
公募回          ： １次公募 （受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2936110001 徳島県 有限会社寶泉堂 3480002003999
徳島県初、最新印字機能（ＱＲコード）付自動包装ライ
ンによる原産地可視化と生産性向上の確立

株式会社阿波銀行

2 2936110003 徳島県 株式会社高畑畳店 4480001009880
蓄積した手縫技術活用による「薄型縁付カラー置き畳」
開発提供事業

徳島県商工会連合会

3 2936110004 徳島県
幹事企業：株式会社さくら印刷
連携体１：有限会社三和商会

クラウド生産管理システムによるカレンダーの市場指向
型供給プロセス

幹事企業：株式会社商工組合中央金庫
連携体１：株式会社商工組合中央金庫

4 2936110006 徳島県 有限会社丸浅苑 8480002004778
菌床椎茸の廃菌床を活用した木質系バイオマス燃料の開
発

株式会社徳島銀行

5 2936110007 徳島県 株式会社ロゼッタコーヒージャパン 2480001008686
徳島の名産品を使ったオリジナルフレーバーコーヒーの
開発

小松島商工会議所

6 2936110009 徳島県 株式会社海部製作所 6480001005928 日本初　乳酸菌飲料の新型充填タンクの開発 株式会社徳島銀行

7 2936110011 徳島県 有限会社ますい農園 5480002008162
菌床椎茸栽培における冷温水循環装置（チラー）を用い
た灌水温度制御による生産力向上

株式会社四国銀行

8 2936110013 徳島県 きとう歯科医院
人工歯根受療者の予後管理や修復治療のための診断技術
の提供と地域貢献

徳島県商工会連合会

9 2936110014 徳島県 有限会社栗尾商店 7480002014695
芋菓子製造工程上の副産物である『芋蜜』を利用した新
商品の開発

株式会社商工組合中央金庫

10 2936110016 徳島県 船場化成株式会社 4480001001268
印刷工程の改革によるインキ使用効率の向上と産業廃棄
物の削減

株式会社阿波銀行

11 2936110017 徳島県 Ｂ．Ｓ．Ａ．株式会社 5480001003230
次世代自動車向け薄型軽量ガラス製造用特殊砥石の開発
及び生産性向上事業

株式会社商工組合中央金庫

12 2936110018 徳島県 株式会社大源商会 3480001001310
ＥＣサイトにおける帯鋸目立加工のニーズ増加に対する
受け皿の構築

株式会社四国銀行

13 2936110021 徳島県 株式会社フジタ建設コンサルタント 2480001005345
四国初！三次元データでつなぐ建設手法で生産性革命と
地域防災の向上

高岡彰治

14 2936110022 徳島県 鳴門化学産業株式会社 3480001005328
殺菌装置導入による植物系新素材開発と一貫生産体制の
構築

税理士法人すばる会計

15 2936110023 徳島県 ダイカテック株式会社 3480002012240 絶縁材料中の微小弱磁性金属除去自動装置の開発 株式会社徳島銀行

16 2936110024 徳島県 相互建設株式会社 4480001007018
工事プロセス改善による作業効率化・生産性向上と、安
全性、環境負荷に配慮した建設機械導入

株式会社エクステンド

17 2936110025 徳島県 有限会社クレスコ 6480002014449
ＰＮＣ複合ボーリングマシン導入による建具枠増産体制
の構築

株式会社徳島銀行

18 2936110026 徳島県 株式会社アスカ 5480001005540 高精度大型ＣＦＲＰ部品の効率的生産体制の確立 公益財団法人とくしま産業振興機構

19 2936110030 徳島県 株式会社フジミツハセガワ 1480001003309
高付加価値交雑牛「阿波黒牛」のイスラム諸国を中心と
したハラル食品輸入国への食肉輸出拡販

株式会社阿波銀行

20 2936110031 徳島県 株式会社三渡工業所 1120001015001
プレス加工精度向上および工程集約による高品質・短時
間加工

公益財団法人とくしま産業振興機構

21 2936110034 徳島県 井上味噌醬油株式会社 8480001004911
先人の知恵と鳴門の恵みで育む天然醸造味噌の品質向上
と生産性の改善

鳴門商工会議所

22 2936110035 徳島県 共栄建設株式会社 8480001008565 初心者の加工精度の安定と向上、生産性の安定と向上 株式会社徳島銀行

23 2936110036 徳島県 南建設株式会社 7480001007403
ＩＣＴの導入による土木工事における生産性向上と働き
方改革推進

株式会社商工組合中央金庫

24 2936110037 徳島県 株式会社徳島機械センター 5480001001390
ダブル破砕でトリプル効果。生産性向上、クレーム低
減、空き家対策

税理士法人森田事務所

25 2936110039 徳島県 株式会社メディングＣＰ 6480001005440 製袋機導入によるオリジナル高付加価値薬袋の事業展開 株式会社阿波銀行

26 2936110040 徳島県 有限会社アサヒ徳島 5480002008897
弊社特許技術である自動包装機の刷新による品質向上と
原価低減計画

株式会社商工組合中央金庫

27 2936110044 徳島県 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533
アルミレーザー加工技術獲得による、大型特装トラック
構造材料の軽量化

株式会社四国銀行

28 2936110045 徳島県 大建工業株式会社 8480001005439
最新型マシニングセンタ導入による収益力の向上と新た
な需要の開拓

株式会社阿波銀行

29 2936110046 徳島県 ハイメール化成株式会社 3480001001847
ＣＣＭシステム導入で生産プロセス改善と付加価値向上
を実現

株式会社徳島銀行

30 2936110049 徳島県 大島器械株式会社 2480001000354
顧客満足度及び労働生産性の向上に資する販売等管理シ
ステムの導入

赤澤浩藏

31 2936110050 徳島県 株式会社ＫＯＦＳ 2480001010106
徳島の素材を活かした安心で子供たちを笑顔にするアレ
ルギー対応アイスケーキの開発

株式会社徳島銀行

32 2936110051 徳島県 有限会社みやひろ 5480002013534
地元の魚貝類と野菜を使った冷凍惣菜の開発による販路
の開拓

阿南信用金庫

33 2936110052 徳島県 株式会社セツロテック 8480001009927 ゲノム編集による高付加価値カイコ卵の量産体制の構築 株式会社阿波銀行

34 2936110053 徳島県 合名会社中和商店 2480003000559
天空ノ山茶とＬＥＤ夢酵母を用いたリキュール新商品の
開発と量産体制の確立

株式会社阿波銀行

35 2936110054 徳島県 株式会社フジタイト 7480001004540
自動車向け自動駐車超音波センサーケースの無人自動外
観検査体制の構築

株式会社徳島銀行

36 2936110055 徳島県 株式会社岡萬商店 2480001002549
品質と生産性向上により、生産ロスを軽減し売上げ増と
利益拡大を図る

株式会社阿波銀行

37 2936110056 徳島県 株式会社栄生薬 2480001007746 過熱水蒸気を利用した焙煎機の導入による生産性向上 株式会社阿波銀行

38 2936110057 徳島県 昭和プロダクツ徳島株式会社 8120001051766
高機能カメラと積込装置導入による高機能不織布用巻き
芯の品質管理事業

株式会社三井住友銀行

39 2936110058 徳島県 冨士ファニチア株式会社 7480001005522
合板パネルプレス工程の高周波フラッシュ接着機導入に
よる生産性向上及び品質の安定化

株式会社商工組合中央金庫

40 2936110059 徳島県 犬伏製薬株式会社 4480001005392
弊社のみが製造可能で要望の高い漢方薬の製品化と事業
展開

株式会社阿波銀行

41 2936110060 徳島県 有限会社天野鉄工所 3480002000402
高回転マシニングセンタによる微細加工を含む部品一式
の加工体制構築

公益財団法人とくしま産業振興機構

42 2936110061 徳島県 株式会社茜庵 8480001003608
和菓子３．０　–次世代「３つのフリーの新和菓子」に
よる、新規市場創成

株式会社井上総合事務所

43 2936110062 徳島県 誠建設有限会社 6480002008137
ＡＴ－Ｐ工法による橋脚耐震補強工事における省力化と
高能率化

株式会社商工組合中央金庫

44 2936110064 徳島県 城南整骨院
高気圧酸素療法を取り入れた治療から予防までトータル
サポート事業

徳島商工会議所

45 2936110066 徳島県 有限会社エイブルフーズ 6480002007287
新調理システムの導入による生産性の大幅改善及び売
上・利益の増大

徳島商工会議所

46 2936110067 徳島県 石原金属株式会社 3480001000205
「サテン研磨」、「♯４００研磨」の一体型研磨機導入
による生産性の向上と高付加価値化の実現

株式会社阿波銀行

47 2936110068 徳島県 株式会社姫野組 8480001002592
ドローン及び３Ｄレーザースキャナー等による建設現場
プロセス最適化計画

公益財団法人とくしま産業振興機構

48 2936110069 徳島県 坂東機工株式会社 5480001001878
特殊部品用マシニングセンタによる世界最速ガラス加工
機の増産体制構築

株式会社阿波銀行
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49 2936110071 徳島県 岡田企画株式会社 3480001000378 健康経営企業サポート事業 吉本智

50 2936110074 徳島県 大崎食品工業株式会社 3480001002548
食品業界初の新形態ダブルパック製造のための新型充填
機導入計画

株式会社徳島銀行

51 2936110078 徳島県 有限会社高木建設 5480002014846
ハイブリッド型計測を用いた高速・高精度測量システム
技術の確立

株式会社阿波銀行

52 2936110079 徳島県 富士インパルス株式会社 2120901025445 三次元測定機導入による検査精度の向上 徳島県商工会連合会

53 2936110080 徳島県 有限会社イツキスポーツ 2480002006053
刺しゅう・プリント加工の最新機器導入による生産性の
向上

松本卓也

54 2936110082 徳島県 合同会社ＭＡＧＩＣ－ＬＡＢ 3480003001110
除菌効果のある次亜塩素酸水の生産効率の向上と顧客
ニーズへの対応力強化

徳島商工会議所

55 2936110083 徳島県 エース精工株式会社 5480001000285
高性能加工機導入による短納期化・高効率化の推進及び
顧客満足度向上計画

公益財団法人とくしま産業振興機構

56 2936110084 徳島県 富士製紙企業組合 7480005002994
抄紙中の紙の厚さムラ（変動）の改善のための原料濃度
の安定化装置の設置事業

徳島県商工会連合会

57 2936110087 徳島県 タイヨウ鉄工建設株式会社 3480001000337
生産装置部品の加工精度向上と表面処理導入による新分
野への参入

株式会社徳島銀行

58 2936110088 徳島県 有限会社三恭紙器 6480002011149
地場産業向けの小ロット対応を可能とする貼箱生産シス
テムの確立

徳島県商工会連合会

59 2936110090 徳島県 濱醤油醸造場株式会社 6480001006273
無添加の「おから味噌」を使用した高品質・低価格の
「即席みそ汁」の開発計画

阿南信用金庫

60 2936110091 徳島県 株式会社ナカバリコート 8480001007063
特殊防水による塗装対象拡大と超速硬化による工期短縮
で販売力向上

徳島県商工会連合会

61 2936110092 徳島県 株式会社阿波市場 1480001004843
国内初、鳴門わかめの人工培養による陸上栽培と新ブラ
ンド育成事業

株式会社徳島銀行

62 2936110093 徳島県 株式会社ヨコタコーポレーション 4480001004568
３次元設計・加工ソフト導入による加工組立効率向上、
納期短縮及びお客様満足度向上

税理士法人アクシス

63 2936110096 徳島県 株式会社オーム技研 6480001005721
門型三次元測定機を利用した検査の自動化・省力化への
挑戦

徳島県商工会連合会

64 2936110097 徳島県 サプロン建材工業株式会社 5480001000780
住宅用基礎鉄筋ユニット自社ブランド製品の更なる高精
度化事業

垣内清隆

65 2936110099 徳島県 株式会社ミヨシキャスティング 7480001007766 精密キャリアの高精度高効率旋削加工技術開発事業 徳島県商工会連合会

66 2936110100 徳島県 阿波鳴食品株式会社 7480001002610
４５年続く「昔ながらのパン粉付製法」を品質管理シス
テム導入でより安心に。さらに地場野菜とコラボした商
品開発を行う

株式会社阿波銀行

67 2936110101 徳島県 睦技研株式会社 5480001002505
最新自動静止亜鉛メッキ設備導入による短納期生産体制
の確立

徳島商工会議所

68 2936110102 徳島県 株式会社宮崎椅子製作所 8480001005190
無垢原板の木取り作業を自動化し、安全性と効率性を高
め海外販売増に対処する

株式会社阿波銀行

69 2936110104 徳島県 株式会社ルックス電子 4480001006250
最先端外観検査装置の導入による業界初の超高密度基板
の生産実現

東京中央経営株式会社

70 2936110105 徳島県 株式会社シャースプ 8480001004647
鋼板の曲げ加工プロセスの可視化による高品質化と労働
生産性向上計画

株式会社ダイワマネジメント

71 2936110107 徳島県 株式会社ビッグウィルマテリアル 8480001010141
低付加価値木材を用いた業界初の防火天然木内装建材の
開発

徳島県商工会連合会

72 2936110108 徳島県 ＹＯＭＥ厨房
高品質生産体制の確立と労働環境の改善のための電化厨
房システムの導入

徳島商工会議所

73 2936110110 徳島県 有限会社北室白扇 3480002014674
極太半田手延べめんの生産工程の最適化及び新商品開発
と販路拡大計画

徳島県商工会連合会

74 2936110111 徳島県 メグミフーズ株式会社 8480001006692
徳島の素材を使用した、新しい『防災缶詰』の開発によ
る新規市場の開拓

株式会社徳島銀行

75 2936110112 徳島県 株式会社服部ファーム 6480001004310
最先端技術の導入による近代化農業および地域一体を目
指す集約型農業の実践

株式会社四国銀行

76 2936110115 徳島県 丸久株式会社 7480001005175
アパレル事業の企画、生産、納品の一元システム管理に
よる効率化計画

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

77 2936110116 徳島県 有限会社六車エンジニアリング 5480002016090
知能化システム搭載加工機導入による、特殊形状真空機
器部品の生産性向上と加工技術平準化

株式会社阿波銀行

78 2936110117 徳島県 イツモスマイル株式会社 9480001004010
地域コミュニティ維持の根幹を担い、患者の命を繋ぐ見
守りシステムの開発

株式会社阿波銀行

79 2936110119 徳島県 株式会社坂東印刷 8480001004531
Ｗｅｂポータルとの連携による生産工程の自動化と多様
な働き方の実現

株式会社徳島銀行

80 2936110121 徳島県 株式会社グレイン・ベース 5480001004798
業務用米ブレンドプロセスの改善による徳島県産米の流
通量増加計画

株式会社商工組合中央金庫

81 2936110122 徳島県 有限会社オハラ 4480002001440 コーヒー豆自動選別機によるブランド化事業 公益財団法人とくしま産業振興機構

82 2936110124 徳島県 株式会社浜田農園 7480001003484 椎茸高循環型生産整備事業 株式会社四国銀行

83 2936110125 徳島県 有限会社白鵬舎 3480002003586
ＩｏＴランドリーとクリーニング店の複合システムでお
客さま満足向上

株式会社阿波銀行

84 2936110126 徳島県 株式会社医用科学研究所 7480001005638 肺がんＣＴ検診・診断のＣＡＤシステムの研究開発 株式会社阿波銀行

85 2936110130 徳島県 株式会社松浦機械製作所 4480001002282
高速通信衛星自動捕捉装置の精度向上と原価低減に向け
た加工設備導入

株式会社徳島銀行

86 2936110131 徳島県 阿波スピンドル株式会社 4480001004428
研削加工の最適化！自社開発のＩＯＴを活用した研削盤
の導入

徳島県商工会連合会

87 2936110132 徳島県 株式会社花菱商店 3480001001888
鰹本枯節削りの生産革命で最高の味・香りを追求し新顧
客層展開

株式会社阿波銀行


