平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
愛媛県採択案件一覧（92件）
No

受付番号

都道府
県

申請者名称

法人番号

事業計画名

（受付番号順）
認定支援機関名

1 2838110001 愛媛県 共立電気計器株式会社

2013201001615

ＩｏＴ対応の絶縁抵抗計の開発とロボット導入
伊予銀行
による生産プロセスの革新

2 2838110004 愛媛県 有限会社西本精工

4500002010967

受注の変化に対応できる生産体制の構築

1500001008569

施工品質への同時３重チェック導入と付随業
伊予銀行
務自動化

9500001009320

油圧機器用精密部品測定検査の効率化とＩＴ 株式会社西条産業
化による競争力強化事業
情報支援センター

1500003001051

衛生管理強化ライン導入による海外輸出展
開体制構築

6 2838110017 愛媛県 三洋倉庫株式会社

4500001008987

手術用キット部品の製造における高効率・高 株式会社西条産業
品質化生産体制の確立
情報支援センター

7 2838110019 愛媛県 株式会社大西水引

3500001014581

高精度自動紙折り機導入による生産性向上
と地域伝統産業の活性化

8 2838110021 愛媛県 島田酒造株式会社

7500001007144

硬水から軟水へ移行し新感覚の辛口日本酒
伊予銀行
生産による新市場開拓

9 2838110022 愛媛県 マリノ技研株式会社

1500001007281

高速かつ高精度な重量式選別機の開発と製
愛媛信用金庫
造ラインの構築

10 2838110025 愛媛県 有限会社せとうち広告

3500002016585

レーザー加工機導入による生産性向上と、現
伊予銀行
代の名工技術継承による収益拡大

11 2838110028 愛媛県 株式会社豊和工業

8500001009395

業界初のピンポイント注湯設備で、鋳巣欠陥
伊予銀行
の撲滅と収益向上の確立

12 2838110030 愛媛県 有限会社今井機械

6500002014784

次世代中大型船舶の省エネ性能に貢献する
高精度長尺プロペラシャフト等精密加工技術 伊予銀行
開発事業

13 2838110031 愛媛県 有限会社ＴＭ

3500002020455

自動メロー巻機導入による縫製工程デジタル
伊予銀行
化への変革

14 2838110034 愛媛県 近藤酒造株式会社

8500001009833

タンク冷却機導入による清酒の商品開発と年
伊予銀行
間を通してのその商品供給体制の確立

15 2838110035 愛媛県 株式会社百姓百品村

9500001008223

青ネギの調整作業における作業性及び生産
愛媛銀行
性向上のための機械設備の導入

16 2838110036 愛媛県 古田除塵機株式会社

4500001007832

大型バランシングマシンの導入による、集塵
プラント一括受注体制の強化・拡大

17 2838110042 愛媛県 株式会社フジカ

2500001015655

音だけクラッカーの生産自動化によるコスト削
伊予銀行
減

18 2838110043 愛媛県 株式会社マエダ

3500001015530

機能性を有する愛媛県産パン用はだか麦粉
のテープ式包装機と生産ライン管理機器の設 伊予銀行
備

19 2838110044 愛媛県 株式会社藤高

5500001012245

「五彩織り」技術の高度化による新商品開発

20 2838110046 愛媛県 有限会社中塚鉄工所

9500002012018

最新型ＣＮＣバンドソーマシン導入による短納
伊予銀行
期・低コスト・高品質の実現

21 2838110048 愛媛県 伊予屋タオル株式会社

4500001011157

『美写紋』・『織り姫』特許商品の生産能力拡
大による弱点分野の売上拡大

3 2838110005 愛媛県

ハイスピードコーポレー
ション株式会社

4 2838110011 愛媛県 株式会社長曽鉄工所
5 2838110016 愛媛県

株式会社宇和島プロジェ
クト

22 2838110051 愛媛県 株式会社コスにじゅういち 8500001009858

伊予銀行

伊予銀行

川之江信用金庫

伊予銀行

愛媛銀行

伊予銀行

航空機部品の製作における品質・生産性向
株式会社西条産業
上に係る大型５軸制御マシニングセンタの導
情報支援センター
入
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23 2838110052 愛媛県 渦潮電機株式会社

1500001011226

船内電力喪失時に電力を最適に供給できる
「新 船舶版スマートグリッド」の開発

24 2838110053 愛媛県 有限会社大島海産

4500002023861

業界初の画期的性能を持つ削節原料乾燥機
伊予銀行
導入による生産性向上

25 2838110054 愛媛県 株式会社高橋木工

5500001011899

５軸ＣＮＣマシニングセンターの導入による差
伊予銀行
別化商品の創出及び販路開拓

伊予銀行

最新鋭ミシンの導入により高付加価値な刺繍
伊予銀行
デザインの完成を目指す

26 2838110057 愛媛県 城東刺繍
27 2838110059 愛媛県 有限会社宮岡製箱所

4500002006668

レーザー加工機導入によるオリジナル高付加
愛媛銀行
価値木製品創出への取り組み

28 2838110061 愛媛県 株式会社中温

5500001002691

ＦＮＲ野菜専用ケーサーの導入による経営改
松山商工会議所
善

29 2838110062 愛媛県 有限会社大石フーズ

2500002012643

惣菜事業における作業性及び生産性向上の
伊予銀行
ための自機械設備の導入

30 2838110063 愛媛県 有限会社阿部木工

7500002000759

大ロット生産型家具の生産性および品質の向
伊予銀行
上とオーダー家具市場への進出

31 2838110064 愛媛県 株式会社リバーテック

7500001012557

二液混合吐出装置と自動圧着機の導入事業 伊予銀行

32 2838110065 愛媛県 株式会社エムディテクノス 8500001010469

高速画像処理対応型高性能リワインダテスト 株式会社西条産業
評価機の構築による検査効率と精度の改善 情報支援センター

33 2838110068 愛媛県 ツウテック株式会社

9500001007150

スペースデブリ除去システムにおける高精度
愛媛銀行
部品製作体制の確立

34 2838110069 愛媛県 有限会社石川工作所

5500002020957

ＡＩとレーザ加工機を活用した介護用昇降機
等の生産開発体制の確立

35 2838110070 愛媛県 株式会社カネコ

5500001015363

世界シェアトップを目標とした革新的パーツの
愛媛銀行
開発製造事業

36 2838110074 愛媛県 株式会社大一合板商事

6500001002443

革新的オリジナル商品の量産体制強化と納
期短縮を目的とする加工機の導入

株式会社道後屋ワケス
ポーツ

6500001007921

オンリーワンのオンデマンドオリジナルマーキ
西予市商工会
ング加工のワンストップ化

38 2838110077 愛媛県 株式会社続木鉄工所

9500001010105

大口径アルミ配管製造設備導入による生産
性向上で米国向け大型酸素装置の受注

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

39 2838110080 愛媛県 四国クレー株式会社

1500001009278

ＩｏＴ機能を活用した加工プロセスの革新によ
る量産化と生産性向上

愛媛信用金庫

40 2838110084 愛媛県 入江工研株式会社

3010001070443

７軸垂直多関節ロボットの導入による高性能
商工組合中央金庫
異径ベローズの実現

41 2838110092 愛媛県 株式会社川恭工業

8500001014593

42 2838110095 愛媛県 株式会社河上工芸所

8500001011426

43 2838110101 愛媛県 株式会社守谷漬物

9500001009799

44 2838110105 愛媛県 楠橋繊維株式会社

1500001011481

45 2838110106 愛媛県 横田タオル株式会社

2500001012529

３Ｄバーチャルサンプリングシステム導入によ
伊予銀行
る次世代型営業フローの確立

46 2838110108 愛媛県 株式会社曽我部鐵工所

5500001010059

最新のＣＮＣアンギュラ円筒研削盤の導入に
伊予銀行
よる研削精度と生産性の向上

37 2838110076 愛媛県

パンチングソリューションマシン導入による電
波シールド建具精度向上と短納期ニーズへ
の対応
高効率的に酵素技術の活用を図り、高付加
価値オーガニックコットン商品を国内・海外へ
展開する
包装機械設備導入により当社売り上げ上位
「県産ブランド漬物」の生産性を３０％向上す
る
最新型高速レピア織機の導入とホームウェア
用途に適した機能を有するタオル生地の試作
開発と市場投入
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アドバンスト・エム
株式会社

四国銀行

川之江信用金庫
伊予銀行
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伊予銀行
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「糀だけで作った甘酒」常温ストレートタイプの
愛媛銀行
生産ラインの確立

47 2838110110 愛媛県 義農味噌株式会社

6500001004860

48 2838110113 愛媛県 株式会社フラスコ

7500001009537

49 2838110114 愛媛県 東洋繊維協同組合

2500005004761

50 2838110116 愛媛県 株式会社母恵夢本舗

1500001012281

ＩｏＴ・ＡＩを用いた箱詰めロボットの複数導入に
愛媛銀行
よる量産体制の構築

51 2838110118 愛媛県 株式会社大石工作所

1500001009708

生産方式改革とＩｏＴ駆使による業容拡大で外 公益財団法人えひめ
販比率２９％へ革新
東予産業創造センター

52 2838110119 愛媛県 株式会社上浮穴産業

7500001001279

高精度でワンマン自動操作を特徴とする「ロ
グスケヤーソウ型ツイン丸鋸」の新規導入に 伊予銀行
よる成長市場進出強化と生産量の拡大

53 2838110120 愛媛県 愛媛シェル株式会社

2500001009236

複雑形状鋳物製品に対応するシェルマシン導
商工組合中央金庫
入による経営力強化計画

54 2838110124 愛媛県 四国熱錬株式会社

2500001009913

小型熱処理炉の導入による小物部品の短納 公益財団法人えひめ
期化・コストダウンで受注拡大
東予産業創造センター

55 2838110130 愛媛県 有限会社東亜染芸

4500002021782

最新型水引製造設備導入による生産性の向
川之江信用金庫
上と高品質製品供給の実現

56 2838110132 愛媛県 株式会社インプット

2500001016777

選手村への商品供給、ＴＰＰ対応の一助とな
る究極の栽培履歴管理サービスの開発

伊予銀行

株式会社プランニングオ
フィス・アイ

5500001019579

独創性のあるブーツ菓子容器を作り事業拡
大をする

伊予銀行

58 2838110138 愛媛県 株式会社松山機型工業

4500001003724

ＩＯＴによる設備稼働状況の見える化と非稼働
愛媛信用金庫
時間の削減

59 2838110142 愛媛県 仙味エキス株式会社

8500001007705

携帯型保健機能食品の小容量充填生産ライ
伊予銀行
ンの設置計画

60 2838110146 愛媛県 三共通商株式会社

2500001001770

革新的アスベスト除去装置導入による工期短
愛媛銀行
縮と品質向上

61 2838110147 愛媛県 有限会社内田パン

3500002001199

新型機械導入による量産体制の確立と高付
加価値商品の提供

愛媛銀行

62 2838110149 愛媛県 株式会社城川ファクトリー 5500001008012

新型機械導入による自動化と食肉端材の有
効活用事業

愛媛銀行

63 2838110150 愛媛県 矢野縫製有限会社

8500002019311

最新型自動裁断機導入による高付加価値製
伊予銀行
品の生産強化事業

64 2838110154 愛媛県 平工業株式会社

5500001007096

最新の加工機導入による装置開発効率向上
伊予銀行
への対応

65 2838110156 愛媛県 株式会社世起

9500001004890

製品高付加価値化に伴う新市場開拓・売上
向上・収益安定計画

66 2838110159 愛媛県 田中産業株式会社

6500001011923

多色ジャカード織りによるベビー用タオル商品 株式会社西条産業
の高付加価値化・生産能力強化事業
情報支援センター

67 2838110161 愛媛県 株式会社オカベ

6500001004712

画像式異物除去装置・殺菌機導入による品
質向上と販路拡大

伊予銀行

68 2838110163 愛媛県 エヒメ紙工株式会社

1500001014567

無線綴じ技術高度化による着色加工紙製品
製造プロセス改善

観音寺信用金庫

57 2838110135 愛媛県

69 2838110166 愛媛県

エム・ジー・エムストーン株
9500001005344
式会社

70 2838110167 愛媛県 川之江造機株式会社

8500001014585

ＩоＴによる生産管理システムと連動した３次
元座標測定器による製品測定自動化への取 香川銀行
り組み
タオル生地乾燥用連続オープン幅タンブリン
株式会社西条産業
グ乾燥機の導入による品質向上・効率改善
情報支援センター
事業

伊予銀行

クラウドを用いた「設計図面即時共有サービ
ス」の導入による、顧客満足度向上と受注効 愛媛信用金庫
率のアップ
ＩｏＴ技術及び最新技術を搭載した５面加工機
伊予銀行
導入による競争力強化
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都道府
県

71 2838110169 愛媛県

申請者名称
エヌケイシステム有限会
社

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

4500002020611

配線加工品質の安定と女性活躍社会の実現 愛媛信用金庫

72 2838110170 愛媛県 西原資源株式会社

3500001005259

高安全・高効率なプラスチック燃料生産設備
の導入による、プラゴミ二次利用事業への参 愛媛銀行
入

73 2838110173 愛媛県 株式会社テイクワン

7500001011963

四国初、レーザー投影機器を活用したレー
ザーマッピング

74 2838110175 愛媛県 株式会社世良

7500001002401

顧客満足度向上と業績アップを目指す、ＡＩ技
愛媛銀行
術を活用した「かゆとどサービス」の導入

75 2838110176 愛媛県 株式会社ジツタ

3500001002090

森林用３次元計測器の導入と新サービスの
展開

76 2838110177 愛媛県 株式会社八木酒造部

4500001012452

品質の安定化及び技術伝承のための清酒製
愛媛信用金庫
造データデジタル化事業

77 2838110180 愛媛県 有限会社アートシール

5500002021468

ダブル抜き加工のワンパス技術導入による、
観音寺信用金庫
生産性向上計画

78 2838110184 愛媛県 株式会社ジンノ工業

7500002016474

目詰りを排除した大型濾過フィルター製造の 株式会社西条産業
効率化及び大量受注に伴う製造設備の増強 情報支援センター

79 2838110186 愛媛県 株式会社エスエム機興

6500001000942

ＣＮＣ旋盤機械の導入による生産性の向上及
伊予銀行
び短納期スポット受注の対応

80 2838110187 愛媛県 株式会社村要本店

2500001004105

洗瓶機導入による多品種製造体制の構築と
新商品開発

81 2838110188 愛媛県 酒六酒造株式会社

1500001017751

東南アジアへの輸出拡大に向けた自社日本
伊予銀行
酒の高品質化と劣化防止の実現

82 2838110192 愛媛県 株式会社カーオーナーズ 5500001006544

「顧客と結果を共有する」車両のＩＴ診断による
愛媛銀行
検査結果の見える化事業

83 2838110193 愛媛県 株式会社愛商

9500002011515

西日本初、最新自動溶接機導入による土木・
愛媛銀行
建築金網加工の高水準、高効率化計画

84 2838110197 愛媛県 ニッソー技研株式会社

9500001010212

コンクリート建造物外壁補修の見積即応シス 株式会社西条産業
テムとサービス技術の確立
情報支援センター

85 2838110198 愛媛県 株式会社マルミ

1500001008503

衛生面の向上と製氷コスト削減のための高機
伊予銀行
能製氷機導入による製氷の内製化

86 2838110213 愛媛県 フードブレイン株式会社

8500001014957

急速冷凍機及び自動計量機、自動給袋包装
機導入による高品質愛媛県産冷凍里芋の生 観音寺信用金庫
産体制確立

87 2838110214 愛媛県 株式会社ＴＴＬ

6500001012459

ハイドロ銀チタンを固着させたタオルの販売

伊予銀行

88 2838110220 愛媛県 有限会社まる屋

2500002023161

革新的な食感をもつ「うどんかりんとう」の生
産性向上で下請けからの脱却！

愛媛銀行

89 2838110223 愛媛県 ハクビ化学株式会社

4500001014977

住宅壁紙用「発泡ゲル粘着剤」の高品質大量
観音寺信用金庫
生産体制の確立

90 2838110226 愛媛県 株式会社Ｋａｓａｉｋａｎ

5500001015999

既存照明の感性価値を維持する多様な形状
伊予銀行
のＬＥＤ光源の試作開発

91 2838110227 愛媛県 石鎚酒造株式会社

2500001008873

職人の感覚や勘を一切排除した安定高品質・ 若杉公認会計士
短納期の日本酒づくり体制強化
事務所

92 2838110229 愛媛県 株式会社乃万青果

2500001012132

最新式ランダム封函機の導入と改良による生
伊予銀行
産プロセスの改善
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