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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【四国ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

四国 徳島県 吉野川市 R2362S00002 ブービーバードヘアー 緊急事態宣言特別枠 美容室からｗｉｔｈコロナ時代に対応するテイクアウト中心のカフェ経営 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡板野町 R2362S00003 タニオートサービス 緊急事態宣言特別枠 旧車レストアバイク製造販売業から自動車中古部品販売業へ転換を図る事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 小松島市 R2362S00004 有限会社市山煙火商会 7480002007526 緊急事態宣言特別枠 中小企業（緊急事態宣言特別枠） 平井　吉信

四国 徳島県 徳島市 R2362S00005 株式会社頂 8480001009844 緊急事態宣言特別枠 徳島の食材をご家庭で！居酒屋コースメニューのネット販売進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 美馬市 R2362S00006 リンクポイントサイライ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる飲食業態の事業再構築及び地域貢献 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00008 株式会社ＴｒｕｅＰ 5480001009351 緊急事態宣言特別枠 周産期における女性のカラダづくり支援とコロナ禍におけるパーソナルトレーニングのオンライン化の確立 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 R2362S00010 株式会社ツウゼロゼロ 3480001004016 緊急事態宣言特別枠 徳島にもっとシミュレーションゴルフを。大人の街で、インドアゴルフの普及を推進します。 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 R2362S00011 株式会社ＫＡＷＡＮＯ 8480001007988 緊急事態宣言特別枠 ギフトを通じて生涯に渡りお付き合いする徳島発のＥＣサイト 税理士法人ひまわり会計事務所

四国 徳島県 吉野川市 R2362S00012 阿部鮮魚店・和亭 緊急事態宣言特別枠 日本料理の技術で新感覚のアイスクリーム開発＆新市場開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00013 株式会社徳島ランドリー 5480001001762 緊急事態宣言特別枠 おしぼりの洗浄抗菌技術を活用した新たな飲食店専用クリーニングを事業化 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 R2362S00014 有限会社青柳 9480002012532 緊急事態宣言特別枠 収入に余裕がある世帯をターゲットとした通信販売事業 郡司　雅之

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362S00015 株式会社ＮＯＲＭＡＬ 3480001011391 緊急事態宣言特別枠 地元人気飲食店が挑む、セルフうどん店＆うどん弁当テイクアウト事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362S00016 Ａｆｔｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ 緊急事態宣言特別枠 車×カフェ×美容で、女性のスキマ時間活用のニーズをつかむ事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00017 阿波夢見酒場あさねぼう 緊急事態宣言特別枠 居酒屋店主が漁師町へ移住し、テイクアウト弁当事業に挑戦！ 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 R2362S00019 株式会社木の花 2480001008439 緊急事態宣言特別枠 フードコート・テイクアウト事業への参入 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 R2362S00020 株式会社ＦＪＭサービス 5480001011101 緊急事態宣言特別枠 水中ドローンによる水産業支援システム構築 徳島商工会議所

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00003 有限会社平井製材所 6480002014333 通常枠 国産スギの大径木を使った木製八角支柱「しっかり支柱」 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00005 株式会社岡萬商店 2480001002549 通常枠 老舗菓子店によるサービス業への進出と介護食の販売 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 徳島市 R2362U00008 株式会社ホテルグランドパレス 8480001003748 通常枠 ホテルの「泊まる」から「住む」「働く」場への転換 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00010 大鳴マリーナ有限会社 2480002010567 通常枠 観光都市鳴門の発展に寄与するクルージング事業 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 R2362U00012 株式会社徳島機械センター 5480001001390 通常枠 アスベスト調査から除去＋再塗装までワンストップサービスの新展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00013 有限会社丸浅苑 8480002004778 通常枠 健康維持増進機能を備えた椎茸加工食品（代替肉）の開発及び販路開拓 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 R2362U00014 Ｔｏｔａｌｃａｒｐｕｒｏｄｕｃｅ３９ｆａｃｔｏｒｙ 通常枠 地域ニーズに応える、レンタカー、キャンピングカー事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362U00016 かねこみそ株式会社 3480001005402 通常枠 生産工程で発生するフードロスから、環境に配慮した新商品開発 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿南市 R2362U00020 株式会社ヒロ・コーポレーション 7480001007130 通常枠 徳島県南部で初の冷蔵・冷凍食品のピッキング・サービスの開始 阿南信用金庫

四国 徳島県 阿南市 R2362U00021 阿南測量設計株式会社 6480001006562 通常枠 次世代水位測定サービス提供によるＢＣＰ強靭化・コロナ禍での経営基盤確立 株式会社四国銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00024 株式会社新居組 5480001007082 通常枠 急速に過疎化が進む山間部におけるＩＣＴ施工による安全な施工体制の確立と生産性向上 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00026 有限会社若山商店 9480002011014 通常枠 地元徳島の食材を活かしたカフェレストランの運営及び　食品製造・販売事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00027 株式会社山のせ 6480001002603 通常枠 ＤＸによる飲食業のビジネスモデルの変革　〜小売業・飲食業のハイブリッド店舗による新しい価値の提供〜 山本　知美

四国 徳島県 徳島市 R2362U00028 石原金属株式会社 3480001000205 通常枠 総合エンジニアリング企業を目指した板金加工技術の新規獲得 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 徳島市 R2362U00031 山城地所株式会社 9480001000959 通常枠 仮想（ＶＲ）と現実が体験できるエクステリアショールーム及びミニ版道の駅の設置・運営 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 R2362U00032 有限会社笠井商店 5480002001497 通常枠 高クオリティ低価格サービスを提供！家族葬専門の葬祭業へ参入！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00036 株式会社丸長 8480001004011 通常枠 鮮魚加工技術の強みを活かした「生食用白身魚の冷凍加工品」提供システムの構築 徳島信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00041 株式会社鳴門のいも屋 5480001005615 通常枠 地域特産品を使った新規レトルト食品事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡北島町 R2362U00046 中央特車有限会社 9480002011229 通常枠 低炭素社会に向けたニューノーマルな運送事業計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 R2362U00049 有限会社Ｔ．Ｏ　ＦＵＴＵＲＥ　ＰＬＡＮ 6480002008814 通常枠 世界中の人が泊まれる！ハラール対応ゲストハウス「ＤａＲｕ－Ｍａ」 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00050 三晃システム株式会社 2480001002565 通常枠 自転車王国とくしまで、徳島市初のサイクリスト応援ホステル開業！ 税理士法人アクシス

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 R2362U00051 株式会社上勝開拓団 8480001009241 通常枠 築３００年の古民家Ｂａｒに併設する「どぶろく酒蔵（マイクロ酒ブルワリー）」新設事業 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 阿波市 R2362U00052 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＵＮＩＯＮ 5480001004617 通常枠 高精度フィルター及び制菌加工を施した不織布マスクの製造販売 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 R2362U00053 ＡＷＡ－ＦＵＫＵ株式会社 3480001007885 通常枠 徳島県初「医療・福祉専門の洗浄・消毒センター構築」の除菌消毒による新市場開拓事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 小松島市 R2362U00054 中山建設株式会社 9480001003466 通常枠 建設会社の強みを生かす！グランピング施設運営事業に挑戦！ 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00064 株式会社ヤマジホーム 9480001008201 通常枠 高級食パンフランチャイジー事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00070 株式会社黄金の村 7480001008574 通常枠 木頭ゆずを中食（スイーツ・惣菜）に昇華した商品のテイクアウト専門店ビジネス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00071 ＹＮＤＬＡＢ株式会社 1480001010973 通常枠 癒しと温もりを感じられる多機能型重症児デイサービス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00073 有限会社イシズチコーポレーション 3480002006069 通常枠 気候変動による黒アワビ資源の枯渇を防ぐ効率的な養殖システム事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00080 一般社団法人徳島地域エネルギー 8480005005947 通常枠 北摂地区で剪定枝、広葉樹林から燃料チップを生産する新規事業への進出 尼崎信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00003 有限会社アール・ツゥ 4470002009039 緊急事態宣言特別枠 四国を結ぶライダーズカフェと讃岐路でのツーリング撮影サービス事業 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 R2372S00004 株式会社古川 1470001014620 緊急事態宣言特別枠 トラックスケール導入による路盤材販売事業への参入 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 R2372S00005 有限会社川北縫製 4470002017768 緊急事態宣言特別枠 「一つ屋根の下のものづくり」を南青山で行い、ＯＤＭの受注を目指す。 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00006 讃岐かがり手まり保存会 緊急事態宣言特別枠 全国展開に向けたオンライン講座の開設 片山　智視

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00008 ｕｓａｇｉｎｉｎｇｅｎ 緊急事態宣言特別枠 Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ　ＣＡＭＰ　ｉｎ　Ｔｅｓｈｉｍａ　ｉｓｌａｎｄ 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 R2372S00009 株式会社常磐 3470001009123 緊急事態宣言特別枠 感染リスク０！三世代で利用できるテイクアウトカフェ 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372S00010 トゥデイイズザデイ 緊急事態宣言特別枠 〜「顧客を待つ」から「魅力を届ける」への新分野展開〜　製造から発送、販売までの一括管理 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00011 いずみリアルティー 緊急事態宣言特別枠 憩いの場づくりを目指したレンタルスペース新事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 R2372S00012 株式会社テイスティーズ 3470002004734 緊急事態宣言特別枠 香川県特産オリーブ牛を主軸とした通信販売事業への業態転換 税理士法人合同経営

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 R2372S00013 ラモナー株式会社 8470001007840 緊急事態宣言特別枠 「化学繊維から天然繊維へ。新分野靴下への参入」 日野　潤一

四国 香川県 高松市 R2372S00014 株式会社ウィアトール 3470001015385 緊急事態宣言特別枠 豊島のローカル体験拠点およびオンラインプラットフォームの創出 生駒　学

四国 香川県 高松市 R2372S00015 有限会社大黒ネッツ 4470002008214 緊急事態宣言特別枠 通信環境を整備する「Ｗｉ－ｆｉ設備管理システム」の構築 コンフロント税理士法人

四国 香川県 高松市 R2372S00017 株式会社安田総合研究所 8470001005398 緊急事態宣言特別枠 老若男女に好まれる国民食餃子で体の中から美と健康をサポート！ 香川県商工会連合会
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四国 香川県 高松市 R2372S00018 トラディッショナルアパートメント 緊急事態宣言特別枠 空き家や古民家をリノベーションした提案型不動産業への業種転換 株式会社サクラ前線

四国 香川県 高松市 R2372S00021 株式会社ソレイユ 2470001002392 緊急事態宣言特別枠 プライベート映像上映機会を提供するサービスに乗り出し伝統的な映画館事業から新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 香川県 香川郡直島町 R2372S00024 アカイトコーヒー 緊急事態宣言特別枠 工房新設による菓子類製造事業への参入 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 R2372S00026 株式会社あまる 9470001017070 緊急事態宣言特別枠 地元の名産品を生かしたプリンの製造販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00027 株式会社ニューアテンプト 3470001016037 緊急事態宣言特別枠 イベント出店型から自動販売機サービスへの業態転換 中村　久雄

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00028 有限会社山口建設 9470002019140 緊急事態宣言特別枠 オリジナル家具の開発・製造を通したライフスタイルのトータルコーディネート 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00029 生創石丸株式会社 7470001006018 緊急事態宣言特別枠 讃岐うどん店のうどんの麺と小麦粉でつくったパンの製造販売事業 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 善通寺市 R2372S00030 松浦産業株式会社 7470001008113 緊急事態宣言特別枠 プラスチック製造業の抗ウイルス機能シート等を媒体とした広告事業 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00031 てしまのまど 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション向けスタジオ付き民泊「北浜プラトー」創業 香川県商工会連合会

四国 香川県 綾歌郡綾川町 R2372S00032 株式会社ワイエーイー 5011001113322 緊急事態宣言特別枠 観光名所になりつつある「ヤエ食堂」におみやげ店とＥＣサイトを完備する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372S00033 有限会社糸半 3470002009031 緊急事態宣言特別枠 本土初・沖縄で長年愛されるステーキ店のＦＣ展開を通したランチ営業・テイクアウトへの業態変換 株式会社中国銀行

四国 香川県 善通寺市 R2372S00034 株式会社紫雲 7470001011703 緊急事態宣言特別枠 既存事業との相乗効果を図り、移動式ペット火葬サービスの新規分野展開 株式会社シェアードバリュー

四国 香川県 三豊市 R2372S00035 郷の宿陶山 緊急事態宣言特別枠 地域と共に成長するテイクアウト店と地域文化を育むギャラリー 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00036 オステリアエンネ 緊急事態宣言特別枠 イタリア料理のプロが提供する低糖質イタリア菓子の販売事業 高松信用金庫

四国 香川県 仲多度郡琴平町 R2372S00043 株式会社つるや旅館 1470003000313 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設を活用したラーメン事業展開による売上回復向上施策 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00044 株式会社横藏 6470001013361 緊急事態宣言特別枠 食パン専門店に向けたＦＣ加盟展開によるテイクアウト業態への進出 吉川　和良

四国 香川県 観音寺市 R2372S00045 株式会社花嫁衣裳ことぶき 7470001010044 緊急事態宣言特別枠 撮影特化型ドッグラン及び関連オプションサービスの提供 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

四国 香川県 さぬき市 R2372S00046 有限会社大山牧場 8470002017764 緊急事態宣言特別枠 農業六次産業化の教育的価値を事業化する新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 R2372S00048 ふじや精肉店 緊急事態宣言特別枠 卸事業から新しくＥＣサイトを立ち上げ、個人向けのオーダーメイド型販売 丸亀商工会議所

四国 香川県 高松市 R2372S00049 有限会社タケ・エンタープライズ 9470002004316 緊急事態宣言特別枠 高齢者介助付き貸切別荘型宿泊事業（農業・ドローン体験も） 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372S00050 有限会社造田商店 9470002004051 緊急事態宣言特別枠 さぬき讃フルーツで商店街を活性化！！フルーツサンドの販売事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00052 パーソンフォーチュン合同会社 3470003000286 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを生かした児童発達支援事業への業種転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

四国 香川県 さぬき市 R2372U00005 株式会社山三キカイ 6470001011217 通常枠 地域初の中古大型加工機の再生工場の新設と品質の見える化で新たな国内外顧客開拓へ挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00006 株式会社ヌマタ 6470001008543 通常枠 持続的な企業価値向上を実現するための風力発電事業への挑戦。 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00008 株式会社ｊ．ｃｏｍ 5470001006077 通常枠 皮ごと食べられる国産バナナを中心としたカフェ事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00014 株式会社アリスプラン 3470001013538 通常枠 飲食店を救う！かんたんモバイルオーダーシステム「ｔａｎｏｍｏ」開発 税理士法人三和会計事務所

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00017 株式会社エスケィティ 5470001006597 通常枠 リサイクル業が始める廃タイヤを活用した持続可能な油化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 さぬき市 R2372U00020 株式会社安岐水産 1470001011155 通常枠 お魚魅力発信企業にチェンジ。最終製品とお魚イベントの事業化計画。 星　雄仁

四国 香川県 高松市 R2372U00024 有限会社日本ガス圧接四国 2470002008430 通常枠 「事業譲渡によるペット葬儀事業開始とそれに伴う設備の一新化」 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00025 株式会社ラブ・ラボ 1470001004274 通常枠 ポリエステル素材へのフルカラー印刷と製造自動化・省力化の実現 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00027 株式会社四国テクニカ 9470001013350 通常枠 ウィズコロナ時代の生活様式を支える接触感染リスクの低減を図るサービス 平尾　政嗣

四国 香川県 仲多度郡多度津町 R2372U00029 株式会社トクシンテクノ 1470001013267 通常枠 インフラの維持・補修事業への新進出により、単独事業体制からの脱却 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00037 株式会社ルーヴ 3470001004669 通常枠 パンの製造販売事業構築及びブランディング強化による業容拡大 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00038 建築工房ライズ株式会社 2470001006633 通常枠 オーダーキッチン・洗面台・トイレのショールーム型販売店舗運営 ベンチャープラス税理士法人

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00043 株式会社タナベ刺繡 8470001011405 通常枠 下請企業から脱却し、高機能加工を施した自社ブランド製品の製造販売への事業転換 岡本　正雄

四国 香川県 高松市 R2372U00046 三木鋼業株式会社 5470001003909 通常枠 四国初となる光ケーブル処理施設の構築による新分野進出計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 R2372U00048 京兼醸造有限会社 4470002013206 通常枠 日本初、多段階熟成抽出製法による新しい発酵調味料のＥＣ事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372U00054 マルシマ印刷株式会社 5470001012224 通常枠 小豆島初！化粧箱などのパッケージ印刷の製造・販売を行い、新たな売上を創造 みどり合同税理士法人

四国 香川県 善通寺市 R2372U00057 株式会社メック 3470001008653 通常枠 リモートサービスを活用した付加価値の高い舶用機器メンテナンスサービス事業 近藤　知史

四国 香川県 善通寺市 R2372U00066 有限会社カー工房 2470002014511 通常枠 次世代大型自動車にも対応可能な脱炭素自動車整備工場の新設 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00067 株式会社日進機械 2470001003275 通常枠 ２次元フーリエ変換分光イメージングシステムの開発・製造・販売事業の新規立ち上げ 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00069 株式会社Ｇ．ＴＲＥＳ 6470001016892 通常枠 ＡｄＢｌｕｅ製造設備導入による自社での製造、販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00072 株式会社村上製作所 5470001004015 通常枠 ステンレス製品製造事業　ステンレス加工分野への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00076 株式会社白洋舎 7470001003353 通常枠 当社の強みを活かした新たなクリーニング分野への参入によるコロナ克服計画 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00077 サングローブ株式会社 4470001011350 通常枠 工場改修工事を行い新たな設備導入をし、本業以外の商品開発・製造を行う。 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 R2372U00080 株式会社パワーネット 3470001009395 通常枠 「お芋スイーツ専門店」と就労継続支援事業で働けない人ゼロへ！ 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 仲多度郡多度津町 R2372U00083 まるほ食品株式会社 8470001007948 通常枠 新たに「調理済み総菜の製造」を行い、新分野展開を図る 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00088 有限会社松栄 2470002003621 通常枠 石綿除去工事分野への新規展開による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00089 太洋開発株式会社 5470001002605 通常枠 グランピングと体験型コンテンツによる地域観光イノベーション事業 株式会社商工組合中央金庫

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00091 株式会社白鳥どうぶつ園 5470001011390 通常枠 全天候型ふれあい動物園と地域観光振興への取組 税理士法人後藤会計事務所

四国 香川県 高松市 R2372U00098 ヴァーナル・せとうち株式会社 5470001000625 通常枠 アフターコロナに対応した新たな会員制リモートワークビジネス支援 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 R2372U00099 株式会社サンスチール 1470001013424 通常枠 耕作放棄地を活用した地域企業及び地域人材と作る特産品の生産及び販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00101 株式会社ｓｏｕｓｏｕ 9470001006511 通常枠 有形文化財含む宿泊エリアを構築し、「泊＋食＋歴史文化」を提供する新形態宿泊業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 R2372U00102 ウエストン株式会社 5470001012521 通常枠 アフターコロナの物流需要に対応！　非接触型の倉庫・物流一括管理事業 高松信用金庫

四国 香川県 さぬき市 R2372U00103 株式会社日本ドルフィンセンター 5470001011234 通常枠 堺市の『大浜北町私有地活用事業』における賑わい創出およびドルフィンセラピー事業 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 R2372U00104 株式会社ふろーら 8470001010836 通常枠 ＩＴ販売戦略に対応した３層ソフトクリームと焼き菓子のおみせ 観音寺信用金庫

四国 香川県 善通寺市 R2372U00105 株式会社アクティブ・アイ 4470001013371 通常枠 高齢者デイサービスが運営する「菌床シイタケのハウス栽培」 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372U00107 株式会社イーグルハウス興業 2470001000520 通常枠 当社の設計・建築ノウハウを活かした非接触型宿泊施設運営事業への新規参入 森　裕輝

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00117 株式会社岡田武市商店 7470001017782 通常枠 オイル等液体充填可能な自動充填包装機導入による健康志向食品の開発販売 香川県商工会連合会
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四国 香川県 高松市 R2372U00123 株式会社えんぴつはうす 9470001011899 通常枠 「ＷＥＢ注文・異素材印刷・小ロット」のノベルティ製造サービス開始 水谷　弘隆

四国 香川県 丸亀市 R2372U00126 有限会社みずほ 5470002013626 通常枠 新商品開発によるＯＥＭ一辺倒からの事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00131 株式会社隆心工業 4470001017083 通常枠 ウィズコロナ市場への大梁供給によるワンストップ型業態転換事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県
仲多度郡まんのう

町
R2372U00135 株式会社田中屋 3470001015419 通常枠 コロナ禍でも安心できる焼肉事業への新規参入による経営安定化施策 香川県商工会連合会

四国 香川県 さぬき市 R2372U00137 津田企業株式会社 6470001011175 通常枠 香川発の廃プラスチックをエネルギー資源として再利用する新事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00141 高陽建設株式会社 4470001001467 通常枠 事業特性を生かした地域産オーガニック野菜や食品の販売事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 R2372U00147 伸興電線株式会社 3470001011095 通常枠 太物製品製造のための大型撚機の導入 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00150 有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 9010402036566 通常枠 ウェディング市場における穴吹邸を活用した『瀬戸内リゾートウェディング』事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00152 株式会社ｔａｏ． 5470001007158 通常枠 古民家を再生した滞在型の暮らし体感・ものづくり発信拠点（移住体験型複合施設）事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 R2372U00153 株式会社雲流 6470001016579 通常枠 ドッグランを主体としたキャンプ場併設カフェレストラン事業への転換 株式会社アルマ経営研究所

四国 香川県 丸亀市 R2372U00156 株式会社双生 8470001009432 通常枠 庭と住宅の融合〜住み心地の良い町づくりへの挑戦 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 R2372U00160 株式会社宇賀商店 5470001009807 通常枠 瀬戸内海産魚介類の加工による販路開拓プロジェクト 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00161 鎌長製衡株式会社 6470001000095 通常枠 ＡＩ活用による自動選別コンベヤ異物除去システムの開発 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00162 株式会社フクシン 2470001011476 通常枠 地域ブランド開発を学ぶことができる「地域ブランド創出プラットフォーム」構築事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00168 有限会社オンリーワン 3470002011474 通常枠 丸亀特産品である骨付鳥と看板メニュースペアリブの冷凍製品化による全国展開 翠税理士法人

四国 香川県 高松市 R2372U00174 アサノ産業株式会社 4470001000345 通常枠 工場のトタン屋根を補強し、耐久性を増し、断熱効果を高める「カバールーフ」の製造卸売 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00176 マルイ観光バス株式会社 4470001005385 通常枠 トレーラーハウス製造販売事業による事業再構築 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372U00177 株式会社ＭＡＳＡＴＯＭＩ 2470002011244 通常枠 リモートによるデータ消去動作確認サービス 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 観音寺市 R2372U00178 株式会社藤村鐵工所 4470001010633 通常枠 ＡＩ搭載型搬送ロボット事業及びワクチン製造設備事業への参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 坂出市 R2372U00180 株式会社坂出葬儀社 3470001009263 通常枠 香川初！超高齢化社会・核家族のニーズに応える遺体安置所 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 丸亀市 R2372U00181 株式会社隆和工業 5470001008486 通常枠 スーパーリフト（移動昇降式足場）の自社製造販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00182 ペンションオリーブ 通常枠 ＳＵＰ・ヨガ体験付きワーケーションができる小豆島ビーチリゾート事業 御堂筋税理士法人

四国 愛媛県 松山市 R2382S00002 株式会社谷屋 5500001010959 緊急事態宣言特別枠 食事処を増築して個室化し、新たに宿泊を伴わない食事＋貸切風呂客を獲得する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00003 蓮 緊急事態宣言特別枠 新店舗に移転し、日本料理店から肉料理店に転換しての売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00004 ケイエスコッピ印刷株式会社 2500001014269 緊急事態宣言特別枠 小規模飲食店向けの非接触型モバイルオーダーシステムの開発 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 R2382S00006 株式会社マクロキッチンキグフジ 9500001010303 緊急事態宣言特別枠 自社キャンプブランドのネット連動次世代商品提案型店舗実装事業 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00007 株式会社ＴｏｍｏＹｅｌｌ 1500001018221 緊急事態宣言特別枠 猫と人にやさしいオリジナル製品の製作・販売 田中　貴宏

四国 愛媛県 松山市 R2382S00008 有限会社モトガレージドゥ 1500002006869 緊急事態宣言特別枠 住みやすい街にするための次世代セニアカーのレンタルサービス及び販売 梶原　章夫

四国 愛媛県 松山市 R2382S00009 ウィステリアカンパニー 緊急事態宣言特別枠 安心安全で快適なドッグランの開設及び健康ペットフード開発事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 R2382S00010 株式会社しまなみ 3500001013088 緊急事態宣言特別枠 ネット予約・決済機能の導入によるテイクアウト事業本格進出及び観光拠点の活性化事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 R2382S00011 ビジョンフーズ 緊急事態宣言特別枠 焼肉店余剰食材を活用したカレーのテイクアウト事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00013 マルヨシ食品株式会社 8500001014791 緊急事態宣言特別枠 貸切オートキャンプ場新設による、地域の魅力発信とローカルＳＤＧｓの推進 川之江信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00014 伊予水引株式会社 7500001014553 緊急事態宣言特別枠 最新式印刷機導入による自社のＨＰを活用した木製加工品の製造販売 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西条市 R2382S00015 株式会社輝 8500001021193 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使った居酒屋看板商品の物販事業とセントラルキッチンの設置 株式会社ジャストコンサルティング

四国 愛媛県 松山市 R2382S00018 株式会社デイドリーム 4500001017815 緊急事態宣言特別枠 日次決算システム内蔵ソフトで飲食店向け経営コンサルタント業に進出 森田　正雄

四国 愛媛県 東温市 R2382S00023 合同会社ＹＯＵＲＳ 4500003002071 緊急事態宣言特別枠 宿泊業のノウハウを活かしたグランピング事業の実施 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 宇和島市 R2382S00024 株式会社南予ファーム 2500001018410 緊急事態宣言特別枠 採れたて果実＆野菜のご当地ジェラートと農園クルーズのある直売所 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 新居浜市 R2382S00025 新居浜造花装飾株式会社 2500001010169 緊急事態宣言特別枠 ドライブスルー葬儀・海洋散骨でコロナ禍への新ビジネスの挑戦！ 税理士法人源代会計事務所

四国 愛媛県 松山市 R2382S00028 有限会社アクティブ・フィーリング 7500002009486 緊急事態宣言特別枠 加工品の請負・販売・人材マッチングによる「街をお助け隊運営」で飲食店を元気にする 松山商工会議所

四国 愛媛県 松山市 R2382S00029 Ａｒｍｅｒｉａ 緊急事態宣言特別枠 エステティックサロン新規出店 丸木　公介

四国 愛媛県 宇和島市 R2382S00030 株式会社コーノ・ディレクション 9500001015384 緊急事態宣言特別枠 人と人とをつなげるマルチ（多種多様）カラー（多彩）な使い方ができるスタジオ 宇和島信用金庫

四国 愛媛県 伊予郡松前町 R2382S00031 有限会社川崎屋 4500002008425 緊急事態宣言特別枠 事業譲渡によるラーメンＦＣへの加盟とＦＣラーメン店運営による新分野展開 佐伯　政和

四国 愛媛県 喜多郡内子町 R2382S00033 株式会社武田林業 4500001020570 緊急事態宣言特別枠 脱炭素社会に向けた空間の木質化を推進する空間デザイン事業の展開 松田　晃輔

四国 愛媛県 松山市 R2382S00035 株式会社リスペクト 5500001021758 緊急事態宣言特別枠 銭湯リノベーションによる酒販小売事業参入 丸木　公介

四国 愛媛県 伊予市 R2382S00037 有限会社えれがんす 7500002008059 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦．．．今でしょ！「あなたの街の訪問美容サービス」 税理士法人清正

四国 愛媛県 越智郡上島町 R2382S00038 株式会社ブルーレモンファーム 4500001013228 緊急事態宣言特別枠 食料品製造業への挑戦による岩城ブランドの認知への貢献 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382S00039 瀬戸内物産株式会社 9500001013487 緊急事態宣言特別枠 高齢化・空き家問題が深刻な興居島における民泊・食堂事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 西条市 R2382S00043 有限会社江戸藤 4500002014803 緊急事態宣言特別枠 若年層定住による地域活性化を目指す脱毛サロン店　出店計画 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00044 マルショウ株式会社 6500001014793 緊急事態宣言特別枠 木材を使用した人気アニメ商品のＯＥＭ加工と自社製品の製造販売 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 R2382S00045 関西興業株式会社 9500001011375 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ技術を活用し非対面式の一棟貸し宿泊事業（ペットも宿泊可能）の開始 川崎　朋子

四国 愛媛県 松山市 R2382S00046 ダブルス 緊急事態宣言特別枠 働き方改革・テレワーク推進による多拠点生活者に特化したシェアハウス事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00047 ウェーブピクチャー株式会社 6500001006080 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト・デリバリー専門ピザ店への新規参入」 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 R2382U00002 有限会社宮岡製箱所 4500002006668 通常枠
３Ｄプログラミングソフトウェア搭載の５軸制御ＣＮＣマシニングセンタ「ＴｅｃｈＺ５」を活用して新ブ

ランド「ＫＡＥＴＥＫＩ」
みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 R2382U00010 株式会社アール 6500001010462 通常枠 食品機械メーカーが豆腐の製造販売を開始する事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00011 有限会社窪田陳列 2500002002421 通常枠 四国初！家具屋による若手内装業者・設計事務所が集まるシェアリングＦＡＣＴＯＲＹ運営事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 R2382U00014 株式会社共栄木材 8500001004966 通常枠 大規模建築物の木造化の実現　〜新たな「木の文化」を次世代に〜 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 西条市 R2382U00016 有限会社大久保機械 7500002014049 通常枠 ＣＮＣ横中ぐり盤導入による新市場に向けての事業再構築 株式会社伊予銀行
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四国 愛媛県 松山市 R2382U00017 株式会社あいさと 5500001014092 通常枠 四国食材発信プロジェクト！小ロット生産体制構築によるプチ贅沢な中食向け食卓ビジネス 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 R2382U00019 有限会社マルヨシ 1500002013584 通常枠 木造建築物のメンテナンス事業への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 R2382U00025 株式会社呑吐樋 7500001013407 通常枠 お菓子で地域に活力を。甘いお菓子で笑顔を作る 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 R2382U00033 イタリア料理オット 通常枠 地元食材を使った世界の郷土料理を提供するテイクアウト専門店展開事業 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382U00034 株式会社アイリック 7500001017135 通常枠 ＲＰＦユニット導入による産業廃棄物処分業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00040 株式会社高須賀製作所 9500001002589 通常枠 ロボット及びＩｏＴ技術を活用した溶接工程の自動化による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00043 近藤印刷工業株式会社 8500001014627 通常枠 乾燥ユニット付グラビア印刷機を用いた不織布への抗菌加工印刷の生産体制確立 川之江信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00044 株式会社焼肉風来坊 5500001016568 通常枠 非接触型店舗への取組のによる、お客様に安心してご来店頂くための環境整備 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西予市 R2382U00048 株式会社味彩 8500001008760 通常枠 堆肥化施設導入による循環生産体制の構築およびオーガニック市場への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 R2382U00055 ＲＡＤ　ＨＡＮＧＯＢＡＲ 通常枠 コワーキングスペースと自習室のある地産地消のプレミアムハンバーガーショップ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 R2382U00060 有限会社ひめや 1500002005573 通常枠 自社ブランド確立による商店街における新たなイノベーション構築事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 R2382U00063 八木産業有限会社 5500002019280 通常枠 ファイバーレーザー導入による新分野事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00068 有限会社セイフティーテクノス 8500002009444 通常枠 仮設資材洗浄整備事業 株式会社徳島大正銀行

四国 愛媛県 今治市 R2382U00069 株式会社ハラプレックス 6500001012178 通常枠 満足を超える感動「ハラプレックスラボ」創設による新たな市場開拓 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 R2382U00071 株式会社フィースト 2500001006282 通常枠 最先端技術と地域連携によるウィズコロナ型飲食業への挑戦 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382U00072 ＬＡＮＴＡＮＡ　ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ株式会社 6500001022334 通常枠 地産食材を利用した菓子工場建設による飲食業からの転換事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00075 合同会社プライム 7500003000725 通常枠 地域雇用を生み出す社会貢献型トランクルーム事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00094 株式会社サンヨ 1500001014311 通常枠 新工場・倉庫の建設、新設備の導入により実現する、新製品の製造と新しいビジネスモデルの構築 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 東温市 R2382U00095 株式会社フジコソ 6500001007392 通常枠 高機能レーザー加工機導入による食品分野事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 R2382U00096 株式会社日進鉄工所 7500001010404 通常枠 高周波電気炉導入のよる、ロボット装置部品製造に向けた新分野事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 R2382U00097 株式会社中予精工 3500001007098 通常枠 半導体事業向け新分野展開のための設備導入 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00098 大栄製紙株式会社 6500001014348 通常枠 新分野である食品包装分野への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00104 山の手リゾート株式会社 2500001013469 通常枠 革新的な温泉街における市街地グランピング事業への参入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00105 株式会社ナカフードサービス 4500001003014 通常枠 事業所向け宅配弁当製造業から、中食需要に応える一般家庭向け冷凍惣菜製造業への転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00108 タニイワ商事株式会社 6500001014703 通常枠 食品市場への高付加価値製袋製品投入による当社事業再構築事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00111 有限会社竹乃井交通 2500002004211 通常枠 軽キャンピングカーを主体としたレンタカー事業参入 新延　誠

四国 愛媛県 今治市 R2382U00113 株式会社瀬戸内園芸センター 3500001011777 通常枠 しまなみ産有機オリーブによる加工・商品販売、飲食施設建設・運営事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00117 有限会社ホリエ 4500002006081 通常枠 ワンストップ生産工場の構築による半導体事業への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00119 株式会社ジオジャパン 5500001014679 通常枠 全世界のキャラクターファンに届けたい！キャラクター文具雑貨の製造販売事業 ＴＯＭＡ税理士法人

四国 愛媛県 西条市 R2382U00120 東予工機株式会社 8500001009338 通常枠 サーキュラエコノミー型建設機械の販売モデル構築 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00123 株式会社Ｃａｎｄｙ　Ｂｏｘ　ｃｏ． 1500001019194 通常枠 繁華街需要からの脱却を図る、県産ブランド牛を使った地域密着の体験型焼肉店 松浦　佑也

四国 愛媛県 松山市 R2382U00125 有限会社秋津研磨所 5500002000595 通常枠 産業用刃物における研磨技術を活用した高強度繊維切断用超硬素材の新刃製造への展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00127 株式会社ウテナ銘酒 1500001022149 通常枠 おうち時間に低アルコールＲＴＤを届けるウィズコロナ事業拡大計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00128 株式会社アート不動産 7500001005544 通常枠 紹介・不動産エージェント管理システムの開発、販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 R2382U00133 宇和島運輸商事株式会社 2500001008262 通常枠 フェリー売店からオーシャンビューのカフェレストランへの業種転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 R2382U00139 株式会社ＳＹＳＴＥＭ　ＮＡＭＵ 7500001012061 通常枠 当社印刷技術（ＰＶＣ軟質）を用いた抗ウイルス製品への応用展開 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 西条市 R2382U00140 株式会社ＰＥＮＴＡ　ＦＡＲＭ 6500001016848 通常枠 地域資源を活用した新商品を武器に「製造小売業」へ挑戦する エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 伊予市 R2382U00156 有限会社灘水 5500002008589 通常枠 活魚の小ロット販売に対応するための設備投資 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 R2392S00001 西村商店 緊急事態宣言特別枠 飲食店の「物販・テイクアウト複合施設建設」への果敢なる挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 R2392S00002 そら農園 緊急事態宣言特別枠 小規模農家の挑戦！黒ニンニクの製造販売開始による新分野展開 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392S00003 株式会社ＡＱｏｏｌ 9490001008357 緊急事態宣言特別枠 アンテナショップ兼非対面セルフ脱毛サロンで売上増とリスク分散 株式会社アクセルパートナーズ

四国 高知県 高知市 R2392S00005 ＢＡＲＴＡＳ 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代の子育て支援、新業態カフェ創出に向けた女性達の挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00006 株式会社ＯＪＩ 6490001003930 緊急事態宣言特別枠 強みを活かす製麺事業！コロナ禍のニーズに着目した新たな事業再構築 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00007 株式会社グッドキタゼヨコーポレーション 8490001008845 緊急事態宣言特別枠 焼き鳥・タコスのテイクアウト居酒屋へ業態転換！ 高知商工会議所

四国 高知県 長岡郡本山町 R2392S00008 有限会社藤川工務店 9490002012408 緊急事態宣言特別枠 環境を重視し永く住み続けられるストック型住宅及び空き家を活用したゲストハウス事業 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 幡多郡大月町 R2392S00009 イタリアンレストランピノッキオ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト「力豚ホルモン」業態転換事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392S00010 Ｄ’ＡＲＴＩＳＡＮ〜Ｂａｒｂｅｒ’ｓ　ＰＲＩＤＥ〜 緊急事態宣言特別枠 小さな理容室の挑戦！子育て主婦等に向けた新規事業の展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 高知県 高知市 R2392S00014 株式会社いせご 4490001000112 緊急事態宣言特別枠 飲食店の新事業挑戦。プライベートサロン新規開業事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00015 鏡水旅館 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を生き残るために、アトリエカフェへの転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00017 八千萬ず 緊急事態宣言特別枠 飲食店が果敢に挑戦。コロナを機に食品製造業へ転換し存続を図る。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00019 豆匠庵 緊急事態宣言特別枠 老舗豆腐店の弁当・惣菜販売、持ち帰り飲食業への業種転換 高知県商工会連合会

四国 高知県 四万十市 R2392S00020 ブルーローズ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト部門を立ち上げ事業の再構築に取り組む 中村商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00023 有限会社スタジオオカムラ 5490002002577 緊急事態宣言特別枠 ＩＴＡＬＩＡＮ　ＳＴＲＥＥＴ　ＦＯＯＤ　ＢＡＫＥＲＹ　イタリアを旅する屋台カフェ 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 R2392U00004 株式会社岡村文具 7490001000290 通常枠 帯屋町商店街における高級食パン銀座に志かわＦＣ事業 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 R2392U00010 株式会社グリップ 5490001009029 通常枠 遊休不動産を活用！こだわりの空間設計とコロナ対策で自家焙煎カフェに挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 幡多郡大月町 R2392U00011 有限会社ジェイ・アンド・エムズ 9490002009040 通常枠 特産品を使ったご当地スイーツの企画・製造販売による事業再構築計画 高知県商工会連合会

四国 高知県 南国市 R2392U00012 株式会社坂本技研 4490001006555 通常枠 金属３Ｄ積層造形ＡＭ技術（金属３Ｄプリンタ）を活用した流体装置メーカーへの業態転換 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392U00015 株式会社ＣＫＭ 6490001003583 通常枠 県内初の異業種間連携によるアパートホテル型宿泊サービス事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00016 株式会社高知駅前観光 9490001000578 通常枠 日本初の上下２段可動式バスシートの開発により夜間高速バス業界で新展開 高知県中小企業団体中央会
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四国 高知県 安芸郡東洋町 R2392U00017 株式会社オランク 1490001007630 通常枠 ドッググランピングＳＵＩＹＡ 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 R2392U00018 株式会社グラディア 4490001004261 通常枠 食品製造業への進出を核としたコロナ時代における食の総合業態店開発 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 R2392U00020 四国スッピル工業有限会社 8490002011749 通常枠 大径真円部品の精密加工分野への進出による事業再構築 株式会社高知銀行

四国 高知県 宿毛市 R2392U00024 与力水産株式会社 7490001005249 通常枠 ＩｏＴ技術を駆使したネット体験型定置網販売サービスによる事業再構築 濱本　健太朗

四国 高知県 香南市 R2392U00025 株式会社暁産業 5490001006348 通常枠 鋼板からアルミ加工へ。コロナ禍で成長する半導体等分野への進出 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 R2392U00026 有限会社日鉄工業 3490002004022 通常枠 金属加工の強みを活かしたショットブラスト等表面処理加工への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 R2392U00034 株式会社南国マシン 4490001009401 通常枠 建設機械、工作機械の部品加工から医療品関連業界への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00035 三建設計有限会社 6490002002188 通常枠 四国初のシステムを導入したスポーツジムでコロナからの脱退 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00036 有限会社ナカイテレビ 3490002010771 通常枠 地域住民の集いの場の提供とリフォーム展示場開設 みどり合同税理士法人

四国 高知県 香南市 R2392U00040 有限会社山本商店 8490002012334 通常枠 指定管理施設の再活用と地域活性化への取り組み 株式会社四国銀行

四国 高知県 高岡郡四万十町 R2392U00041 有限会社しももとクリーニング 1490002010864 通常枠 クリーニング店では取り扱わないペット用品洗濯市場に進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392U00044 株式会社トライ 1490001006962 通常枠 特殊フィルムを駆使したグッズの開発と個人作家市場の開拓 高知商工会議所

四国 高知県 吾川郡いの町 R2392U00047 松田医薬品株式会社 4490001005417 通常枠 顧客のニーズを捉えた「打錠加工」による新分野への挑戦 株式会社四国銀行


