に
対応できる生産体制の確立

愛媛信用金庫

66 3038120110 愛媛県 ＢＥＭＡＣ株式会社 1500001011226
船級を効率良く取得し、船用の大容量電源の製品化を加速
する「ＥＭＣ測定計測環境の社内構築」

株式会社伊予銀行

67 3038120112 愛媛県 株式会社大一合板商事 6500001002443
四国初、人工大理石加工工場を作り商業施設向けに販路拡
大を図る。

株式会社四国銀行

68 3038120113 愛媛県 丸藤タオル株式会社 3500001012362 エアージェット織機導入による新商品開発と事業拡大 株式会社伊予銀行

69 3038120114 愛媛県 株式会社曾我部鉄工所 5500001010059
最新の表面粗さ・輪郭形状統合測定機の導入による品質及
び生産性の向上

公益財団法人えひめ東予産業
創造センター

70 3038120116 愛媛県 株式会社中温 5500001002691
高速サーボトレーラッパ－システムの導入による「ごはんの
素」シリーズの生産性向上事業

松山商工会議所

71 3038120117 愛媛県 株式会社マーメイド四国 6500001005149
カーテン縫製ライン改良による品質向上・時間短縮・生産性
向上計画

株式会社愛媛銀行

72 3038120118 愛媛県
株式会社伊予エンジニアリング・テクノロ
ジー

1500001021002
設計・解析・労務管理の自己完結機能を備えたワンストップ
型開発請負

株式会社伊予銀行

73 3038120120 愛媛県 有限会社マルイ 3500002023160
包丁作業を完全機械化・素人でも簡単操作、圧倒的な生産
性向上で働き方改革実現

株式会社伊予銀行

74 3038120125 愛媛県 瀬戸内ＩＲＩＣＯデザイン株式会社 3500001017634
新型の自動ミックス計量充填機導入による地元産品の新商
品開発と製造体制の構築

株式会社伊予銀行

75 3038120126 愛媛県 高津紙器株式会社 9500001014634
生産性と衛生面向上を実現する独自スパイラルラインの構
築

株式会社中国銀行

76 3038120128 愛媛県 有限会社トーカイ食品 5500002004654
自動制御式燻製加工による増産と品質の安定化及び地域
産業資源の積極的な活用

愛媛信用金庫

77 3038120132 愛媛県 株式会社上脇 1500001012620
新エアージェット織機導入が素材均質化を実現し新市場へ
扉を開く

株式会社伊予銀行

78 3038120136 愛媛県 株式会社伊予捺染 7500001011154
捺染工程における温度制御管理の高度化による新加工技
術の開発と新市場開拓

株式会社伊予銀行
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79 3038120143 愛媛県 株式会社ユタカ 2500001004261
超精密立形加工機が可能にする陽子線治療装置部品の獲
得

株式会社伊予銀行

80 3038120144 愛媛県 有限会社松川工業 7500002017118
難削材複雑形状の高精度加工技術の開発及び治良丸工場
の無人運転加工の拡大

公益財団法人えひめ東予産業
創造センター

81 3038120146 愛媛県 眞鍋造機株式会社 3500001012321
ハンドリングロボット活用による生産能力向上と労働生産性
向上計画

村本政彦

82 3038120150 愛媛県 有限会社アイエム工機 8500002013925
精密加工品の検査機能強化による品質不良ゼロ達成及び
製品付加価値の向上

公益財団法人えひめ東予産業
創造センター

83 3038120152 愛媛県 株式会社ダイテック 7500001010593
半導体製造装置向け高純度ガス溶接配管製造における製
造環境の高クリーン度化と増産への対応

株式会社西条産業情報支援セ
ンター

84 3038120158 愛媛県 株式会社母恵夢本舗 1500001012281
過熱蒸気を使用する最新型オーブン導入による、新感覚テ
クスチャーの商品開発

株式会社愛媛銀行

85 3038120159 愛媛県 有限会社丹生谷工業 7500002011319
鉄骨ＣＡＤ導入による施工図面作成の内製化及び明確な納
期を強みとした営業活動の強化

愛媛信用金庫

86 3038120165 愛媛県 株式会社ケン・マツウラレーシングサービス 5500001000076
エンジン副燃焼室の表面粗さ・輪郭形状複合測定機導入に
よる生産性向上と収益改善

株式会社伊予銀行

87 3038120166 愛媛県 株式会社インプット 2500001016777
直売所が直面する課題を抜本解決するＩＣタグ使用の新販
売管理システムの開発

株式会社伊予銀行

88 3038120168 愛媛県 西田電気株式会社 9500001003133
検査能力の向上による不良品発生防止と品質管理体制の
強化

株式会社愛媛銀行

89 3038120173 愛媛県 株式会社サンヨ 1500001014311
新システムを備えたＩｏＴ検査スリッター機導入による増産体
制の確立

観音寺信用金庫

90 3038120174 愛媛県 株式会社アート不動産 7500001005544
「駐車場管理システム」開発による貸駐車場検索の利便性・
効率性向上

株式会社伊予銀行

91 3038120177 愛媛県 株式会社エムエス 3500001005837
高周波フラッシュ接着機の導入による、生産性向上と再製作
撲滅

株式会社伊予銀行

92 3038120178 愛媛県 株式会社愛媛海産 9500001012605
大災害に備え防災食を身近なものにするローリングストック
法を促す高付加価値商品の開発製造

株式会社伊予銀行

93 3038120183 愛媛県 四国パッケージ株式会社 9500001011672
最新の多頭式刺繍機の導入による生産性向上と高付加価
値縫製技術の確立による独自販路の開拓

今治商工会議所

94 3038120184 愛媛県 株式会社栗田鋳造所 2500001009260
鋳造用砂型造型機の導入による多品種小ロット生産体制の
確立

株式会社西条産業情報支援セ
ンター

95 3038120191 愛媛県 桜うづまき酒造株式会社 7500001000082
清酒の充填作業用機材による汚染リスクを改善するための
設備投資

株式会社伊予銀行

96 3038120192 愛媛県 有限会社中央メンテナンス 8500002021928
ミニクローラークレーン導入による安全向上と作業工程の改
善

観音寺信用金庫

97 3038120194 愛媛県 株式会社日淺 9500001012183
建設業界の担い手不足や安全対策の向上に向けたＩＣＴ施
工の導入への取組み

愛媛信用金庫

98 3038120198 愛媛県 株式会社志賀商店 2500001009277
乾燥自動搬送ユニットによる生産性向上及び地域雇用促進
事業

株式会社伊予銀行
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99 3038120199 愛媛県 入江工研株式会社 3010001070443
ステンレス配管の自動溶接化による生産性向上と溶接品質
の安定化

株式会社商工組合中央金庫

100 3038120200 愛媛県 株式会社マエダ 3500001015530
愛媛県産のはだか麦・もち麦とギャバ特許技術を用いた新
商品レトルトもち麦ごはん等の開発と製造販売

株式会社伊予銀行

101 3038120205 愛媛県 丸栄タオル株式会社 6500001012327
業界初！生産と在庫状況を見える化する高度なＩＣＴを活用
した革新的システムの導入

株式会社伊予銀行

102 3038120207 愛媛県 株式会社アイワ 5500001014191
ラベル製造イン・オフ両ラインに対応可能な機動的高度検品
体制の確立

観音寺信用金庫

103 3038120208 愛媛県 増永食品株式会社 6500001004935 自動計量機の導入による生産の効率化と安定供給 株式会社伊予銀行

104 3038120209 愛媛県 有限会社佐々木組 2500002015687
精密製缶フレームの塗装品質の安定とボトルネック工程解
消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

105 3038120210 愛媛県 株式会社ジョイ・アート 6500001007285
８Ｋカメラ導入による高精細映像コンテンツを制作・供給する
新事業の創出

愛媛県商工会連合会

106 3038120212 愛媛県 東昇技建株式会社 5500001008821
最新式ボーリングマシン及び工法」の導入による生産性向
上と受注拡大

株式会社愛媛銀行

107 3038120214 愛媛県 ＩＫＥＵＣＨＩ ＯＲＧＡＮＩＣ株式会社 6500001011097
世界最軽量で超吸収・超速乾のオーガニックコットン・タオル
を完成させる

今治商工会議所

108 3038120217 愛媛県 株式会社ジツタ 3500001002090 三次元計測器とＡＩ技術の導入による新サービスの展開 株式会社伊予銀行

109 3038120218 愛媛県 武田ソーイング
ニーズが高まる特殊ジャガード製品の生産力向上による受
注拡大

株式会社愛媛銀行

110 3038120220 愛媛県 株式会社捺染工房 5500001016394
プリント後処理工程の内製化による社内一貫生産体制の構
築

今治商工会議所

111 3038120222 愛媛県 有限会社エス・エス・ピー 4500002008400
精密加工機の導入による水中撮影機材のクイックな試作開
発と生産性の向上

愛媛県商工会連合会

112 3038120225 愛媛県 東和商事株式会社 7500001012012
顧客ニーズを満たす開発・生産体制の構築と感性価値創造
プロジェクト

株式会社伊予銀行

113 3038120227 愛媛県 株式会社ネクサス 6500001021360
旋盤加工工程の自動化による、増産体制の確立と生産性の
向上

観音寺信用金庫

114 3038120229 愛媛県 株式会社竹本板金 9500001019121
切断工程における自社完全内製化及び、品質精度の均一
化の確立

観音寺信用金庫

115 3038120230 愛媛県 株式会社セルフリーサイエンス 5500001006395
分子シャペロン群との共発現により難発現タンパク質を高品
質で提供する

株式会社伊予銀行
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