株式会社ヨコタコーポレーショ 新規引合時の敏速な試作加工及び自社の強みを発揮した低コスト加工 税理士法人アクシス川
ン
技術の開発
人税理士事務所

5011 36210073

徳島県

5012 36210075

徳島県 株式会社教育出版センター

自動読み上げ音声・動画配信可能な電子図書館システム

5013 36210076

徳島県 有限会社ダイカテック

鋼板表面の微細加工技術Ｆ研磨の熱交換器への応用（伝熱促進効果）
徳島銀行
による省エネ技術の開発

5014 36210078

徳島県 高槻電器工業株式会社

グラフェン用電極材の開発

5015 36210079

徳島県 株式会社石飛製作所

革新的技術を用いたステンレス溶接時のスケール除去剤及び整流器の
垣内 清隆
開発

5016 36210080

徳島県 株式会社齋藤鉄工所

三次元レーザー切断技術の確立による高品質で低コストな溶接部品の 公益財団法人とくしま産
製作
業振興機構

5017 36210081

徳島県 株式会社アスカ

CFRP製品用高精度切削加工用治具の能率的供給体制の確立

阿波銀行

5018 36210087

徳島県 四国工業株式会社

研削・切削スラッジの「見える化」による競争力強化

阿波銀行

5019 36210090

徳島県 株式会社ビッグウィル

3次元成型性を有する天然木極薄熱可塑性シートの開発及び販路開拓 東みよし町商工会

5020 36210091

徳島県 阿波スピンドル株式会社

プローブ用スピンドルシャフトの熱処理方法変更における高品質化

5021 36210095

徳島県 さくら環境都市建設株式会社

省エネルギー型ハウス栽培を実現する太陽熱地中加温システムの試作
徳島県商工連合会
開発

5022 37210072

香川県 ラモナー株式会社

新型整経機導入による原料加工の精密・高度化による高付加価値商品
伊予銀行 坂出支店
の開発

5023 37210075

香川県 株式会社村上製作所

油圧シリンダーの構成部品であるシリンダーチューブの無人加工システ
かがわ産業支援財団
ムの開発

5024 37210077

香川県 株式会社奥村機械製作所

難切削素材チタン、カーボン等の切断精度向上を目的とした丸鋸切断機
香川銀行 川島支店
の制振性能改善

5025 37210078

香川県 鵜川金属工業株式会社

自動車用高品位金型加工技術の研究開発と実用化

かがわ産業支援財団

5026 37210079

香川県 株式会社ワイイーエス

携帯型水素火炎可視化装置の開発

観音寺市大豊商工会

5027 37210080

香川県 株式会社レクザム

次世代450mm高速度半導体搬送システムの開発

かがわ産業支援財団

5028 37210084

香川県 芳香園製薬株式会社

化粧品分野におけるナノ化エラスチンを用いた試作･開発

伊予銀行 坂出支店

5029 37210085

香川県 株式会社広立

高い均斉度を有する照明用反射板(セード)の試作

百十四銀行 高瀬支店

5030 37210088

香川県 株式会社村上鐵工所

競争力(低コスト化・短納期化)強化を目的とした精密加工製品の開発(大 百十四銀行 大野原支
口径・長尺製品加工における生産プロセスの開発)
店

5031 37210091

香川県 株式会社松本製作所

食品倉庫用耐熱扉(断熱・耐熱機能)生産プロセスの確立

百十四銀行 本店

5032 37210096

香川県 丸善工業株式会社

生産性向上による低コスト化を目的とした高速高性能製袋機の導入

観音寺信用金庫 坂出
支店

5033 37210100

香川県 株式会社田井タップ製作所

競争力強化を目的とした生産プロセスの確立～穿孔機ドリルの一貫生
産体制の確立～

三豊市商工会

5034 37210104

香川県 株式会社森川ゲージ製作所

三次元形状比較センサーを搭載した鉄鋼材料無人加工システムの開発 かがわ産業支援財団

5035 37210107

香川県 讃王興産株式会社

省エネ住宅向け断熱建材の多品種小口化・短納期化ニーズ即応体制
の構築

5036 37210112

香川県 株式会社春風堂

希少糖、天然酵母を使った小麦粉不使用の低糖質パンの製造販売事業 百十四銀行 高松支店

5037 37210116

香川県 株式会社クボタ

ポリエチレン樹脂回転成形による長尺の風車ブレードの製作技術の開
発

生駒学税理士事務所

5038 37210118

香川県 株式会社トーコー

3次元CAD/CAMシステム導入による製品競争力の強化

百十四銀行 三本松支
店

徳島銀行

公益財団法人とくしま産
業振興機構

四国銀行

伊予銀行 坂出支店

5039 37210120

香川県 株式会社タナベ刺繍

特殊刺繍技術を用いて高級繊維装飾を施した携帯電話用イヤホンの試
東かがわ市商工会
作品開発及びテスト販売

5040 37210122

香川県 株式会社日進機械

大気圧プラズマを応用したプラスチックフィルムの表面改質用新規表面
百十四銀行 円座支店
処理装置の開発

5041 37210124

香川県 有限会社ポルテ

突き刺し防止手袋の生産及び開発

5042 37210126

香川県 株式会社三祥

溶接工程効率化による生産能力強化及び技能強化、人材育成、雇用確
伊予銀行 高松支店
保の遂行

5043 37210129

香川県 株式会社総合ハイテック

多丁取りダンボールシート用回転コンベヤの開発・試作・販売

香川銀行 坂出支店

5044 37210130

香川県 筒井鉄工株式会社

建物・部屋の出入り口ドア補強材生産リードタイム短縮プロセスの確立

三豊市商工会

5045 37210134

香川県 大岡鉄工株式会社

競争力強化(高品質化・短納期化)を目的とした大型溶接構造物における
まんのう商工会
生産プロセスの確立

5046 37210136

香川県 株式会社コヤマ・システム

金属再資源化における国内循環促進のための金属スクラップ選別機の
かがわ産業支援財団
試作開発

5047 37210138

香川県 香川シームレス株式会社

靴下編機の高度化

商工組合中央金庫 高
松支店

5048 37210140

香川県 有限会社シンタク技研

品質・価格・納期に視点をおいた製造工程の強化

四国銀行 観音寺支店

5049 37210141

香川県 合田工機株式会社

汎用マシニング加工機を用いた特注建築資材の製造技術の開発

観音寺信用金庫 南支
店

5050 37210142

香川県 株式会社スワキャンバス

公共事業の橋梁落下防止シートと集会用テントの量産及びテント素材の
香川銀行 東支店
新展開

5051 37210144

香川県 株式会社大矢根利器製作所

生産管理システム導入による生産プロセス強化

5052 37210147

香川県 株式会社小林鉄工所

新設備導入による災害時の収納設備の開発及びそれに伴う生産プロセ
樋口卓也税理士事務所
ス強化

5053 37210148

香川県 株式会社スナガワ

建設用車輌試作部品の一貫生産体制構築による短納期、コスト削減と
技術力の向上

さぬき商工会

5054 37210149

香川県 有限会社藍色工房

タデ藍酵素を利用した高性能染毛料の開発

かがわ産業支援財団

5055 37210151

香川県 株式会社香西鉄工所

超高張力鋼の溶接技術による高品質・高生産性・人材育成の実現

伊予銀行 高松支店

5056 37210152

香川県

5057 37210154

香川県 伸興電線株式会社

特殊FBGおよびFBGセンサの開発

5058 37210156

香川県 株式会社マルトク

CNCルーター盤（数値制御により木材を加工する機械）などの導入によ
伊予銀行 高松支店
る無垢素材オリジナル商品の開発及び生産性向上による市場獲得計画

5059 37210157

香川県 日本工機株式会社

ジョイント構造を強化した吊り天井耐震補強製品の試作開発と性能評価 百十四銀行 善通寺支
実験
店

5060 37210159

香川県 株式会社福本ボデー

大型運搬車(電気自動車)製作における生産プロセスの確立

百十四銀行 高瀬支店

5061 37210160

香川県 さぬき麺業株式会社

競争力強化を目的としたゆで麺の生産プロセスの強化・改良

百十四銀行 円座支店

5062 37210164

香川県 ヨークス株式会社

手袋仕上げ（スチームセット）工程の品質と生産性の改善による売上向
上計画。

百十四銀行 白鳥支店

5063 37210166

香川県 株式会社大扇興業

競争力強化を目的とした手作り感を有するニット新商品の開発

百十四銀行 三本松支
店

5064 37210167

香川県 橋本特殊工業株式会社

2種類の丸鋸技術を複合した高品位切断に対応する新型丸鋸の試作

かがわ産業支援財団

5065 37210168

香川県 株式会社大東精工

マシニングセンター用精密保持工具の製造における高能率仕上げ加工
香川銀行 白鳥支店
方法の開発

5066 37210169

香川県 株式会社イチーナ

最新機種導入による多様なニーズへの対応及び新製品の開発

藤田プラントサービス株式会
社

百十四銀行 白鳥支店

百十四銀行 仁尾支店

配電盤工事分野の競争力を有する事業展開を目的とする生産管理技術
百十四銀行 丸亀支店
の確立
百十四銀行 本店

百十四銀行 三本松支
店

5067 37210170

香川県 旭洋鉄工株式会社

ステンレス加工技術を生かした日用品の新規開発

伊予銀行 高松支店

5068 37210174

香川県 株式会社オクト

道路切断排水処理用の大型定置式処理機の開発

かがわ産業支援財団

5069 37210175

香川県 有限会社みやもとテント

過酷な状況下で使用される高強度帆布製品の製造と拡販

百十四銀行 高松支店

5070 37210176

香川県 三栄産業株式会社

高齢化社会における市場ニーズ対応の為の設備強化計画

伊予銀行 丸亀支店

5071 37210177

香川県 コアスリー株式会社

コストダウン及び納期短縮化を実現させ一貫製造会社へ躍進するため
の最新設備導入計画

観音寺信用金庫 高瀬
支店

5072 37210179

香川県 松岡手袋株式会社

世界一多いパーツから生まれる、握りやすく疲れない手袋『エルゴ・グ
リップ』の少量・多品種の製造の効率化と量産体制の構築。

東かがわ市商工会

5073 37210181

香川県 有限会社タック

高品質、低価格、短納期、多品種小ロットに対応したデザインカーテンの
かがわ産業支援財団
加工技術の開発

5074 37210183

香川県 タイヨウ株式会社

高品質・高効率なおしぼりサービス、生産体制の構築

伊予銀行 高松支店

5075 37210184

香川県 有限会社香川メタルス

鋳造工場におけるゼロ・エミッションを実現する為の分別装置開発

香川銀行 志度支店

5076 37210185

香川県 株式会社マキタ

世界初号機となる小型舶用電子制御ディーゼルエンジンの開発・上市

岩部達雄税理士事務所

5077 37210186

香川県 株式会社穴田鉄工所

多面加工部品の加工工程集約による生産性向上と低コスト化実現

FMBコンサルタンツ株式
会社

5078 37210189

香川県 ウインセス株式会社

レーザー裁断工程の確立による低発塵仕様縫製手袋の開発

百十四銀行 本店

5079 37210193

香川県 日生化学株式会社

サーマルラミネート用シーラントフィルムの量産体制確立

中国銀行 三本松支店

5080 37210195

香川県 株式会社オオタ

最新CAD・CAMの活用によるプログラム作成や製造ラインの合理化

宮武税理士・社会保険
労務士事務所

5081 37210196

香川県 ユタカ電装工業株式会社

EDI注文データから、工数・難易度・担当者の力量をパラメタとしたハー
ネス加工のための進捗管理データの導出および進捗管理システムの試 伊予銀行 高松支店
作

5082 37210198

香川県 hacomo株式会社

3次元CADを活用した紙製立体構造製品の設計開発と量産体制の確立 かがわ産業支援財団

5083 38210150

愛媛県 株式会社曽我部鐵工所

業務の効率化と、製品の納期短縮及び低コスト化を実現する生産管理
システムの構築

5084 38210153

愛媛県 萩尾機械工業株式会社

SF6ガスレス化大型遮断機用躯体開発の短納期･高品質化体制の構築 伊予銀行 新居浜支店

5085 38210155

愛媛県 四国日繊工業株式会社

回転刃縦カッティング機の導入による分業間連携と市場競争力の強化

5086 38210161

愛媛県

5087 38210163

愛媛県 三洋倉庫株式会社

医療用不織布製品の高精度・高効率生産体制の構築による医療機器
関連産業への参入

伊予銀行 西条支店

5088 38210164

愛媛県 有限会社山之内刺繍

少量多品種対応型刺繍機導入による新分野への進出

伊予銀行 三芳支店

5089 38210165

愛媛県

5090 38210167

愛媛県 環境資材株式会社

アルニミウムスラッジを活用した保水性舗装材の事業化。

愛媛銀行 西条支店

5091 38210169

愛媛県 興安計装株式会社

不活性ガスを使用するプラズマベースイオン注入法を用いた医療用滅
菌装置の開発

伊予銀行 空港通支店

5092 38210170

愛媛県

コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質を認識する抗体の試作品開発

伊予銀行 本店営業部

5093 38210172

愛媛県 仙味エキス株式会社

多様化する顧客ニーズに応えるための発酵調味料の多品種少量生産
設備導入

伊予銀行 八幡浜支店

5094 38210173

愛媛県 越智昇鉄工株式会社

「たわみ防止装置付高速穴あけ加工機」導入による生産の効率化・精度
伊予銀行 中浜支店
向上

エフ・エー・システム・エンジニ
「手術支援用ロボット診療支援システム」
アリング株式会社

愛媛銑鉄鋳物工業団地協同
組合

株式会社セルフリーサイエン
ス

伊予銀行 新居浜支店

篠原 敏和
愛媛信用金庫 本店営
業部

多品種鋳物製品における品質向上・安定化と新分野進出へ向けた品質 商工組合中央金庫 松
管理体制の強化
山支店

