
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 株式会社クオリア
モバイルシステム導入による訪問看護業務の効率化とタイムラ
グのない情報把握・共有

1,813,000 平成26年10月22日

2 有限会社タニグチ刺繍
生産速度、精度及び信頼性向上を目的とした刺繍製造プロセ
スの改善

5,196,600 平成26年11月4日

3 イトマン株式会社
最新型包装機導入による自動包装のスピードアップ化と生産
効率改善による競争力向上

10,000,000 平成26年11月4日

4
東予地区トラック運送事業協
同組合

高品位尿素水の導入による運送事業者のコストダウンと環境
保護

5,333,000 平成26年11月4日

5 西田塗料株式会社
業務の効率化、製品の納期短縮及び在庫の適時製品化を実
現する技術導入計画

2,246,666 平成26年11月4日

6 成龍酒造株式会社
日本酒製造工程における濾過圧搾設備の改善による生産性と
品質向上計画。

10,000,000 平成26年11月4日

7 株式会社道後屋ワケスポーツ
スポーツ用品の移動メンテナンス等による高付加価値販売体
制の構築

3,533,333 平成26年11月4日

8 有限会社久保田板金工業
最新機器導入によるダクト製作の不良率低減と効率化によるコ
ストダウン

10,000,000 平成26年11月5日

9 東洋繊維協同組合
高精度制御型小型貫流ボイラ導入による繊維染色短納期ニー
ズ等への対応

10,000,000 平成26年11月12日

10
株式会社三栄プラスチック工
業所

新市場参入と需要家ニーズに応えるための特殊加工設備導入 10,000,000 平成26年11月12日

11 楠橋繊維株式会社
革新型タオル織機の導入による自主企画提案型企業への転
身

10,000,000 平成26年11月12日

12 竹中金網株式会社 クリンプ金網素線製造の高精度化及び高効率化設備投資事業 8,333,000 平成26年11月12日

13 秀長水産株式会社 高度管理型養殖魚物流及び加工体制の構築 10,000,000 平成26年11月12日

14 株式会社伸栄設計 ３次元ＣＡＤ導入による機械設計業務の改善について 10,000,000 平成26年11月12日

15 株式会社エバラ
複合加工装置の導入による生産性の向上及び高精密なスポッ
ト受注への対応

8,966,666 平成26年11月12日

16 株式会社志賀商店
黒豆自動傷選別機の導入により、ばらつきの無い安定した品
質確保と作業効率化によるコストダウンを図る

10,000,000 平成26年11月12日

17 株式会社ジェイコム
使用済み紙おむつを原料とする革新的高効率バイオエタノー
ル製造装置の開発

15,000,000 平成26年11月12日

18 株式会社大可賀造機
連続運転対応パンチ・レーザー複合機の導入による製品の高
精度化と生産性向上

10,000,000 平成26年11月12日

19 株式会社あまげん
スチームオーブンと和菓子伝統技術の融合による新商品開発
と自社ブランドの再構築

3,586,666 平成26年11月12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

交付決定一覧（２次公募分）
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20 愛媛県繊維染色工業組合
高密度織物にも対応できる最新リージングマシン（畦取り機）に
よる生産体制の強化

5,653,333 平成26年11月12日

21 株式会社中温
カット野菜の賞味期限を大幅に延長できるカット野菜専用保冷
庫の試作開発

10,000,000 平成26年11月12日

22 株式会社大棟商事
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性向上、及び管理／受注工程の
効率化とコスト削減

10,000,000 平成26年11月12日

23 株式会社ダイテック
自動化による品質安定とチタン溶接技術開発による新たな配
管溶接市場の獲得

3,659,333 平成26年11月12日

24 株式会社サン・テックス
高能率投射型ブラストマシン導入による建機部品製造作業の
生産性向上計画

4,116,000 平成26年11月12日

25 株式会社プライム・ハラ 短納期対応のための間欠凸版輪転印刷機の導入 10,000,000 平成26年11月12日

26
ハイスピードコーポレーション
株式会社

既存技術の転用によるゲリラ豪雨対策等のための新規工法の
確立

8,330,000 平成26年11月12日

27 株式会社島原本舗
「鯛・ハマチの未利用部位活用による機能性（カルシウム等増
量）水産練り製品の開発と需要及び販路拡大計画」

1,980,066 平成26年11月12日

28 株式会社豊和工業 複雑形状鋳物における研削工程自動化による生産性の向上 10,000,000 平成26年11月17日

29 株式会社大亀製作所
ＶＡ提案による客先試作開発を可能にする、機械加工部門強
化設備の導入

10,000,000 平成26年11月17日

30 有限会社河野園芸
小松菜栽培の自動包装機導入による鮮度保持と生産規模拡
大

2,740,000 平成26年11月17日

31 株式会社インプット
産直市を取り巻く環境変化へ対応可能な業界唯一のシステム
の開発

6,999,999 平成26年11月17日

32 大浜タオル株式会社 高速タオル織機の導入による市場ニーズの対応と内製化事業 10,000,000 平成26年11月17日

33 株式会社ミヤタニ
機械制御に係る技術を活用した小型で低コスト化を実現する
「電動リニア・アクチュエータ」の試作開発。

10,000,000 平成26年11月25日

34 株式会社別子飴本舗
逆ピロー包装機、真空包装機導入による成長商品の生産効率
２５％アップ

5,731,063 平成26年11月25日

35 有限会社イロハヤベーカリー
製パン工程の効率化による多品種少量生産体制の構築と新規
顧客の獲得

5,600,000 平成26年11月25日

36 株式会社梅野精陶所
圧力鋳込み機の導入による砥部焼きの新たな魅力づくりと生
産性向上

3,466,666 平成26年11月25日

37 株式会社松永通信
Ｗｉ－Ｆｉ経由で画像ダウンロードできる太陽光発電カメラ制御ユ
ニットの開発

4,986,300 平成26年11月25日

38 有限会社メイワ工業
溶接用走行８ｍ対応可能ロボット導入による、生産性及び作業
効率の改善

6,600,000 平成26年11月25日

39 平工業株式会社
自動細胞培養管理装置の試作開発と生産環境の高度化によ
る生産性向上

15,000,000 平成26年11月25日

40 佐々木紙工株式会社
センサーカメラ付き丁合機導入による、カレンダー事業の品質
及び生産性向上

7,119,998 平成26年11月25日
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41 株式会社西装 新型プレス機導入による軸装の品質改善と新商品の開発 3,566,666 平成26年11月25日

42 有限会社有馬ファーム
最新コンポスト導入による堆肥処理のコスト低減と地域社会に
配慮した循環型社会を図る

10,000,000 平成26年11月25日

43 株式会社西岡鉄工所
ファイバーレーザー溶接システム導入による高付加価値溶接
への取り組み

10,000,000 平成26年11月25日

44 有限会社村上鉄工所
建設機械部品等に係る検査工程の抜本的見直しによる生産効
率改善事業

3,254,653 平成26年11月25日

45 武田ソーイング 特殊ジャガード縫製の生産体制整備による受注拡大計画 5,146,665 平成26年11月25日

46 エヒメセラム株式会社
土練機と真空脱泡加圧攪拌機を導入し、流し込み成形の加工
用途を拡充できる体制の構築

4,620,000 平成26年11月26日

47 有限会社田中製作所
立形マシニングセンタ導入による効率化と多品種・小ロット対応
事業

10,000,000 平成26年11月26日

48 丸栄タオル株式会社 縫製部門の技術・生産能力強化による収益力強化 8,933,333 平成26年11月26日

49 株式会社コスにじゅういち 特殊円筒加工用縦型ボーリング機の改良開発 15,000,000 平成26年11月27日

50 アプライズ株式会社
半重合熱可塑性プリプレグを素材とする部品要素設計と加工
技術開発

10,000,000 平成26年11月27日

51 みすまる産業株式会社
立体成型加工技術高度化による高精度・高機能「ＯＰ製直立型
の透明包装袋」生産体制確立

10,000,000 平成26年11月27日

52
株式会社　ケン・マツウラレー
シングサービス

エンジンブロック生産性と精度向上を達成し、競争力強化のた
めの設備投資

10,000,000 平成26年11月27日

53 局部熱処理株式会社
新たな加熱装置の導入による大型構造物溶接部熱処理の受
注獲得・競争力強化事業

10,000,000 平成26年11月27日

54 株式会社ゼロシステム
ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）乾燥方式に代わるフッ素系溶剤
を利用した乾燥方式

8,800,000 平成26年11月27日

55 越智源株式会社 特殊繊維加工技術の事業化による新分野開拓 10,000,000 平成26年11月27日

56 株式会社梶田商店
地元産もち麦を活用した新商品開発（もち麦醤油及びもち麦茶
製造）の設備投資事業

9,989,600 平成26年11月27日

57
株式会社メタルコーティング四
国

金属焼付塗装設備拡充に伴う競争力強化と市場ニーズへの対
応事業

10,000,000 平成26年11月27日

58 株式会社グリーンヒル 食品残さ（ケール搾り粕）を活用した牛の飼料の生産 3,797,866 平成26年11月27日

59 株式会社近藤機工
レーザー切断機導入による、加工精度の向上及び生産性の高
効率化

10,000,000 平成26年11月27日

60 株式会社エコアシスト
循環型社会の実現のために、太陽光パネルのリサイクルシス
テムの構築

11,759,808 平成26年11月27日

61 加賀工業株式会社 熱絶縁工事用の「防熱布団」の製作 10,000,000 平成26年11月27日
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62 酒六酒造株式会社
圧倒的鮮度の新酒販売および年間を通じた鮮度／熟度管理に
よる拡販の実現

10,000,000 平成26年11月27日

63 有限会社内田パン
健康志向対応の高付加価値パン製造による差別化の推進及
び売上利益の伸長

9,200,000 平成26年12月2日

64 有限会社岩城電機商会
「コンバートＥＶ向けキャパシタ制御技術」の開発・導入によるエ
ネルギー高効率化とビジネスチャンスの拡大

12,065,411 平成26年12月5日
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