
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 株式会社三和店装
高周波フラッシュ接着機導入による生産性および品
質の向上

10,000,000 平成30年7月23日

2 有限会社大正軒
うなぎ贈答用製品製造機器を導入し、「出来立ての
味をご家庭に」をモットーに新規販路開拓を目指す

1,969,999 平成30年7月23日

3 高木酒造株式会社
特定名称酒造りにおける期間生産から年間生産体
制構築と輸出販売強化

5,000,000 平成30年7月24日

4 有限会社トヨクニ
「高品質・低コスト・短時間」で、施工可能なレーザー
マーカーの導入

5,000,000 平成30年7月24日

5 有限会社キヨク工業
仕口部材の溶接工程への３軸ポジショナー導入によ
る生産性と品質の向上

2,666,666 平成30年7月24日

6 有限会社山本鉄工所
新型立形マシニングセンタ導入による大型商品加工
ニーズの充足

10,000,000 平成30年7月25日

7
四国スッピル工業有限会
社

高生産性設備導入と加工段取りパターン化による主
力顧客への即納体制拡充

10,000,000 平成30年7月25日

8 株式会社キヨトウ
新立形マシニングセンタ導入による既存事業の深耕
と超高精度化で新分野へ進出

10,000,000 平成30年7月26日

9 フジ物産株式会社
製品の商品化・保存期間の長期化の為の急速凍結
機器導入による安定供給の実現

10,000,000 平成30年7月26日

10 有限会社松浦空ビン
革新的で高性能な洗瓶機の導入による生産性向上
及び販路拡大並びにブランド力向上事業

10,000,000 平成30年7月26日

11 興洋フリーズ株式会社
高知県初となる魚の燻製、加工機の導入による販売
力強化と量産化体制構築

1,476,000 平成30年7月30日

12 有限会社仙頭酒造場
革新的瓶燗急冷機導入による劣化しにくい高品質の
日本酒の開発と輸出拡大

2,794,000 平成30年7月30日

13 フソー化成株式会社
ポリエチレンフィルム製品の全数検査を行うための高
精度印刷柄検査装置の導入

5,400,000 平成30年8月1日

14 有限会社伊藤工作所
新工法の津波対策用護岸工事に対応した土木工事
機械の高精度部品生産体制の確立

10,000,000 平成30年8月2日

15 合資会社佐川印刷所
最新型ＣＴＰシステム導入による生産工程の刷新と短
納期化・高精度化印刷への取組み

5,000,000 平成30年8月2日

16
田村プラント工業株式会
社

下請企業の挑戦！全国の建設現場等に貢献する
「製缶加工」高付加価値事業

10,000,000 平成30年8月2日

17 有限会社野島鉄工所
耐震面等の安全性を高める建築鉄骨の高精度化と
生産性向上の実現

10,000,000 平成30年8月3日

18 ペロリ
ドウコンディショナー・自動分割丸め機導入による生
産性向上

2,308,000 平成30年8月3日

19 有限会社繁春鉄工所
最先端測定器具の導入による産業用ロボット向け部
品の高精度保証体制の確立

10,000,000 平成30年8月3日
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20 川添ヤギ牧場
ヤギの飼育頭数増加に備えた自給飼料生産体制強
化にかかる設備の導入

4,567,901 平成30年8月3日

21 有限会社大平商店
新規販路開拓に向けた手作業工程の機械化による
生産性向上

4,566,666 平成30年8月3日

22 株式会社フードプラン
高知県産薬味「滋味香膳」の高速自動ラベリング計
量システム導入による生産プロセスの改善

10,000,000 平成30年8月3日

23
株式会社なかよしライブ
ラリー

売れ筋商品の内製化に向けた事業計画　　～作り手
の見えるものづくり実現へ～

10,000,000 平成30年8月6日

24 株式会社山一包材
エンボスポリエチレンフィルムの製袋技術向上とコス
ト削減の確立

5,000,000 平成30年8月6日

25 株式会社ダイレック
自動機・プレス機導入による製造ラインの最適化の
実現、及び重労働の軽減

5,112,000 平成30年8月6日

26 株式会社城西館
四国最大規模！　館内インフォメーションのデジタル
サイネージシステム導入

6,207,600 平成30年8月7日

27
高東生コンクリート株式
会社

特殊生コンクリート開発による高付加価値化及び短
納期の実現

10,000,000 平成30年8月7日

28 株式会社栄光工業
ＩＯＴ対応最新鋭ベンディングマシン導入による、ニー
ズの充足及び生産管理体制の強化

10,000,000 平成30年8月7日

29
株式会社カツラ・オプト・
システムズ

非通電カメラモジュール調整機の開発 5,300,000 平成30年8月8日

30 株式会社ときわ建工
クレーン設備増強による大型造船ブロック製造及び
安全性向上による製造環境改善

10,000,000 平成30年8月9日

31 株式会社特殊製鋼所
ブレーカ付ミニショベル導入による鋳鋼品型バラシ及
び鋳仕上工程の改善と短納期化への対応

5,446,666 平成30年8月10日

32
有限会社高知発条製作
所

ばね製造・曲げ加工における生産性・品質向上によ
る競争力強化の為の設備投資

3,080,000 平成30年8月10日

33 森製紙有限会社
２次加工ラインの移設による生産性向上及び新設備
追加による新製品製造

3,733,333 平成30年8月10日

34 大豊町碁石茶協同組合 供給不足の解消と後継者育成のための設備導入 5,000,000 平成30年8月14日

35 株式会社鰹船
事業承継に資する、物販部門拡大のための藁焼き
製造機械の導入

9,848,666 平成30年8月14日

36
株式会社第一コンサルタ
ンツ

非ＧＰＳ環境下に対応したＵＡＶシステムによる調査
測量サービスの提供

10,000,000 平成30年8月16日

37 有限会社有光酒造場
和食・日本酒ブームに伴う増産依頼に対応した生産
性向上による量産体制の構築

7,373,333 平成30年8月17日

38 コーヨー株式会社
市場ニーズに適合した新たな製造機械ユニットの開
発

7,933,000 平成30年8月17日

39 穂岐山刃物株式会社
レーザ加工による伝統的彫金技法の代替と、戦略的
キッチンナイフ意匠開発

4,425,333 平成30年8月20日

40 渋谷自動車
自動車鈑金工程への固定装置（スパネージ）導入に
よる生産性向上

5,000,000 平成30年8月20日
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41
株式会社先端システム
技術研究所

セキュリティＩｏＴデバイスを用いた患者側での血糖値
異常検出システムの試作開発

14,000,000 平成30年8月21日

42 株式会社ツヅラ
下地製造工程の内製化による短納期化および低コス
ト化の実現

4,733,333 平成30年8月21日

43 ダイレイ株式会社
最新ポケットティッシュ自動包装機導入による生産性
向上

10,000,000 平成30年8月22日

44 有限会社土佐角弘海産
最新型しらす煮沸自動釜導入による商品付加価値
の向上と視察型工場の実現

5,000,000 平成30年8月22日

45 株式会社岡崎工芸 ＮＣルーター導入による高次元のものづくり実現 10,000,000 平成30年8月22日

46
地域小水力発電株式会
社

小水力発電所の運用と維持を一元的に行うＩｏＴクラ
ウドの構築

5,000,000 平成30年8月22日

47 株式会社スウィーツ
「シューラスク」製造能力強化と外段取作業効率化の
為の設備投資事業

7,818,666 平成30年8月24日

48 株式会社カンキョー 衛生的な加湿器の開発・販売事業 5,000,000 平成30年8月24日

49 ひだか和紙有限会社
自動抄造工程による手漉き和紙に限りなく近い和紙
の製造

4,633,333 平成30年8月24日

50
有限会社さえんばニュー
山重

高知初の鶏肉加工専用設備機器導入による生産ラ
イン効率化の確立とＩＴ戦略の融合

7,580,000 平成30年8月28日

51 株式会社信貴精器
極小金型の測定プロセス革新による納期・精度面の
競争力強化

9,386,666 平成30年8月28日

52 睦月電機株式会社
難切削材の高精度加工実現による高耐食金型の製
作

10,000,000 平成30年8月28日

53 有限会社大協工産
四国で今迄に無かった高価な形鋼加工の短納期、低
価格化の実現

9,324,666 平成30年8月29日

54 株式会社土佐龍
ジャパニーズ「四万十ひのき」の海外販路開拓を強
化する、高品質化まな板の生産体制構築

6,945,333 平成30年8月30日

55 株式会社アースエイド
日本初！オーガニック無添加「葉にんにく」餃子の通
年量産化事業

9,727,160 平成30年8月31日

56 有限会社上田電機 クレーン操作方法革命による革新的サービスの提供 5,000,000 平成30年9月5日

57 森国商店
自動煮釜導入による、生産量の増強、高品質化、製
造コスト削減

8,440,000 平成30年9月6日

58
トンボブラザーズ株式会
社

刺繍工程の高度化取組とセルライン化による学生ス
カートの供給体制構築

3,593,333 平成30年9月6日

59
株式会社シーフロアコン
トロール

受注拡大・短納期化を実現する最大生産能力月産１
万本の達成

5,000,000 平成30年9月11日

60 株式会社トライ
アニメと県産材を融合した新たなビジネスモデルの開
発

7,706,666 平成30年9月12日

61 株式会社魚彩
急速冷凍機及び真空パック機械の導入による生鮮
冷凍水産物の製造。

2,948,933 平成30年9月13日
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62 株式会社トミナガ
自走式トラバーサー設備導入により鋳型搬送を自動
化し生産量の拡大を図る。

10,000,000 平成30年9月14日

63 須崎燃料有限会社
高度技術化商品スサキ備長炭（硬質オガ炭）を製造
する最新パワーアップ窯の開発

9,803,333 平成30年9月26日
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