平成２８年度かがわ中小企業応援ファンド事業採択事業一覧
■新分野等チャレンジ支援事業
新分野進出のための商品・技術の開発、市場性を見極めるための試作品作成、付加価値の高い新製品開発のた
めの実証試験、新事業の可能性評価、技術課題の解決等の事業に対して助成を行うもの

テーマ
レンジ対応蒸気抜き機能付スタンドパウチ（自立型包装袋）の開
発
3D プリンタを用いた石膏-金型ハイブリッド鋳造法の開発および
同プロセスを用いた新商品の開発
善通寺市の農産物のダイシモチ麦及びニンニクを用いた加工品開
発
持続可能型コンクリート用砂の開発
観光客向け土産商品開発事業
オリーブの搾油滓及び醤油粕から有用成分の分離・抽出
「安全性・作業性・防刃性」を有するマグロ解体用グローブの開発
複雑形状部品の精密加工技術の確立
急速凍結法による冷凍「四国へんろ寿司」の試作
次世代の自動車に対応した電動式自動ドアの開発
鳥骨鶏新銘柄「東かがわ烏骨鶏（仮称）」作出プロジェクト
超難削材インコネル 718 加工技術の確立
辛みを有する新しいからし油の試作

事業者
㈱北四国グラビア印刷（観音寺市）
山田鋳造鉄工㈱（丸亀市）
㈱まんでがん（善通寺市）
香川県砕石事業協同組合（高松市）
丸一倉庫㈱（高松市）
㈱小豆島クリーンサービス（小豆島町）
㈱大熊（高松市）
㈱シンキ製作所（高松市）
タケウチ（坂出市）
㈱日本トレーディング（高松市）
東かがわ鳥骨鶏ファーム㈱（東かがわ市）
㈱プロテック（高松市）
㈱山清（綾川町）

■成長のエンジンとなる分野支援事業
「香川県産業成長戦略」で定められた「成長のエンジンとなる分野」のうち、①地域資源や伝統技術を活用し
た特長ある食品・バイオ関連分野、②健康関連分野、③先端技術や基盤技術を活用したものづくり分野、④エネ
ルギー・環境関連分野における新たな商品開発や技術開発に対して支援を行うもの

テーマ
非円形ディンプルゴルフボールの研究開発
次世代型デジタルサイネージの開発
新しい腹膜透析用バックの高品質素材の開発
国産キャビアの高効率・高品質生産システムの開発
バイオ医薬品等の原料となるオキサゾリン化糖鎖商品群の開発
プラスチック製団扇の新しい製造技術と高含有バイオマス樹脂か
らなる新規商品の開発

事業者
キャスコ㈱（さぬき市）
㈱広立（三豊市）
四国化工㈱（東かがわ市）
大協建工㈱（高松市）
㈱伏見製薬所（丸亀市）
㈱ヤマダ（丸亀市）

■地域企業研究開発小規模助成事業
【独創的・産業財産権活用型研究枠】
独創的な研究開発や、特許権、実用新案権、意匠権を活用した実用化等を助成し、付加価値の高い新製品の開
発を応援するものに助成を行うもの

テーマ
健康の維持・増進に役立つ麺類（機能性表示食品）の開発
汚泥脱水装置の開発
国産針葉樹複合台板を用いた JAS 特殊加工仕上げ床材の開発
純国産固形にがりの開発
高齢化社会に対応する加齢臭対策のための高性能消臭洗濯剤の開
発

事業者
㈱久保田麺業（丸亀市）
㈱三和テスコ（高松市）
東洋テックス㈱（多度津町）
仁尾興産㈱（三豊市）
㈱白洋舎（高松市）

【地域資源活用枠】
県が基本構想で指定した、うどん、オリーブ、手袋、漆器など本県の強みである地域資源を活用した新製品づく
り等を行う県内中小企業者等を支援するもの
テーマ

香川の特産品を原料に配合した、新しい香の開発
独自の生地接着技術による手袋製法技術の確立及び製品開発
縫製技術を活用し、装飾性を持たせたイヤホンコードの開発

事業者

㈱岩佐佛喜堂（高松市）
ウインセス㈱（高松市）
㈱タナベ刺繍（東かがわ市）

■地域企業国内販路開拓支援事業
県内中小企業者等に対して、国内で開催される見本市への出展を支援（会場費助成）するもの

テーマ
東京インターナショナルギフトショー2016 秋
地方銀行フードセレクション 2016
国際副資材総合展 2016
第 20 回グルメ＆ダイニングスタイルショー
第 2 回 国際ドローン展
インテリア ライフスタイル 東京 2016
インテリア ライフスタイル 東京 2016
関西外食ビジネスウィーク 2016
防災対策技術展 大阪
第 27 回設計・製造ソリューション展
HOSPEX JAPAN 2016
オリーブオイル関西国際商談専門見本市 2016
第 27 回国際文具・紙製品展 ISOT（デザインステーショナリー
ワールド）
震災対策技術展 大阪
第 8 回 販促 EXPO
第 11 回 国際雑貨 EXPO
第 27 回国際文具・紙製品展 ISOT
地方創生『食の魅力』発見商談会 2016
第 53 回プレミアム・インセンティブショー
CYCLE MODE international 2016
癒しフェア 2017
トイレ・バス・キッチン空間フェア 2016
プレミアム・インセンティブショー
ハートフルフェスタ展示会
地方銀行フードセレクション 2016
地方銀行フードセレクション 2016
地方銀行フードセレクション 2016
JUMBLE TOKYO 2016
Interstyle
Inter BEE 2016
第 3 回沖縄交易会
インテリアライフスタイルリビング 2016
第 83 回東京インターナショナルギフトショー
統合医療展 2017
第 45 回 国際ホテル・レストランショー
地方銀行フードセレクション 2016

事業者
㈱イチーナ（東かがわ市）
㈱ウエストフードプランニング（丸亀
市）
㈱尾崎スクリーン（坂出市）
銀四郎麺業㈱（土庄町）
㈱空撮技研（観音寺市）
㈱広立（三豊市）
㈱ゴールド工芸製作所（高松市）
さぬき麺機㈱（三豊市）
四国プランニング㈱（高松市）
㈱ジョーソンドキュメンツ（高松市）
㈱セントレディス（丸亀市）
㈱高尾農園（小豆島町）
日本ケミフェルト㈱（多度津町）
日本工機㈱（三豊市）
松浦産業㈱（善通寺市）
㈱マハロカンパニー（高松市）
㈱マルモ印刷（三豊市）
民サ麺業㈱（高松市）
㈱ヤマダ（丸亀市）
㈱アイヴエモーション（さぬき市）
㈱アグリオリーブ小豆島（小豆島町）
㈱綾野製作所（丸亀市）
㈱ウチダ（丸亀市）
㈱家具屋（高松市）
㈱キョーワ（三豊市）
キンダイ製麺㈱（小豆島町）
サヌキ食品㈱（丸亀市）
サングローブ㈱（東かがわ市）
㈱都村製作所（琴平町）
株式会社テレフォース（観音寺市）
西野金陵㈱（琴平町）
㈱二宮石材、木村石材、㈲島本石材工業、
㈲タカサゴ建築、㈲村井重友石材店
（高松市）
福田手袋㈱（東かがわ市）
㈱ホーコーエン（宇多津町）
㈱ボープロジェクト（高松市）
丸一倉庫㈱（高松市）

スーパーマーケットトレードショー2017
インターナショナル・ギフトショーTOKYO

(同)藻塩工房（高松市）
㈱レガン（三木町）

■地域企業海外販路開拓支援事業
県内中小企業者等に対して、海外で開催される見本市への出展を支援（会場費助成）するもの

テーマ
EUROBIKE（ドイツ・フリードリヒスハーフェン）
Maison ＆ Objet 2017.1（フランス・パリ）
IFAT 2016（ドイツ・ミュンヘン）
中国空気浄化技術展示会（中国・上海）
BIJORHCA 展（フランス・パリ）
Gulfood 2017 （アラブ首長国連邦・ドバイ）
中国厦門国際佛事用品（秋季）展示会（中国・厦門）
CAPSULE SHOW NEWYORK（アメリカ・ニューヨーク）
Maison&Objet（フランス・パリ）
Ambiente（ドイツ・フランクフルト）
WHITE MILANO（イタリア・ミラノ）
Maison&Objet（フランス・パリ）
Maison&Objet（フランス・パリ）
PREMIERE CLASSE（フランス・パリ）

事業者
サングローブ㈱（東かがわ市）
㈱スリーキューブ（綾川町）
㈱ソルエース（高松市）
㈱長峰製作所（まんのう町）
㈱松なみ（高松市）
㈱アライオリーブ（小豆島町）
㈱岩佐佛喜堂（高松市）
サングローブ㈱（東かがわ市）
Hacomo㈱（東かがわ市）
㈱フクシン（東かがわ市）
福田手袋㈱（東かがわ市）
㈱ボープロジェクト（高松市）
ヨークス㈱（東かがわ市）
㈱レガン（三木町）

■ものづくり産業スキルアップ助成事業
ものづくり産業人材の育成を図るため、製造に携わる者を対象とした、製造技術・技能の向上に資するもので
あって、県内中小企業者等が実施する人材育成研修会開催事業（自ら開催する人材育成研修）や人材育成研修派
遣事業（人材育成を目的に開催される研修会へ職員等を派遣）に助成を行うもの

テーマ
溶接マイスターによる若手技術者育成の取り組み
表面処理マイスター(高度熟練技能者)養成プロジェクト
若手従業員のスキルアップ計画

事業者
㈱香西鉄工所（高松市）
㈱ユーミック（高松市）
㈱サンテック（綾川町）

■ものづくり産業生産性向上支援事業
県内中小企業者等が、製造現場におけるコスト削減等を目的として、専門コンサルタントの活用により、製造
現場の改善を行う事業や、それに付随して行う研修事業に助成を行うもの

テーマ
ISO9001:2015 が求めるマネジメントシステムを構築することで
“黒ゴマペースト”の品質、生産性、及び安全性の向上を目指す
リードタイム短縮を基軸とした生産性向上による生産革新
効率良い仕事をするための３Ｓ活動への取り組み
ISO9001 の認証を取得し、品質及び生産性の改善を図り、顧客満足
向上と当社の発展を期す。
ISO9001 が要求するマネジメントシステムの構築によって品質、安
全性、生産性を高める。
生産管理システムの再構築による工数削減と生産性向上

事業者
千金丹ケアーズ㈱（高松市）
四国化工㈱（東かがわ市）
㈱スワキャンバス（高松市）
川崎化工㈱（観音寺市）
創麺屋㈱（小豆島町）
㈱マキタ（高松市）

■特定地場産業活性化ブランド確立支援事業
県内の特定地場産業の組合等又は特定地場産業を形成する単独企業等が、地場産品等のブランドを確立するた
めの市場調査、実施計画の策定、デザイン開発、情報発信等の事業に対して助成を行うもの

テーマ
海外戦略商品「鮭節だし醤油」の作成
香川漆器を和モダンテーブルウェアなどとして販売するためのブ
ランディング事業
地元産魚種を用いた惣菜｢瀬戸のめぐみ」のブランド確立
香川の縫製技術を活用した男性用革製品ブランドの確立事業
手袋の製造技術を活用した、新たなライフスタイル服飾雑貨ブラ
ンド化事業

事業者
鎌田商事㈱（坂出市）
㈱川口屋漆器店（さぬき市）
㈱キョーワ（三豊市）
生新㈱（東かがわ市）
㈱フクシン（東かがわ市）

■経営革新支援事業
経営革新のための事業に要する経費を助成することにより、創意工夫ある新事業展開を促進するものに助成を
行うもの

テーマ
生産プロセス強化のための生産管理システムの開発
『大工育成塾』を中心とした次世代の住宅建設の担い手育成計画
多様なニーズに適応したワンストップトータル生活サポートサー
ビス
高付加価値（美粧・機能性）ダンボールケースの開発及び販売
いきいき高齢者おでかけ支援シルバーサポートタクシー（ＳＳＴ）
事業

事業者
㈱シンキ製作所（高松市）
㈱ダイエイハウス（丸亀市）
ハウス美装工業㈱（高松市）
富士ダンボール工業㈱（東かがわ市）
平成レッグス㈱（高松市）

■創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支援事業
【創業ベンチャー、コミュニティ・ビジネス】
新たな事業への挑戦を支援するため、新規性や独創性のある先駆的な事業やコミュニティ・ビジネスなどの地
域に密着した先駆的な事業の開始に要する経費を助成するもの

テーマ
お遍路さん巡礼お助けサービス（宿泊・観光ガイドマッチング、
情報提供の一元化）
香川のものづくり企業と観光資源を活かした香川ブランドの確立
超微細化技術を用いた機能性食品の開発と新しい地域産業の創生
集客力 UP のための観光案内本と自社アプリ開発事業
オリーブ車海老の開発、生産、販売による差別化した事業展開

事業者
㈱四国遍路（三木町）
tsu_ta_e_ru（高松市）
㈱TAGC（さぬき市）
Traditional Apartment（高松市）
仁尾産商㈱（三豊市）

【かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ２０１５最優秀賞認定事業】
創造的な技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しようとする、独創的
なビジネスプランを支援するために実施する「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ」最優秀賞受賞者の事
業に要する経費を助成するもの

テーマ
事業者
新水圧技術（ＡＤＳ）を用いた、次世代の駆動装置の研究・開発・
㈱ＡＤＳムラカミ（高松市）
製造「一般家庭住宅向け用のコンパクト型入浴装置開発」

