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1 3036110003 徳島県 北島産業株式会社 2480001000503
溶接ロボットと自社桟橋活用輸送による、建築向け鋼材の
高付加価値化

株式会社阿波銀行

2 3036110005 徳島県 有限会社六車エンジニアリング 5480002016090
大型円筒形部品の高精度加工技術開発と高効率生産体制
の構築

株式会社阿波銀行

3 3036110008 徳島県 有限会社大塚クリーンリネス 7480002010050
多様化する木質チップ品質規格対応及び生産プロセス改善
事業

徳島県商工会連合会

4 3036110009 徳島県 平野金属株式会社 9480001004613
旋削加工とミーリング加工の集約化による切削工程の生産
性向上

株式会社阿波銀行

5 3036110012 徳島県 大亜ツール工学株式会社 2480001001294
画期的に紙粉を削減しヒトと環境負荷低減を実現させる刃
物の開発

株式会社阿波銀行

6 3036110001 徳島県 冨士建設工業有限会社 3480002004270
戻りコン・残コン・スラッジ等コンクリート産業廃棄物処理と再
利用事業

株式会社井上総合事務所

7 3036110004 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

8 3036110006 徳島県 株式会社セツロテック 8480001009927
ゲノム編集マウスを対象とする走査型電子顕微鏡を用いた
解析受託サービスの構築

株式会社阿波銀行

9 3036110007 徳島県 徳島バナナ株式会社 7480001001736 有機バナナの品質向上と県外販路拡充 株式会社四国銀行

10 3036120016 徳島県 船場化成株式会社 4480001001268
紙に替わるバイオポリエチレンを利用した包装フィルムの量
産化

株式会社百十四銀行

11 3036120019 徳島県 有限会社玉井開発 6480002009779
３Ｄ測量よる生産性向上及びＩＣＴコンサルティング部門の新
設

徳島県商工会連合会

12 3036120021 徳島県 株式会社新居工業所 1480001008506 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による新商品開発事業 徳島県商工会連合会

13 3036120022 徳島県 株式会社マルアート 7480001005869
四国初ファイバーレーザー加工機導入によるオリジナル看
板製品開発と短納期の実現

株式会社徳島銀行

14 3036120023 徳島県 株式会社阿波市場 1480001004843
‟海のリサイクル”植物性残渣を活用した魚粉に替わる飼料
原材料の開発

株式会社徳島銀行

15 3036120024 徳島県 株式会社アクティス 5480001009599
細胞培養環境の汚染指標となるマイコプラズマの採取キット
の製造

株式会社阿波銀行

16 3036120026 徳島県 株式会社ルックス電子 4480001006250
特注の外観検査機導入による新たな超極小部品搭載基板
生産への進出

東京中央経営株式会社

17 3036120027 徳島県 株式会社ＥＤＯ 4480001005979
「江戸屋珈琲」ブランドの確立と自家製無添加食パンによる
収益軸の多極化

垣内清隆

18 3036120028 徳島県 株式会社メディングＣＰ 6480001005440
専用印刷製袋機導入による新形状角丸薬袋の量産体制の
構築

株式会社阿波銀行

19 3036120029 徳島県 アンビー機械製作所
飲料用高速充填機の部品加工工程を集約し高精度化・省力
化・増産に対応

徳島県商工会連合会

20 3036120030 徳島県 冨士ファニチア株式会社 7480001005522
木製部材切削加工用ＣＮＣマシニングセンター導入による生
産性の改善

株式会社商工組合中央金庫

21 3036120031 徳島県 有限会社天野精機 8480002012236
横中ぐりフライス盤の導入による超高精度部品の加工プロ
セスの革新と生産能力面の強化

株式会社徳島銀行

22 3036120033 徳島県 井口鉄工所株式会社 5480001007660
介護機器用小型部品の生産プロセス改善による納期・精度
面の競争力強化

公益財団法人とくしま産業振興機構

23 3036120035 徳島県 中飯地下工業株式会社 4480001001581
災害等非常時用の移動可能な地下水揚水供給小型システ
ムプラントの開発

垣内清隆

24 3036120037 徳島県 佐賀火工株式会社 3480001003645
花火製造の一部機械化による製造環境の改善、生産性の
向上をベースにした雇用確保と事業承継の達成

小松島商工会議所

25 3036120040 徳島県 Ｂ．Ｓ．Ａ．株式会社 5480001003230 高性能ダイヤモンドホイール開発事業 株式会社商工組合中央金庫

26 3036120041 徳島県 株式会社アスカ 5480001005540
航空・宇宙産業向けＣＦＲＰ部品の生産・品質保証体制の構
築

公益財団法人とくしま産業振興機構

27 3036120046 徳島県 メグミフーズ株式会社 8480001006692
食品製造用水の純水化による「安心・安全・高品質」な食品
生産体制の確立

株式会社徳島銀行

28 3036120047 徳島県 長尾織布合名会社 5480003000003
徳島の伝統品「阿波正藍しじら織」染色工程改善による生産
強化計画

株式会社四国銀行

29 3036120051 徳島県 昭和プロダクツ徳島株式会社 8120001051766
コンビニ向け食品用フィルム巻芯の製造プロセスの革新によ
る高品質及び高効率生産の確立

株式会社三井住友銀行

30 3036120053 徳島県 株式会社クエスト 8180001092136
デジタル歯科技工材料ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用ハイブリッドレジン
ブロックの開発

佐藤剛

31 3036120056 徳島県 大久保産業株式会社 9480001000348
日本を代表する食品充填機械産業を支える「架台」の生産
性向上計画

株式会社徳島銀行

32 3036120060 徳島県 東邦フイルム株式会社 9480001005917
「高速半折シール自動製袋機の改造機」導入による新たな
特殊フイルム加工袋の開発と生産性向上

株式会社阿波銀行

33 3036120061 徳島県 まるほ食品株式会社 8470001007948
生産力強化により受注増加に対応すると同時に、地域の発
展に貢献する

株式会社百十四銀行

34 3036120062 徳島県 株式会社ＦＲＥＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1480001010338
徳島県初、最新型溶接制御装置導入による裏波溶接の加
工精度と生産性の向上

小松島商工会議所

35 3036120063 徳島県 株式会社小川製作所 6480001000383
新型鋼板曲げ機導入による生産プロセス課題解決と独自溶
接技術の強化

株式会社商工組合中央金庫

36 3036120066 徳島県 有限会社折目産業 2480002007588
足場工事用ＣＡＤソフト導入による設計の効率化を基本にし
た顧客満足度向上への挑戦

株式会社四国銀行

37 3036120067 徳島県 徳島ニットファクトリー株式会社 7010001160562
無縫製横編み機導入によるユニフォーム分野でのさらなる
差別化と製造能力拡大

徳島県商工会連合会
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38 3036120068 徳島県 ダイカテック株式会社 3480002012240
画像処理装置を組み込んだ樹脂ペレット用磁力選別装置の
開発

株式会社阿波銀行

39 3036120070 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752
研削工程の効率化による超精密加工に不可欠なマスター
ゲージの生産性向上

公益財団法人とくしま産業振興機構

40 3036120071 徳島県 株式会社みかも 6480001008542 専門店化に必要な次世代のカーコーティングの設備導入 徳島信用金庫

41 3036120075 徳島県 四国工業株式会社 3480001005427
マシニングセンター導入によるベアリング洗浄機研究開発体
制の構築

株式会社阿波銀行

42 3036120076 徳島県 睦技研株式会社 5480001002505
環境負荷低減、高能率及び高品位を目指した最新自動バレ
ル亜鉛メッキラインの構築

徳島商工会議所

43 3036120078 徳島県 有限会社阿波技研 2480002007514
多様化・高水準化する試作ニーズへの迅速対応を可能にす
る体制の構築

垣内清隆

44 3036120081 徳島県 株式会社本家松浦酒造場 8480001010026
原料米処理の改善と日本酒特有の香味成分分析の高精度
化の確立による品質の向上

徳島県商工会連合会

45 3036120082 徳島県 株式会社シャースプ 8480001004647
新工法のロボット溶接に対応した高品質鋼板のＩＴ技術によ
る一括生産体制の構築

株式会社ダイワマネジメント

46 3036120083 徳島県 岡部興業株式会社 6480001006892
天然木内装材の高品質塗装の効率化と耐火内装材の研究
開発

株式会社徳島銀行

47 3036120086 徳島県 本林家具株式会社 2480001002334
高周波フラッシュ接着機導入による生産性向上と新商品開
発

株式会社四国銀行

48 3036120087 徳島県 株式会社宮崎椅子製作所 8480001005190
革裁断の自動化により、高級デザイン家具の開発と生産性
向上を図る

株式会社阿波銀行

49 3036120088 徳島県 株式会社茜庵 8480001003608
共働き世代に、時短と高付加価値の新提案！「ベビー和菓
子」の新規参入

株式会社井上総合事務所

50 3036120089 徳島県 有限会社新宅建設 5480002005911
プレキャスト工法に柔軟に対応した型枠工事の高効率化を
実現する生産体制の構築

株式会社ダイワマネジメント

51 3036120094 徳島県 有限会社酒牧製作所 7480002001875
津波・集中豪雨等による建物への浸水を防ぐ遮水扉と試験
装置の開発

徳島信用金庫

52 3036120100 徳島県 板東印刷
１冊から提供可能、視認性と耐久性を高めた冊子供給体制
の構築

徳島県商工会連合会

53 3036120101 徳島県 有限会社日乃出本店 2480002014964
シニア層を「顧客」と「働き手」のダブルで囲い込む！超高齢
化時代を生き抜く和菓子作り改革

株式会社井上総合事務所

54 3036120106 徳島県 有限会社うな久 8480002008531
業界初の炭火温度管理システムと治具の開発により重労働
からの解放と短期間での職人養成に道を拓く

株式会社阿波銀行

55 3036120113 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防火天然木内装建材の合理化製
造技術の開発

徳島県商工会連合会

56 3036120115 徳島県 西部木工
デザイン性の高い木工商品をＡＩ・クラウドを駆使して販売し
ＢｔｏＣ市場へ参入

徳島県商工会連合会

57 3036120116 徳島県 阿波スピンドル株式会社 4480001004428
熟練の技術をデジタル化。バフ研磨プロセスの革新への取
り組み

徳島県商工会連合会


