
（受付番号順）
No 受付番号 県名 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3038210001 愛媛県 ＡＢＣ開発株式会社 6500001007368
アスファルト廃材等を再資源化するための、高
性能プラントの導入

株式会社愛媛銀行

2 3038210007 愛媛県 株式会社愛創工業 8500001015030
革新的環境リサイクル素材「石炭灰造粒固化
物」の高度生産体制の確立

観音寺信用金庫

3 3038210008 愛媛県 株式会社シーネット 3500001014664
生産性に資する印刷機器の導入による増産
ニーズへの対応

観音寺信用金庫

4 3038210009 愛媛県 中央建設株式会社 6500001007723
ＩＣＴ技術の内製化による建設現場の生産性向
上と新規雇用創出プロジェクト

株式会社愛媛銀行

5 3038210011 愛媛県 局部熱処理株式会社 1500001010756
プラント配管用小型化熱処理装置の導入による
生産性向上及び能力強化事業

株式会社西条産業情報
支援センター

6 3038210012 愛媛県 株式会社将建設 9500001007480
型枠加工工程に最新パネルソーを導入し、生産
性向上と高精度化を図る。

株式会社伊予銀行

7 3038210015 愛媛県 株式会社別子飴本舗 6500001010280
最新設備導入による成長商品の品質向上及び
生産性向上と売上増大

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

8 3038210016 愛媛県 株式会社大亀製作所 2500001001052
技術提案力を高める高性能横型マシニングセ
ンターの導入

近藤　猛

9 3038210019 愛媛県 有限会社田中仏光堂 3500002018656
自動加工機の導入による生産能力の強化と顧
客ニーズへの対応

株式会社大三経営事
務所

10 3038210021 愛媛県 株式会社テクノマジック 7500002022150
次世代半導体を使用した小型高容量安定化電
源装置の商品化

公益財団法人えひめ
東予産業創造センター

11 3038210024 愛媛県 株式会社ＮＥＸＴ８ 2500001021661
立体成型加工技術高度化による「多機能立体
自立袋」開発の生産体制確立

観音寺信用金庫

12 3038210026 愛媛県 株式会社越智鋳造所 2500001009244
自動注湯機の導入による高品質・高効率化の
実現

株式会社西条産業情報
支援センター

13 3038210029 愛媛県 白石タタミ店
住宅の床事業に合わせた畳及び従来型畳表か
らＰＶＣ織物に代えた新感覚畳の普及

東予信用金庫

14 3038210031 愛媛県 株式会社ネクスタ 5500001010439
エーミング作業のための検証装置導入による内
製化と短納期化事業

株式会社愛媛銀行

15 3038210033 愛媛県 有限会社タイキ商事 9500002022231
最新型巻取装置導入による受注拡大と作業の
効率化、及び新素材加工への挑戦

川之江信用金庫

16 3038210038 愛媛県 株式会社バリアス 6500001005792
精密曲げ加工技術獲得による新規市場参入と
グループシナジーの発揮

愛媛信用金庫

17 3038210040 愛媛県
株式会社ワンズファクト
リー

4500001006561
小物曲げ加工内製化による、ウェーブパス連包
冷却機の増産体制構築

株式会社伊予銀行

18 3038210042 愛媛県 サンヨー食品株式会社 2500001014640
真空ミキサー導入による牡蠣フライの品質向上
と生産性向上

観音寺信用金庫

19 3038210044 愛媛県
株式会社ナカフードサービ
ス

4500001003014
プロトン凍結技術を活用した高齢者向け惣菜と
愛媛県産惣菜の開発

株式会社愛媛銀行

20 3038210045 愛媛県 三和紙工株式会社 4500001014309
ＩｏＴグルアー加工機の導入による紙器製造のワ
ンストップサービス、短納期化の実現

観音寺信用金庫

21 3038210049 愛媛県 森松水産冷凍株式会社 9500001012448
輸出トップシェアのハマチフィーレ等水産加工食
品の安心・高鮮度の流通体制確立

若杉　拓弥

22 3038210050 愛媛県 株式会社小野鐵工所 4500001009705
中大型巻取ドラム市場で築いた競争優位性を
活かし、小型巻取ドラム市場に本格参入する。

株式会社百十四銀行

23 3038210051 愛媛県 株式会社あいさと 5500001014092
多用途型レトルト殺菌機導入による県産食材の
商品展開

株式会社四国銀行

24 3038210052 愛媛県 大三島果汁工業株式会社 2500001012883
大型野菜裁断機・搬送システム導入による生産
効率向上

株式会社伊予銀行

25 3038210053 愛媛県
株式会社カナン・ジオリ
サーチ

3500001001274
極小口径スコープカメラによる地下空洞調査シ
ステムの開発

株式会社伊予銀行

26 3038210054 愛媛県 山陽物産株式会社 7500001005627
国産ヘアブラシ専用供給機付き自動包装機導
入による生産性向上と品質向上

株式会社伊予銀行

27 3038210061 愛媛県 株式会社松本真珠 9500001016622
ネット接続統合型情報基幹システムによる売上
拡大と業務効率化

宇和島信用金庫

28 3038210063 愛媛県 有限会社内藤鋼業 7500002012110
内子町バイオマス構想における完全リサイクル
化による生産性向上計画

株式会社伊予銀行

29 3038210065 愛媛県 技研工機株式会社 7500001014611
協働型ロボットを活用した、複合旋盤加工品の
革新的製造プロセスの改善

観音寺信用金庫

30 3038210073 愛媛県 株式会社豊和工業 8500001009395
最新計測器導入と強度不良検出技術開発によ
る生産性向上と高度な品質保証の実現

株式会社西条産業情報
支援センター

31 3038210080 愛媛県 株式会社近藤機工 5500001009844
最新大型バンドソーとＮＣレーザー照射機導入
による、作業効率向上及び生産能力増大

株式会社中国銀行

32 3038210083 愛媛県 義農味噌株式会社 6500001004860
地産地消を応援！「ご当地米を使った濃縮米糀
甘酒」の生産ライン構築による受注拡大計画

株式会社愛媛銀行

33 3038210084 愛媛県 ツウテック株式会社 9500001007150
ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）向けセンサー
製造装置部品の品質改善と量産体制の確立

株式会社愛媛銀行

34 3038210085 愛媛県 株式会社二神組 6500001006659
３次元レーザースキャナーを活用した測量から
施工までの一貫施工

株式会社愛媛銀行

35 3038210095 愛媛県
ウダカエンジニアリング株
式会社

5500001014555
超高難度円弧加工技術「クラウン旋盤加工」社
内導入による高度生産体制の確立

観音寺信用金庫

36 3038210098 愛媛県 仙味エキス株式会社 8500001007705
愛媛県産の魚の旨味を活かした調味料の効率
生産

株式会社愛媛銀行

37 3038210100 愛媛県 有限会社石川テント 7500002021516
空圧式グリッパー装着技術導入による遮熱工
法「ルーフシェード」の普及促進

観音寺信用金庫
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