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四国 徳島県 R2361S00002 株式会社ぴあ 2480001005790 緊急事態宣言特別枠 テレワーク用レンタルスペースサービスによる飲食事業からの脱却 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361S00003 有限会社エイブルフーズ 6480002007287 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍による、刺身・寿司等冷凍仕出し料理の開発及び全国通販事業 徳島商工会議所

四国 徳島県 R2361S00006 ｖａｃａｔｉｏｎ　ｈｏｕｓｅ月ｙｕｅ 緊急事態宣言特別枠
マイクロツーリズムやワーケーションに新たな商機を見出すことのできる

『キッチン併設型レンタルスペース』
徳島商工会議所

四国 徳島県 R2361S00007 インボイス株式会社 7480001009614 緊急事態宣言特別枠 子どものためのロボットプログラミング教室の開設事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 R2361S00008 株式会社自然計画 6480001006918 緊急事態宣言特別枠 「新食感」ハワイ・ロコパンの製造で新分野開拓、攻めの経営を目指す 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 R2361S00011 有限会社安福 7480002005240 緊急事態宣言特別枠 遊休資源となったスペースを活かしたレンタルスペース業への参入 長尾　辰彦

四国 徳島県 R2361S00013 ポッポ亭 緊急事態宣言特別枠 町の飲食店の美容サービス提供開始による新たな顧客層獲得事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361S00014 Ｗｅｓｔ　Ｈｉｌｌｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 3400001009773 緊急事態宣言特別枠 地域にないそうざい製造販売、鳥の丸焼き専門店で新市場開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361S00018 株式会社オリガミ・キャリアデザイン 8480001009357 緊急事態宣言特別枠 企業の魅力をシネマチックに表現するＰＲ映像制作事業 株式会社阿波銀行

四国 香川県 R2371S00001 有限会社合田石材 7470002017344 緊急事態宣言特別枠 デザインコンクリートをつかったリフォーム・エクステリア事業 愛媛信用金庫

四国 香川県 R2371S00002 丸八商工株式会社 2470001003894 緊急事態宣言特別枠 古紙リサイクルの経験を活かし産業廃棄物の収集運搬事業を行う計画 星　雄仁

四国 香川県 R2371S00003 銭形マルシェ合同会社 7470003001215 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト市場参入で、道の駅とよはまご当地バーガーの開発 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371S00004 有限会社さぬき家本舗 8470002010463 緊急事態宣言特別枠 お土産卸売業者が初めて取組む独自ＥＣサイトによる通販事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00005 株式会社ワイケーエス 1470001009249 緊急事態宣言特別枠 医療患者、介護患者、及び身体障害者向け衣料分野の開発と販売事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 R2371S00006 株式会社門入カメリア 5470001011622 緊急事態宣言特別枠 カメリア温泉キャンプ場 西谷　隆昌

四国 香川県 R2371S00007 株式会社久保田麺業 1470001008580 緊急事態宣言特別枠 個食型高級本格生讃岐うどんの開発および販売事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00013 株式会社インテグラル設計 8470002001000 緊急事態宣言特別枠
３Ｄ　ＣＡＤ導入により新規分野である配管設備の設計業務販路拡大事業

計画書
日野　潤一

四国 香川県 R2371S00015 千金丹ケアーズ株式会社 8470001005225 緊急事態宣言特別枠 練りごまなど油分が多いペーストのパウダー化技術による新商品開発 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00016 ツジセイ製菓株式会社 9470001002808 緊急事態宣言特別枠 冷凍高級菓子のインターネット通販による直販への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371S00017 株式会社八栗 9470001004804 緊急事態宣言特別枠 長期保存可能な新しい商品つくりで新分野展開を目指す 香川県商工会連合会

四国 香川県 R2371S00019 有限会社おちあい 6470002000276 緊急事態宣言特別枠 爽快な空の下で最新機器を使った最上質のゴルフレッスンを 香川県信用組合

四国 香川県 R2371S00025 株式会社ＤａＲＥＴＯ 9470001016221 緊急事態宣言特別枠
２１世紀型・小豆島での食育＆木育の島遊びプログラム（コロナに対応し

た屋外型観光教育）
株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00026 日新タクシー株式会社 9470001003285 緊急事態宣言特別枠
他のタクシー業者にクラウド型システムによる配車業務代行サービスを開

始する
みどり合同税理士法人

四国 香川県 R2371S00030 直島ガーデン株式会社 2470001006658 緊急事態宣言特別枠 直島産農産物を使用したジェラートの製造小売販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00032 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　ＰＪ 2470003001038 緊急事態宣言特別枠 アートの島「直島」でワーケーション 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00036 有限会社湊屋 1470002006716 緊急事態宣言特別枠 「新しいドリンク」と「和菓子」の組み合わせを提案できるカフェの新設 株式会社百十四銀行
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四国 香川県 R2371S00039 株式会社中野屋高松 2470001015287 緊急事態宣言特別枠
体験型観光うどん店が新たに冷凍うどん製造事業を立ち上げ、非観光客向

けに新商品販売を開始
株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 R2381S00001 安全基地 緊急事態宣言特別枠 四国内の子どもたちを主対象とするデリバリー式地元劇団の立ち上げ 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 R2381S00003 株式会社サプライズワン 5500001016452 緊急事態宣言特別枠
小規模製麺所が作る地産の美味しい麺「地ｅｅ麺」の小売及びネット販売

戦略
宇和島信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00004 麺や鐵 緊急事態宣言特別枠 中心市街地のラーメン店による郊外型焼肉店舗への転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00005 株式会社ふく紗 9500001004569 緊急事態宣言特別枠 デジタル機器を活用し増築店舗でウィッグ販売、業種転換を図る 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381S00006 株式会社昇 7500001019024 緊急事態宣言特別枠 ＦＣ「ラーメン店」への加入による新規顧客開拓と売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 R2381S00007 ワールド・ウィング 緊急事態宣言特別枠 猫と癒しの時間を過ごす猫カフェ開業の新分野展開 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 R2381S00008 マルマツ紙業株式会社 9500001014469 緊急事態宣言特別枠
高性能レーザー加工機導入による水引細工付加価値製品の開発およびオン

ライン取引の拡充
川之江信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00009 新居浜ジャンドール 緊急事態宣言特別枠 劇団「灯音舎」の運営、公演企画、それに付随する業務全般 東予信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00010 株式会社クリエ 1011001131278 緊急事態宣言特別枠 「旅」をテーマに地場産業・特産品をＰＲ支援するライブコマース配信 坪井　亮

四国 愛媛県 R2381S00012 有限会社鈴木住宅設備 3500002021148 緊急事態宣言特別枠
街の小売店が目指すこれからのニューノーマル　～地域の為のＥＣサイ

ト・親しみやすいお店に～
観音寺信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00013 株式会社ケイテック 6500001020486 緊急事態宣言特別枠
船舶配管用図面データ検索システム「ＰＳＳ」の設計・構築・改良及び販

売
大伴　直人

四国 愛媛県 R2381S00014 株式会社さかえ屋 1500001006077 緊急事態宣言特別枠 氷温熟成技術を活用したジビエ端材肉による加工食品の開発・販売 株式会社シャイン総研

四国 愛媛県 R2381S00015 アッツコーポレーション 緊急事態宣言特別枠 宅配弁当製造販売拠点建設によるコロナ禍からのＶ字回復 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 R2381S00016 株式会社トータルペイメントサービス 3500001021082 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ・アフターコロナの地元商店街を支える非接触型端末販売分

野への進出
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381S00021 株式会社久万山 8500001022448 緊急事態宣言特別枠 果実小売店としての経験を生かしたテイクアウト店舗への業態変換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00024 株式会社幸せのたね 2500001010821 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナを見据えた飲食業から総合型セルフエステ業への業種転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381S00025 道後プリンスホテル株式会社 2500001002835 緊急事態宣言特別枠 愛媛県に点在する魅力ある観光コンテンツを結ぶ二次交通サービス事業 中西　雄二

四国 愛媛県 R2381S00026 企業組合こもねっと 1500005007261 緊急事態宣言特別枠 大人の知的好奇心を満たす体験型キャンプ場事業 高鍋　勝彦

四国 愛媛県 R2381S00028 有限会社うしろのしょうめんだあれ 2500002014796 緊急事態宣言特別枠
西条市産食材にこだわった瓶詰ピクルス製造による販路開拓と付加価値額

増加
高田　勝人

四国 愛媛県 R2381S00029 合同会社ＯＨＡＮＡ 5500003002236 緊急事態宣言特別枠 アクティビティ（レンタル）業務及びオリジナル製造品販売展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 R2381S00030 有限会社湯き国 4500002009844 緊急事態宣言特別枠
ツアー観光客向け旅館から、ペット同伴での館内滞在＆体験型旅館への変

革
三浦　良昭

四国 愛媛県 R2381S00033 ＩＫＥＵＣＨＩ　ＯＲＧＡＮＩＣ株式会社 6500001011097 緊急事態宣言特別枠 タオルメンテナンスでタオルの品質改善サービスで業態転換を行います 今治商工会議所

四国 愛媛県 R2381S00034 株式会社三日月とカフェ 5500001013796 緊急事態宣言特別枠
地域社会に貢献できる就労支援施設を開所し、人にやさしいパイ専門店を

新たに運営する
舛田　希仁

四国 愛媛県 R2381S00035 まる屋 緊急事態宣言特別枠 冷蔵の今治焼き鳥の製造卸売業への転換を地域活性に繋げる取組 布能　弘一

四国 愛媛県 R2381S00038 有限会社石川テント 7500002021516 緊急事態宣言特別枠 高付加価値エアシェルター、エアポップアドバルーン製造・販売事業 観音寺信用金庫
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四国 高知県 R2391S00001 うさぎ畑 緊急事態宣言特別枠 嗜好品から必需品へ！日本初のうさぎ用乳酸菌入り乾燥牧草の開発 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00002 株式会社カンキョー 6020001033041 緊急事態宣言特別枠 低温域において高効率な産業用除湿機製造販売への事業転換事業 株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391S00004 ＯＵＴＥＲ　ＫＯＣＨＩ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるオンライン映像撮影配信を中心とした通信事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391S00005 八百バル 緊急事態宣言特別枠 八百バル特製！自家栽培“無農薬野菜”ソースの製造販売による業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00006 株式会社ひなた 6490001008640 緊急事態宣言特別枠 元一流イタリアン店シェフが作る高知野菜を使ったテイクアウト店 須崎商工会議所

四国 高知県 R2391S00007 猪鹿工房おおとよ 緊急事態宣言特別枠 超極！高級肉系「煮だし」節による新規全国展開事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391S00008 ケーエス販売株式会社 4490001000541 緊急事態宣言特別枠 障がい者雇用を増やしプラスチックリサイクル（地球環境）に取組む事業 川崎信用金庫

四国 高知県 R2391S00009 畑の食堂コパン 緊急事態宣言特別枠 加工食品（おうちでＣｏｐａｎシリーズ）の製造販売による事業再構築 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391S00010 エターナルクリエイト 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用した地域密着型農家応援マッチングサイト事業 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00012 おりや 緊急事態宣言特別枠
自社オリジナルブランド加工品の制作・販売による新分野展開と付加価値

額の向上
中村商工会議所

四国 高知県 R2391S00013 四国メーコー株式会社 9490001005115 緊急事態宣言特別枠
最小（５０ｔ）射出成型機事業の開始による、顧客ニーズ（国内調達）対

応および新分野への進出
碧海信用金庫

四国 高知県 R2391S00014 有限会社セラー 5490002008145 緊急事態宣言特別枠 高知初！男性や親子向け非接触型エステで挑む事業再構築！ 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00015 株式会社四万十トラベル 8490001007293 緊急事態宣言特別枠 新商品「四万十うがらし（仮称）」製造プロジェクト 中村商工会議所

四国 高知県 R2391S00017 グレイジア株式会社 1490001004743 緊急事態宣言特別枠 体験型販売による収益強化と地域伝統工芸品の発信力強化再構築事業 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00018 有限会社イワサキ・コーポレーション 1490002000626 緊急事態宣言特別枠 土佐のうまいもの地産地消で商店街復活！地域と共存共栄する新しいお店 株式会社四国銀行


