
No 申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 愛建電工株式会社
ベンダー（曲げ機）＆ソフトの導入による電気制御盤・筐体
の設計・加工プロセス革新

30,000,000 平成28年6月17日

2 シンワ株式会社
高圧ポンプ導入によるスパンレース不織布の多機能化・
低価格化

27,800,000 平成28年6月17日

3 株式会社川恭工業
高精度金属加工機導入による電波シールド精度向上と短
納期ニーズへの対応

23,300,000 平成28年6月20日

4 川之江造機株式会社
複合５軸加工機導入による、製造コスト削減とリードタイム
削減

30,000,000 平成28年6月20日

5 株式会社明朗社
ＷＥＢ校正の活用とＵＶ硬化型印刷加工システムの導入
による高効率・顧客対応力の強化

14,853,332 平成28年6月21日

6 局部熱処理株式会社
高周波誘導予熱焼鈍装置の導入による配管部局部熱処
理の受注獲得と競争力強化事業

3,506,666 平成28年6月21日

7 愛媛シェル株式会社
多品種小型鋳造製品に対応したシェルマシンの導入によ
る増産設備計画

8,000,000 平成28年6月21日

8 株式会社長曽鉄工所
油圧機器用精密部品製造の高効率化と高付加価値化に
よる高度生産性向上事業

19,800,000 平成28年6月23日

9 三木自動車
最新型調色システムの導入による作業効率の改善及び
革新的な調色済み塗料販売事業への展開

1,079,999 平成28年6月23日

10 有限会社汐崎
畳床材の多様化に対応したチップソーを使った両框裁断
機の導入

3,866,666 平成28年6月23日

11 尾道産業株式会社
造船業における舵／スタンフレーム等の厚板プレス加工
体制の構築

10,000,000 平成28年6月23日

12 株式会社ダイテック
医薬品及び衛生用品製造設備向け高精度配管溶接能力
の増強

3,753,333 平成28年6月23日

13
株式会社米北測量設計事
務所

インフラ点検を効率化・低コスト化するための３次元計測
機器の導入

9,568,333 平成28年6月23日

14 フジワラ化学株式会社
ＮＣルータ導入による高効率でデザイン性に優れた珪藻
土バスマットの製造

7,313,333 平成28年6月27日

15 冨士電線株式会社
市場ニーズを先取りする高耐圧電線の製品化設備の導
入

5,600,000 平成28年6月27日

16 平誠電機株式会社
即応性を追求した大規模改修物件への制御盤販売事業
の拡大

29,000,000 平成28年6月27日

17 千代の亀酒造株式会社
ビン詰工程での作業効率の向上によるコストダウン、並び
に作業従事者の負担軽減を目的とした生産プロセスの改

5,000,000 平成28年6月27日

18
株式会社ケン・マツウラ
レーシングサービス

革新的な加工精度と商品力を向上する為の設備投資 10,000,000 平成28年6月27日

19
株式会社アステティックス
ジャパン

古民家床下調査プロセス改善に伴う付加価値向上 1,660,000 平成28年6月27日

20 西方農園 柑橘用選果機導入による出荷環境の向上 1,660,000 平成28年6月27日

21 成龍酒造株式会社 日本酒の冷蔵物流の効率化に伴う設備導入計画 8,866,000 平成28年6月27日

22 有限会社明和工機
「スイング式切断」技術導入による板金加工の高度化及
び社内一貫体制の強化

10,000,000 平成28年6月27日

23 株式会社曾我部鉄工所
最新のＣＮＣホブ盤の導入による歯車精度の安定化と歯
切加工の生産性向上

30,000,000 平成28年6月27日

24 エネロ株式会社
精緻な検査器具を利用した太陽光発電設備のオペレー
ション＆メンテナンス事業

15,778,466 平成28年6月27日

25 有限会社ＬＣＧ
小規模菓子舗の価値向上と販売拡大のための包装機導
入事業

2,960,000 平成28年6月27日

26 株式会社ダイテック
鉛合板と精密加工ステンレス建材を利用した医療ブース
の製造販売事業

10,000,000 平成28年6月27日

27
株式会社ヤマモトスクリー
ン

製版技術の高度化による生産性向上事業 10,000,000 平成28年6月27日

28 カナン地質株式会社
高精度モバイルマッピングシステムによる３次元地中レー
ダ探査の高精度化

30,000,000 平成28年6月27日

29 株式会社合田鉄工所
大型５面加工機を旋削、位置決、の出来る５軸同時制御
システムの導入

10,000,000 平成28年6月27日

30 株式会社ジェイエスシー
刺繍機導入による生産力向上と技術の高度化による販路
拡大

5,000,000 平成28年6月27日

平成２７年度補正　ものづくり・商業・サービス新展開補助金補助金
交付決定一覧（１次公募分）

1／4



No 申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

31 有限会社越智縫製 縫製糸の供給圧の管理とオーバーミシン縫製の自動化 9,900,000 平成28年6月27日

32 有限会社ホリエ
独自技術のデータベース化と最新レーザー加工機による
夜間無人稼働の実践

30,000,000 平成28年6月27日

33 株式会社アキ工業
多様化する製品バリエーションに対応するプラスチック成
型の生産ライン構築

3,000,000 平成28年6月27日

34 有限会社広創社
無臭水性インク印刷機導入による新たな事業領域拡大と
今までと異なる業界への進出。

3,060,000 平成28年6月29日

35 西川建設株式会社 １年中春のような「まほうの家」プロジェクト 3,726,666 平成28年6月29日

36 渡辺パイル織物株式会社 ネットワーク利用最新タオル製造システムの開発 28,066,666 平成28年6月29日

37 東和工業株式会社 高耐食性ステンレスフランジ事業への進出 23,066,000 平成28年6月29日

38 山陽刷子株式会社
最新ハブラシ植毛機導入による付加価値及び増産体制
の構築

27,204,666 平成28年6月29日

39
株式会社宇和島プロジェク
ト

ブリ三枚卸機器導入による量産体制構築及び東アジア諸
国向け輸出促進への取組み

10,000,000 平成28年7月4日

40 大西紙工有限会社
最新鋭の自動延反裁断機導入による受注拡大、価格競
争力の強化

10,000,000 平成28年7月4日

41 株式会社ミヤタニ 精密金属加工技術を用いた整形外科手術用機器の試作 10,000,000 平成28年7月4日

42 株式会社河上工芸所
デジタル捺染の戦略的活用による意匠性の高い高付加
価値商品を国内・海外に展開する。

10,000,000 平成28年7月4日

43 有限会社明日工業 多目的形鋼加工機の導入による製缶部品の生産性向上 6,920,000 平成28年7月4日

44 株式会社ユタカ
大型立形複合加工機導入による中もの精密加工品の新
規市場獲得

30,000,000 平成28年7月4日

45 テック溶工株式会社
出張高度溶接の受注拡大に向けたフルデジタル溶接機
の導入

4,146,663 平成28年7月4日

46 株式会社イプラ
業界初クラウド利用によるプライス出力サービスで集客支
援と業務効率化を実現！

5,000,000 平成28年7月4日

47
ユースエンジニアリング株
式会社

独自の軸受け機構によるリチウムイオン電池用高精度
ロールプレス装置の開発

10,000,000 平成28年7月4日

48 丸栄タオル株式会社
サイジングワインダーの導入による極細番手を使用した
アパレル縫製品の開発

8,333,333 平成28年7月4日

49 有限会社森実工業
最新型食品包装資材設備導入による生産性の向上と安
全性の高い製品供給の実現

5,900,000 平成28年7月4日

50 竹中金網株式会社
ツインシンクロモーションロボット溶接による『大型鋼製土
留擁壁』の高精度高効率生産

15,748,000 平成28年7月4日

51 株式会社オノダ
高速プリンタ導入による生産力拡大と品質向上による異
業種への展開

21,600,000 平成28年7月4日

52 西染工株式会社
多機能な最新鋭機導入による、新たな高付加価値商品創
出への取り組み

16,666,666 平成28年7月4日

53 西日本搬送機有限会社 生産者より要望の強い葉物生産調整機械を試作開発 4,814,500 平成28年7月4日

54 伊予屋タオル株式会社
『美写紋』・『織り姫』・ダイヤモンドダスト加工生地の自動
メロー機導入によるミニハンカチの内製化。

9,830,000 平成28年7月4日

55 四国溶材株式会社
フラックス入りワイヤ（ＦＣＷ）生産の配合工程の自動化に
よる生産性向上と作業環境の改善

10,000,000 平成28年7月4日

56
愛媛銑鉄鋳物工業団地協
同組合

組合員へ供給する圧縮空気の圧力及び稼動コンプレッ
サーの効率的制御の確立

8,933,333 平成28年7月4日

57 サヨリ商店街株式会社
各種スポーツウエア・ユニフォーム製作体制を構築し新市
場発掘

5,000,000 平成28年7月4日

58 有限会社神野工業
省エネ型高効率マイクロバブル発生装置の大型化及び大
量受注に伴う製造設備の増強

10,000,000 平成28年7月4日

59 梅美人酒造株式会社
「低アルコール清酒」の製造及び品質向上に向けての原
料冷却機の導入

7,333,000 平成28年7月4日

60 大三島果汁工業株式会社
ヘタ取り装置導入による柑橘果皮加工の効率化及び新規
市場開拓

10,000,000 平成28年7月4日

61 技研工機株式会社
長尺部品の高精度研磨技術確立及び、ガイドレールの一
貫生産体制確立計画

22,333,333 平成28年7月4日

62 オオツカ株式会社
顧客要望の実現とセミカスタム仕様の建築金物を製造販
売する事業

28,000,000 平成28年7月4日

63 矢野商事株式会社
安全性向上および環境保全に向けた循環型乾燥炉の開
発

10,000,000 平成28年7月4日

2／4



No 申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

64 株式会社フジサキ
生産性向上に向けた最新型曲げ加工機の導入とデータ
ベースの構築

30,000,000 平成28年7月4日

65 株式会社ジツタ 無人航空機の自動制御システムの開発と導入 9,984,400 平成28年7月4日

66 原印刷株式会社 商品及びカタログの同時封入と検査・梱包に関する事業 3,373,332 平成28年7月4日

67 入江工研株式会社 波付プレス精度向上による高性能ロボット用大型溶接 26,866,666 平成28年7月5日

68 有限会社伊藤設計 ３Ｄ－ＣＡＤシステムの導入による価格競争力の強化 2,743,999 平成28年7月5日

69 有限会社寿建設工業
安全リスクアセスメントと３ＤＣＡＤ導入による工事品質の
飛躍的な向上

1,537,999 平成28年7月5日

70 株式会社ツヅキ
当社独自の電解研磨の品質と作業性向上によるＩＳＯタン
クコンテナ内面加工の受注拡大

4,730,000 平成28年7月5日

71 株式会社トップシステム
医薬品製造設備及び付帯機器に係る高効率・高付加価
値型生産体制の構築

24,400,000 平成28年7月5日

72 株式会社西岡鉄工所
３Ｄ－ＣＡＤと板材・鋼材兼用レーザ加工機を連動させた
溶接構造製品の生産変革

30,000,000 平成28年7月5日

73 株式会社アドバンテック
ガス配管の生産性向上及び高品質化のための製造プロ
セス改善

10,000,000 平成28年7月5日

74 有限会社ボックス
特定用途の看板制作における生産性の向上及び短納期
実現プロジェクト

2,208,000 平成28年7月5日

75
ウダカエンジニアリング株
式会社

超高精度位置決めによる高精度部品加工品の内製化 18,000,000 平成28年7月5日

76 有限会社大伸ステンレス
医療器業界向けステンレス素材の「曲げキズレスと高精
度な曲げ技術」を確立する

10,000,000 平成28年7月5日

77 有限会社森田精機
汎用性が高い最新マシニング機による効率性向上と独自
技術のデータベース化

10,000,000 平成28年7月5日

78 新興工機株式会社
粉砕乾燥機の開発による木質ペレットプラント生産増能力
化

5,000,000 平成28年7月5日

79 八水蒲鉾株式会社
新規ジャコ天型成機の導入による食感の優れた『ジャコ
天』の製造と新規市場への投入

2,515,000 平成28年7月7日

80 株式会社アドメテック
熱ストレスを加えることによる農産物の鮮度保持、品質向
上技術の試作開発

1,185,885 平成28年7月7日

81 有限会社タナカソーイング
タオル製品の裁断工程内製化により収益率の向上と短納
期体制を実現させ競争力を強化する

5,800,000 平成28年7月7日

82 株式会社世界地図 世界地図を利用した海外での教育広告事業 3,486,666 平成28年7月7日

83 リアラン株式会社 ＬＥＤパネルライトの省エネ率向上および国内生産化 4,999,997 平成28年7月7日

84 株式会社コスにじゅういち
航空機産業への事業拡大に伴う同時５軸制御立型マシニ
ングセンターの導入

30,000,000 平成28年7月7日

85 福岡板金工業株式会社
最新専用機械による「看板用金属箱文字」製造工程の簡
略化と生産効率の向上

5,000,000 平成28年7月7日

86 有限会社杉盛工務店
「安心人足情報サービス」の提供による、機会損失の低減
と顧客満足度向上

4,216,666 平成28年7月7日

87 愛麺株式会社
ラップ包装機と表示チェックカメラ導入による生産性の向
上

10,000,000 平成28年7月7日

88 株式会社コピー愛媛
ｅ＿図面レンタル倉庫サービスの導入による新事業参入
と業績向上

4,930,666 平成28年7月7日

89 亀井製菓株式会社
健康志向ニーズに対応した抗アレルギー性スイーツの開
発および事業化

5,000,000 平成28年7月7日

90 仙味エキス株式会社
ⅠｏＴ生産ラインの増設による効果的かつ安定的な品質
管理生産システムの構築

30,000,000 平成28年7月7日

91 有限会社川又タオル
ＩｏＴに対応した最新型タオル織機導入による製造工程短
縮化事業

30,000,000 平成28年7月7日

92 株式会社キシモト
「骨まで食べられる干物」の専用ライン確立による新市場
拡大計画

9,951,664 平成28年7月7日

93 株式会社あこやひめ
地域産品を活用した「ソフトドライ食品」開発のための乾燥
機及び凍結装置の導入

4,653,333 平成28年7月7日

94 有限会社岩城電機商会
「仕上がり状況配信サービス」の導入による、顧客満足度
と生産性の向上

3,000,000 平成28年7月7日

95 株式会社大亀製作所
新旧主要設備のＩｏＴ化と全社一元管理システム構築によ
る生産性改善計画

30,000,000 平成28年7月7日

96 株式会社ｉＬａｎｄｓｃａｐｅ 中古物件間取りマッチングシステムの開発 6,276,933 平成28年7月7日
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97 株式会社キド工業
サイディングのフルプレカットによる現場環境を改善する
事業

23,291,332 平成28年7月7日

98 新和塗建株式会社
「リフォーム提案書作成代行サービス」の導入による、顧
客満足度向上と業績アップ

4,649,999 平成28年7月7日

99 株式会社クリタ
ＩｏＴを活用し高い生産性で機動的鋳造に資する新鋭造型
機の導入

30,000,000 平成28年7月7日

100 日本精密株式会社
高出力レーザ加工機の導入による外注依存体制からの
脱却と生産能力の充実

30,000,000 平成28年7月7日

101 有限会社高橋電機製作所
「ケーブルダクト製品」の高品質・短納期対応製造プロセ
スの構築

10,000,000 平成28年7月7日

102 ハクビ化学株式会社
トイレットペーパー用ピックアップ糊の製造プロセス改善に
よる量産化計画

5,000,000 平成28年7月7日

103 株式会社サカワ
県内初、黒板等の全自動カラー線引き機導入による生産
性向上と販路拡大事業

5,000,000 平成28年7月8日

104 石本興産株式会社 日本ゴカイ養殖の再興計画及び青虫完全養殖への研究 2,974,034 平成28年7月8日

105
株式会社クリンペット・ジャ
パン

圧縮梱包技術による紙製品の輸送革新及び販売力の強
化

5,000,000 平成28年7月8日

106 ヤマセイ株式会社
プレス金型慢性不具合に対するスクラップ落下シミュレー
ション適用による問題解決

5,000,000 平成28年7月13日
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