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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【四国ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

四国 徳島県 三好市 株式会社原製作所 7480001007568 コロナ禍を乗り越える！製造指示図面作成支援サービスへの挑戦 山田　盛史

四国 徳島県 徳島市 有限会社エミール・ソフト開発 6480002000639 コロナ禍におけるフォトウェディング需要に対応する撮影スタジオ開設 徳島商工会議所

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社阿波麦酒 9480001008622 巣ごもり需要に対応し、新たにクラフト缶ビールの製造販売を行う 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 阿波木偶人形会館 阿波人形浄瑠璃のＰＲと会館入場者増のための広告戦略 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 小松島市 ふん和りごはんおはな 地元に愛される和食惣菜屋経営者が挑む、徳島キッチンカー事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓｎａｃｋ　ｂａｒ　　ｍｏｃｈａ 冷凍食品の無人販売店舗を、徳島市中心部で新規オープン 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社プラスナイス 5480001006480 当社仲介物件へのリフォーム事業進出 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社アニバ出版 9480001009232 シニアや女性等の働く環境と起業を支援、地域の新しい居場所づくりで　ポストコロナ社会の緩やかなコミュニティを創造する。 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ 4480001010277 シニア向け　ＩＴ　教育コミュニティスペース立上事業 株式会社ライトアップ

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＭＯＲＩ　ＦＡＲＭ 7480001010150 自治体や一次産業系組織を対象としたＢｔｏＢ六次産業化研修事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 三好郡東みよし町 有限会社西村自動車 5480002015737 徳島県西部地域での脱毛・エステサロンの展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 有限会社スタジオ・エース 6480002002420 ブライダル撮影をメインとする写真館のおもてなし力を活かした動画制作サービス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 龍鳳飯店 中華専門店が作る本格中華飲茶の非対面セルフ式店頭販売事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｓｈａｒｅ　Ｃａｆｅ　Ｌａｂ． 8480001009794 映像と個別授業で子どもたちの可能性を引き出す！ 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡上板町 株式会社藤井製材所 6480001005572 新型コロナを克服する木材屋さんが行う地域密着型ＤＩＹサービス事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＡＲＡＴＡ 3480001007869 手作りフレッシュバター製造販売事業の新規展開 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 吉野川市 株式会社山文 8480001004564 プラスチック製が主流であった食品容器の紙製食品容器へ移行計画 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 名西郡石井町 株式会社松家製作所 7480001006330 地域住民の健康増進と地域経済発展に貢献する２４時間フィットネスクラブ事業の展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 合同会社しあわせ工房 6480003000687 とくしま沖洲の心地よい環境を活かした、健やかに成長できるグループホーム 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿波市 わんさんぼん 日本古来の和三盆を継承・発展させるための販路開拓プロジェクト 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 有限会社大西鉄工 1480002011467 複合加工機と自動化ロボット導入による新製品製造ラインの構築 長岡　弘晃

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 有限会社松原電器 6480002015042 リフォーム事業への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 美馬産業株式会社 3480001002481 和三盆ラム酒を中心とした商品の製造事業開始による経営基盤強靭化 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社城東フード 3480001008132 四国初！常温型弁当自動販売機による非対面販売 税理士法人アクシス

四国 徳島県 三好市 有限会社前田食糧 2480002015847 残留農薬未検出米・麦を使用し、高機能米・麦として製造・発売する事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 浦車体整備工場有限会社 4480002000491 技術優位性を活かし同業者からの自動車特定整備請負事業に挑む新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 徳島県 名西郡石井町 四国リサイクル株式会社 8480001002568 自社の資源を活かした木くず処分「バイオマス燃料」の製造・販売による新分野への挑戦		 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社橘コーポレーション 6480001007189 徳島県産の食品を商材とするインターネット通販事業の開始 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社漆原商事 7480001008608 土木工事業から一般廃棄物再生利用事業に新分野展開を図る事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 猪本農園 ヴィンテージバイク専門販売・修理業への業種転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社アセット 7480001005778 自社工場設置による機械部品等の内製化と付加価値額の向上 長岡　弘晃

四国 徳島県 鳴門市 株式会社福丸水産 7480001008442 海に囲まれた鳴門の自然の中で、天然の魚を釣る「釣り堀」 長尾　辰彦

四国 徳島県 徳島市 公美商事株式会社 6480001008377 当社の調理力×料理人の育成×シェアキッチンで新たな収益柱を構築 長谷　有希央

四国 徳島県 美馬市 井口鉄工所株式会社 5480001007660 新分野進出に向けた、次世代型加工機の導入による加工前段取りの大幅効率化と事業再構築の実現 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社成島建設 9480001001833 地球環境保全と災害防止への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社ナイス 3480002008676 グランピングを中核とした複合施設による小松海岸周辺地域の活性化 税理士法人アクシス

四国 徳島県 美馬市 株式会社栄工製作所 7480001007279 集合型のテイクアウト専門店を新築、開業する新分野への展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社ヤマサス工業 7480001009853 デジタル機能搭載設備の導入で食品加工機械業界へ参入する新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 株式会社ハートフルコープとくしま 8480001008160 紙類主体のリサイクル事業から　資源循環・脱炭素社会に向けたプラスチック類のリサイクル事業への新分野展開 朝日税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社寺内製作所 4480001001350 ニット編み機部品製造から靴下編み機部品製造へ進出して新規販路開拓 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 吉野川市 有限会社あけぼの 4480002008898 “日本初”エディブルフラワーでブライダルと農業の融合 吉野川商工会議所

四国 徳島県 徳島市 株式会社エーテック 5480001004344 ファイバーレーザ切断加工機導入導入で蓄電池市場への進出を実現 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社日野店舗建築 3480001001954 ３Ｄ加工機と職人技術の融合による特注家具等の製造と施工方法の転換 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 吉田商事株式会社 2480001002128 プラ製から紙製へ！プラスチックフイルム専門工場の新たな挑戦！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 阿波市 有限会社籠谷鉄工 4480002009541 待ち工場からアウトドアメーカーヘ 藤井　太資

四国 徳島県 徳島市 有限会社ビューティさわ 8480002004381 美容室が展開する、テイクアウトカフェとレンタルスペース 長尾　辰彦

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社丸徳 8480002005693 フリーランス美容師と店舗オーナー、お客様の３者マッチング事業 株式会社阿波銀行

四国 香川県 高松市 元祖わかめうどん　大島家 飲食店主体から脱却する独自冷凍うどんの製造販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社アクトジャパン 2470001000314 産地証明書付き農畜海産物の粉末を少量受注製造及びＥＣサイトの構築 株式会社中国銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社花工房 4470002015227 リテールサポート型花き仲卸事業へのチャレンジ 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 小豆郡土庄町 特定非営利活動法人アイランド・ネット 1470005005046 【小豆島】ワーケーション対応宿泊施設＆セルフカフェ事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社ハロータクシー 1470002002260 小規模タクシー事業者の生産性向上・業務効率化のためのタクシー配車業務受託サービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 東かがわ市 株式会社味道源 7470001015588 焼肉店だからできる『ローストビーフ』をＥＣサイトを通じて全国展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＰＣＲ 9470001014464 魚病早期発見を可能とする養殖業支援ＡＩの開発 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社Ｇｏｕｒｍａｎｄ 4470001012869 当店自慢の料理を冷凍商品として新たに開発し、卸売事業に展開する 景山　洋介

四国 香川県 高松市 株式会社福生 6470001003552 宗教用具専門ＥＣサイトおよびカタログ販売事業の経験を活かす実店舗連携アフィリエイト型ＥＣ事業計画 株式会社池田泉州銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社長瀬工務店 1470002019032 小豆島における『チルな家』を活用した民泊事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ノイス 2120001183012 「撮ってシェアしてカタチに残す」みんなのスタジオ 折原　麻衣子

＊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。
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四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社京宝亭 7470002019299 ＷＥＢショップ強化に伴う戦略的マーケティイングによる顧客関係構築事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社フレアデザイン 8470002010380 空き部屋を利用したシェアルームの多目的活用事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 株式会社エフディアイ 5470001010418 和菓子製造のための急速冷凍設備導入と新たな販路獲得に向けた新事業展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 株式会社味彩 8470001015744 和食料理人が本気で作るスパイスカレー専門店出店計画 みどり合同税理士法人

四国 香川県 三豊市 ｎｕｃｏ． 運動療育システムを活用し多様化する児童と家族に寄り添う塾 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社香月 4470002014427 地場製品ポータルサイト運営による増収計画 冨松　誠

四国 香川県 仲多度郡まんのう町 仕立屋 ｗｉｔｈコロナの時代に安心して撮影できるセルフ写真スタジオを設立 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社牡蠣屋りょうせん 1470001014026 ６次産業化でコロナに打ち勝つ販売形態を形成 多度津商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社トラベルビジョン 3470001003035 店舗のデジタル化及び感染症対策、オンラインシステムの購入 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社トフラップ 9470002008655 飲食サービス業から半ファブレス化による食品製造業への新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＡＭＡＴＥＲＡＳ 8470001016486 地産地消グルメをイートイン＆デリバリー！ドミナント戦略事業 權田　成悟

四国 香川県 観音寺市 北野鉄工有限会社 4470002015904 半自動旋盤導入により紙工機械の製造という新分野展開に挑戦する 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社すずや 8470001002239 コロナに負けるな！　新分野展開　食物販業への挑戦！　「古都果」出店計画 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 合同会社Ｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 3470003001383 四国初、健康維持に向けたワンストップ型コンディショニング事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 坂出市 株式会社ア・ル・ク 6470001008832 独自メソッドにおける幼児指導資格のオンライン講座化で業界を革新 片岡　令

四国 香川県 高松市 セブンラノイ株式会社 1470001013333 オーダーメイドの背景の開発及び販売 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 三豊市 株式会社光工作所 2470001008729 ファイバーレーザ溶接システム導入による半導体製造装置分野への進出 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 株式会社オキオリーブ 7470001014268 オリーブ葉パウダーという新たな健康商品の生産・販売により健康寿命革命企業へ転身する 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 創作料理　野の花 地域の活性から小豆島の活性へ　〜暮らしを営みながら創作と発信ができる家〜 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社ＮＢＭ 8470001016643 強みの「人的サービス力」を活かした。新展開「攻めの全社戦略」 岩本　大輔

四国 香川県 丸亀市 合同会社ライズ 6470003000374 ヘアサロン経営に加えて若年層に向けたレンタルサロン事業への多角化により経営を安定させる新分野展開計画 株式会社シェアードバリュー

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 有限会社ウエディングボックスみつわ 8470002013929 ｗｉｔｈコロナ時代に対応したフォト事業への新たなチャレンジ 株式会社四国銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社エスシーエー 8470001007262 リモート検証に対応した、協働ロボット検査装置の開発と販売 税理士法人シーピーエー

四国 香川県 木田郡三木町 いちご家めい株式会社 5470001016019 産地存続のため自社・近隣のいちごを使った冷凍果実製造業へ転換 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 丸亀市 株式会社グローイングカンパニー 1470001012640 新聞配達の宅配ノウハウを活用した乳製品配達への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 フォトスタジオヒロセ株式会社 4470001017257 当社強みの撮影技術を活かした法人向け広告コンサル事業への転換 岩本　大輔

四国 香川県 綾歌郡綾川町 黒川土建有限会社 9470002010974 ドローンを使った農薬散布事業による新分野展開 税理士法人合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社フソウリブテック 3470001003571 コンパクト・エコシティにおける空き家リノベ住宅事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 山英電機株式会社 1470001005388 先端塗装設備の導入による高品質の製品の実現で、脱炭素社会のリーディングカンパニーへ進化する 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アルモ 5470002010490 新たなライフスタイルを提供するガレージハウス住宅販売・施工事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 三豊市 株式会社富山総合建築 3470001010766 総合建設業からトレーラーハウスの製造・販売業へ進出 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 小松印刷株式会社 8470001005357 印刷ソリューションＥＣで営業のコロナ対策とＤＸ化、Ｖ字回復を図る 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 石丸製麺株式会社 1470001005339 業界初の全粒粉１００％乾麺の大量生産方式の確立および新市場の開拓 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社松井自動車 8470002018622 オンリーワン・カスタムカーの販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 杉山紙業有限会社 5470002011803 香川県初！紙卸売から印刷加工までの一貫生産体制構築による新規顧客の獲得 税理士法人合同経営

四国 香川県 高松市 有限会社新英興産 3470002003422 ＩｏＴ技術を搭載した次世代型コインランドリーと温泉施設の融合 株式会社香川銀行

四国 香川県 善通寺市 株式会社ＹＯＴＳＵＢＡ 4470001016309 ＩＣＴ施工での若手の活躍と未来への挑戦 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社プロテック 7470001003675 超難削材（ハステロイ）精密加工技術の確立による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社村上興業 9470002015453 新分野の人材派遣業への新規展開による事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社エポック 1470001012608 地域活性化を目指す物流と倉庫の連携した新事業展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社メドレックス 3470001011509 貼り薬から新型コロナウイルスワクチン・マイクロニードル製剤への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社日本総険 3470001003159 インシュアテック事業分野への進出による事業再構築計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 有限会社岩村鉄工所 6470002001126 建設機械部品への新進出によるＶ字回復事業（事業転換） 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社協和鉄工所 5470002014806 脱炭素社会への対応！世界的に注目されている電気自動車分野への新事業展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社タクテック 4470001002663 特殊用途建設機械の販売により、修理業から販売業に転換する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 合同会社くまでんディレクション＆デザイン 2470003000956 非対面式のテンプレート提案＋定額型・顧客ごとに内容の異なるパーソナル広告 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社藤田製作所 3470002016390 地場産業である食品製造機器部品製造への転換による増収計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 中西産業株式会社 4470001006631 香川県坂出市でグランピング施設およびレストラン運営する事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ニュー・ポパイ 4470001005393 日本初となる「オリーブ地鶏の唐揚げ専門店」への挑戦 ベンチャープラス税理士法人

四国 香川県 三豊市 石井興産株式会社 1470001008853 坂出市発、外国人向けシェアハウス事業による地域貢献 坂出商工会議所

四国 香川県 坂出市 岡田鉄工有限会社 5470002014715 環境資源を活かしたＳＤＧｓ貢献事業への新分野進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ジャパンモールド 9470001011627 低レベル放射線廃棄物一時保管ボックスの生産・販売による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社山西組 7470001011513 社長が特許取得。建設会社が行う工事車両タイヤ洗浄機製造事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 株式会社パートナーズチック 5470001010236 国産初の自動卵内ワクチン接種機導入での作業省人化及び炭化鶏糞販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 カルメラＦｌｏｗｅｒ＆ｃａｆｅｓｈｏｐ 生花でインスタ映えするフォトスタジオ事業 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 株式会社田中建築設計工房 6470001011794 住人のいない既存住宅の再生・利活用の推進事業 愛染　美智子

四国 香川県 高松市 ストロングポイント株式会社 2011601019582 「中小企業向け“やる気を下げない”人事評価システム（ジンヒョウ仮）」の開発 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アハティ 9470001014258 中古軽自動車の介護式福祉車両改造サービス 高松信用金庫
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四国 香川県 観音寺市 有限会社山本ステンレス 3470002016259 ３次元切削加工技術高度化による環境・ワクチン関連産業への新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社三森 6470001006753 コア技術を活かした、製紙用ワインダー装置への新進出事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 日生化学株式会社 9470001011453 医療介護用手袋の開発上梓 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社春瀬建設工業 2470001008332 新世代足場普及のためのストックヤード建設 折原　麻衣子

四国 香川県 観音寺市 株式会社ＲＡＫＵ 4470001014163 飲食業、小売り業の強みを活かしたまちぐるみ一棟貸宿泊施設 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社リンクストア 7470001014433 結婚相談所データを活かした社会人男性身だしなみＵＰのための美容室 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社富商 2470001010296 惣菜の加工品事業への進出により、巣ごもり需要の獲得・高付加価値化事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 有限会社瀬戸内急便 9470002017045 倉庫内他社製品とのコラボ企画付き小口集積型営業倉庫「倉庫本舗」開設 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 鰻城 厳選した「極上の鰻」の通信販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 西日本ステンレス株式会社 1470001003169 金属製建具製造業から段ボールシート自動供給装置製造への新規展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ウエストアライアンス 1470001006015 既存事業とは違った新機能・新取扱商品を導入する事により差別化を図り、新分野での事業再構築を目指す 株式会社高知銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ｅｖａｎｃｅ 6470001015176 音響オンラインスクール事業への新規展開による事業再構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社高松ホツトスタンプ 2470001006955 看板（アートサイン）と建築板金の融合　「アートサイン板金」市場の創造と拡張へ向けた事業展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 ひまわり介護有限会社 9470002007995 最先端な感染症対策と高度な介護サービスによる有料老人ホーム事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 合同会社茶茶 1470003000643 テイクアウトサービスを活用したワンランク上の寿司店経営 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社ダイゲン自動車 2470002011871 地域活性化のための「ショールーム型マルシェ」の運営 折原　麻衣子

四国 香川県 高松市 株式会社コトバス・コミュニケーションズ 9470001002114 地方から新たな旅のスタイルを提案！ワーケーションゲストハウス 黒川　一也

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社サンテック 1470001006857 ＦＲＭＰ（乾燥式ミニプラント）の生産体制を構築し、フードロス削減事業（ＳＤＧｓ）への新分野展開 吉川　和良

四国 香川県 丸亀市 株式会社ライフサポート 1470001009752 「宿泊型展示場」を活用した水まわり設備販売への業態転換 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社大矢根利器製作所 8470001010448 明治から受け継がれる刀鍛冶の技術！コロナを超えて技術革新への挑戦 税理士法人山田アンドパートナーズ

四国 香川県 高松市 香川シームレス株式会社 8470001000960 オーダーメイド対応の超小ロット商品製造ライン・ＥＣサイトの構築 株式会社商工組合中央金庫

四国 香川県 高松市 株式会社四国中央観光 5470001004675 キッズスペースを併設したレンタルスペースを整備する事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社三宅設備 1470001010108 ３次元ＣＡＤ導入し見やすく分かりやすい住宅リフォーム業への参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 勇心酒造株式会社 1470001007806 海外顧客向け化粧品の製造・販売 デロイト　トーマツ税理士法人

四国 香川県 高松市 中商事株式会社 9470001014225 サブスクによるリユース衣料品のレンタルサービス等の循環型事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 味処がむしゃら ２０年続いた讃岐コーチン中心の居酒屋のノウハウを活かした卸売・小売業への事業展開 吉川　和良

四国 香川県 高松市 有限会社石川設備 1470002000933 災害発生時、地域に貢献する公共インフラ工事業への業態転換による事業再構築 安岡　和孝

四国 香川県 丸亀市 株式会社福岡商会 7470001008600 ＥＶ・観光・地域をキーにした付加価値重視型の新モビリティステーションの展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 セカンドキッチン 森のチャペル「おもてなしに特化したスモールウエディング」 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社元屋商店 5470001012232 醤油蔵の歴史資産と地元木材を活用した新たな建築技術による民泊事業 香川県信用組合

四国 香川県 高松市 株式会社木村建設 8470001001232 自分の家を持ちたい若者を応援する規格型住宅販売事業への進出による業態転換 安岡　和孝

四国 香川県 さぬき市 飯田農園 桃と李の特級果実を使った長期保存可能なお菓子づくりで新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 観音寺市 讃岐煉瓦株式会社 8470001009911 既存の日帰り温泉施設を核にした、密を避けられる形態の宿泊事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社サンマルシェ 5500001017319 農家、大学との連携による柑橘類等のブランディング・流通革命！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社山之内刺繍 7500002015294 衣類分野進出によるタオル刺繍加工依存度の低減 税理士法人あおば

四国 愛媛県 今治市 株式会社原田印刷社 2500001013056 アクリルグッズの製造とＥＣサイトによる販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 合同会社シー・ハー 3500003001677 キッチンを核としたシェア＆レンタルスペースで地域初のサービス提供 志賀　公治

四国 愛媛県 松山市 株式会社プリプリ 8500001006756 屋外型写真スタジオ新設による、家族の一員であるペットのための思い出動画サービスの開始 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 八幡浜市 八幡浜日整自動車工業株式会社 2500001008477 車検検査機器導入による検査業務の内製化と、顧客データを活用したフォローアップ体制の構築 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社濱﨑組 6500001003350 国土強靭化に寄与。大規模コンクリート補修工事への参入に向けた新工法の確立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社オオアサ 1500002022263 地産地消！健康促進中華そばで、身体も地域も活性化！！ 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 有限会社あかり 5500002000620 愛媛の食材にこだわった老舗居酒屋の新たなテイクアウト改革 税理士法人藤本会計事務所

四国 愛媛県 松山市 有限会社ホクヨ 1500002006035 地域農水産物を活用した高付加価値加工食品の製造 中西　雄二

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 ウインドリペア愛媛 オリジナル刺しゅうグッズのネット販売事業による業種転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社伊藤被服 3500002015827 高い縫製技術・ノウハウを活かしたキャンプ用品市場への進出 道浦健治

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｋｉｚｕｋｕｒｉ屋 6500001021063 地場工務店が事業再構築により下請からの脱却を目指す事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｇｒｉｎ 地元繁華街を活性化させるためのサブスクリプションサービス事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 松山市 整骨院　かわぐち元氣堂 整骨院の強みを生かした機能訓練デイサービス事業への進出展開 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＧＯＯＤ　ＦＩＥＬＤ 7500001006286 「笑顔の食卓、愛媛への愛を深める」愛媛県食材を使ったＥＣ事業と非接触型販売事業による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いたや 7500001016541 コロナ禍での非接触型肉料理専門店で新分野展開し売上拡大を目指す。 株式会社さくら会計事務所

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社アイワ 6500002015551 コロナ禍でも安心して過ごせるうなぎ屋店舗事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社サン愛ヘルストロン 9500001001707 移動販売及び体験車を活用し「健康づくりを楽しむ街づくり」へのサポート展開 朝日税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社あさつき 7500001019206 食卓をハッピーに！冷凍自販機を用いた地産地消餃子販売事業の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 そらしと珈琲 飲食業界に待ったなし！珈琲サブスクで愛媛の働く人を元気に！ 坪井　亮

四国 愛媛県 松山市 株式会社グラスプクリエーションズ 1500001017074 「ＷＥＢ業界の現場で活躍出来る人材育成」を目的としたオンライン個別指導 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ジーライン 8500001005766 紙の配車表不要！複雑な配車業務を快適なテレワーク環境へと実現するシステム販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社トップエージェント 8500002022224 オンラインハンドメイドスクール 株式会社ライトアップ

四国 愛媛県 松山市 ＴＭトミオカ株式会社 1500001002919 大型テント膜材の広告資材への活用による観光事業等「街」の活性化事業 愛媛信用金庫
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四国 愛媛県 今治市 トリコ 愛媛県今治産の食材で企業向け商品・レシピ開発、料理教室の運営 今治商工会議所

四国 愛媛県 今治市 株式会社トップファクトリー今治 2500001012529 新しい生産技術を活用し新市場の介護市場で事業化を達成する エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社松本真珠 9500001016622 新規事業として直販店開設によるＢｔｏＣ市場開拓での売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 西条市 株式会社小松協同企業 7500001010668 特殊車両対応認証工場設立による自動車整備業への新分野展開 高田　勝人

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ダイニチ 9010001210968 スマート養殖による飼料アドバイザリー事業の展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 株式会社アイテック 8500001007630 大型撹拌導入による新事業展開 中津　藤信

四国 愛媛県 松山市 株式会社オノダ 2500001001151 デザイン建材事業向け新分野展開のための設備導入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 東温市 北米産業株式会社 7500001007276 ゼロエミッション確立で木材木製品製造業が挑むペット商品開発 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社杉山輪業 4500002003673 地方活性化！自転車利用による新たなる観光拠点の開発事業 森　貴弘

四国 愛媛県 北宇和郡鬼北町 株式会社スカイ・ジョイント 9500001020211 米の乾燥・精米請負と、品質・売価向上に向けた精米・小売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社七福ホーム 4500001006479 低炭素・健康という社会ニーズに対応した住環境提供への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 いよせき株式会社 3500001008897 石材加工技術を活かした新商品のＥＣ販売プロジェクト 株式会社大三経営事務所

四国 愛媛県 松山市 株式会社アイテツ 5500001000266 免震装置生産体制構築のための新たな切断加工方法導入による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 松山市 株式会社大可賀造機 8500001001047 非鉄金属素材を使用した高精度部品への新展開とグローバル市場への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ケイアンドケイコレクション 9500001008644 雇用創設と既存事業の売り上げ拡大を可能とする、　新分野コインランドリー事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社愛和架設 2500001017180 コンクリートガラ破砕機を導入し、コンクリートガラの処理により「ＲＣ４０」を製造する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社藤高 5500001012245 新販路開拓に向けたジャストインタイムを目指した縫製工場のスマートファクトリー化 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社シーネット 3500001014664 シール・ラベル製造の専門業者から脱却し、新たにパッケージ製造分野に進出する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 新日本建設株式会社 4500001002098 ＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅）普及推進のために必要となる愛媛県木材を用いた製材の製造販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社石村住建 2500002020919 循環経済の促進・低炭素社会の実現を目指した泊まれるモデルハウス 川之江信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社大三乾物 8500001011839 海産物乾物原料の選別と新商品製造販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 東温市 株式会社ジョイ・アート 6500001007285 劇場の空き時間を有効活用し観光客を呼び込むＤＸ化プロジェクト 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 白方興業株式会社 5500001001801 伝統民芸品（伊予かすり）のリサイクルシステムの構築に繋がるリサイクル事業とＥＣサイトを通じた地域活性化への挑戦 株式会社ロジヤ

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ウォンズ 6500001015981 国内初の”顔が見える”ＩＴコンシェルジェサービスへの業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 北宇和郡鬼北町 株式会社あう農園 2500001020630 玄米保管サービス並びに精米加工サービスの提供 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社オレンジフーズ 7500001013712 製造現場のＤＸ化による生産性の向上及び衛生管理強化による業態転換 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社ワシ屋グループ 3500001012957 地域社会に寄り添い豊かな暮らしを支える「洗濯代行サービス」の展開 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社クリタ 1500001008949 高強度銑鉄材料ＡＤＩ１２００によるスマート農業市場への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社マオ 7500002019907 長期滞在型宿泊施設建設による地元今治地域の観光活性化事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 成龍酒造株式会社 5500001009290 老舗酒蔵による「酒粕仕立ての味噌」作りを通した事業再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西予市 佐藤真珠株式会社 7500001013984 スジアオノリの陸上養殖事業計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 三和紙工株式会社 4500001014309 大量生産・衛生管理に対応したパッケージの製造のための新ライン構築 株式会社中国銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社大石工作所 1500001009708 特機工場を新設し、高精度加工が要求される新分野（水素製造装置関連部品）へ展開 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 松山市 有限会社エンゼル調剤薬局 5500002007962 在宅訪問とＤＸを強化したドライブスルー対応薬局の新設で地域のかかりつけ薬局へ転換！ 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 横山建工有限会社 9500002023279 高齢者向けサービス強化により、やさしい家造り、街づくりを実現 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 今治市 四国溶材商事株式会社 4500001011677 ＬＰガス販売事業におけるスマートメーターと見守りサービスの新規事業 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 松山市 リベラル 地域特産品の柑橘を活用したオリジナルシロップ製造販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 アシスト株式会社 4500001021825 「Ｗｉｔｈコロナ」時代の新しいクラウドアプリ管理システム活用型フィットネスジム事業 白山　晃嗣

四国 愛媛県 今治市 株式会社ミヤノ 5500001012402 流通経路の改革による短納期化・高付加価値化の実現 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 西条市 くらしとごはんリクル がんもどきブランディングで日本の食文化を守りコロナに打ち勝つ！ 高田　勝人

四国 愛媛県 四国中央市 大成薬品工業株式会社 1500001014699 既存商品群と異なる新商品開発販売のための新ラインを増設し、経営体質の強化を図る。 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＫＩＲＩ 4010401130085 愛媛をクラフトビールの聖地に！飲んで泊まれるブルワリー 齋藤　利文

四国 愛媛県 西宇和郡伊方町 株式会社中田水産 6500001008531 ＨＡＣＣＰ対応工場建築計画 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社白石設計 7500001014074 設計会社が挑むウィズコロナ時代のダイバーシティ構想 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 ゼロハウス株式会社 2500001015127 体験型モデルハウスを建設することにより、新築住宅事業へ進出する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西条市 株式会社豊和工業 8500001009395 強度向上のためのショットブラスト導入による小型ＥＶ乗用車部品量産への進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 喜多郡内子町 有限会社下元自動車整備工場 8500002012860 高性能林業機械のアタッチメント架装による新分野展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 四国中央市 ジャスティン株式会社 1500001014815 研修事業「　Ｓｅａｌ　Ｓｋｉｌｌ　ｕｐ　Ｓｃｈｏｏｌ　」の導入 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 小山水産有限会社 3500002013211 小売業への新事業展開！地域の出荷量を増やす高性能氷の販売事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社奥村ストアー 6500002001799 地域農家と連携！店舗改築で産直プレミアム青果物小売へ業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 藤岡生コン株式会社 8500001009387 地域課題解決と循環型社会に向けたセメント・コンクリート製品への進出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社森薫 4500001012436 地域密着！脱炭素・防災社会への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社エムエスイー 6500002015519 射出成形機市場を中心とした自動省力装置製造施工の新分野展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 松山市 Ｔａｉｙｏ運輸建設株式会社 7500002004082 建設重量物のサプライチェーン構築による地域中核企業への挑戦 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 宇和島市 築地木工有限会社 4500002022896 地域にやさしい林業で長く愛され続けるモノを創る 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 西条市 有限会社こめとみ 3500002014911 フトンが洗えるコインランドリー経営による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社愛新鉄工所 2500001009566 運搬・自動機器等の鉄製品製造から銅・チタン等特殊素材を用いた環境配慮型製品の製造業への業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社エスペランス 3500002020422 お家で簡単「魚料理ミールキット」の開発による事業再構築 丸山　達也
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四国 愛媛県 四国中央市 株式会社木代建築工芸 6500001022623 木製家具・木製建具製作販売事業計画 田窪　滋記

四国 愛媛県 西予市 宇和土建株式会社 9500001007893 建設残土処理場の運営 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 株式会社サカワ 6500001007277 黒板メーカーによるアフターコロナの教育を支える新しいソフトウェアの開発 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 万里ａｎ Ｗｅｂショールームと造花アートの組合せによる新事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ホテルエコ道後 簡易宿所から無人ホテル業への新分野展開 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 越智源株式会社 7500001011336 タオル染色加工業の新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社ヒロワークス 3500002005646 ４軸加工を要求される新製品製造の引き合いに対応する事業再構築計画 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社川又タオル 7500002018074 今治ブランドを活用した日用品分野への進出により経営強化を図る 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 有限会社スタジオ・ツーワン 2500002003700 挙式ができるフォトスタジオ開設による新分野展開 株式会社高知銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社エイガカン 6011501024365 多目的グランピング施設の新設 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社栴檀 9500001006169 新規西洋料理店の経営 五十﨑　清

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社エヌ・スタイル 9500002024194 ロードサービス事業の拡充と車輌運搬事業への進出 宇和島商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社開商店 9500001003447 四国初！モーションキャプチャー設備を有するシェアリングスタジオ運営事業 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 西条市 越智機械工業株式会社 1500001009245 脱炭素向け消費電力抑制のための高効率モーター部品製造事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社清家組 2500002023351 国内未導入の建設機械の活用により、愛媛のみかん栽培をサポートする農地整備事業に特化する。 中山　勇希

四国 愛媛県 東温市 株式会社重信総建 1500001020615 防災・減災と建設業のＩＣＴ化を若き力で加速度的に推進し笑顔あふれるまちづくりに貢献 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社ハートウエル 6500001012137 瀬戸内の地場産品をブランド化し販売する生活雑貨事業 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 有限会社泉家 8490002000446 コロナ禍における地方飲食店のイノベーション 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 サンクゼール・久世福商店 レッドオーシャンのエアポケットに出店！新時代の喫茶・カラオケスナックの挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 四万十市 四万十ぶしゅかん株式会社 9490001007953 熱処理工程の内製化による新商品開発および県外への販路開拓事業 濱本　健太朗

四国 高知県 香南市 合同会社Ｂｅｎｉｆａｒｅ 3490003001084 一次加工品の製造及び販売という野菜ソムリエの資格をいかした付加価値を加えた新分野への進出。 小川　博行

四国 高知県 四万十市 いちじくｄｅｓｉｇｎ ものづくり擬似体験！デザイナー×レーザー加工で贈り物 伊藤　央

四国 高知県 四万十市 合資会社平和観光 1490003000419 非対面システム導入とロケーションを活用した宿泊事業の展開 中村商工会議所

四国 高知県 高知市 ｔｅｔｅ　ａ　ｔｅｔｅ コロナストレスによる自律神経の乱れを解消！セルフ式のエステサロンに事業転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社大藤 4490002000796 ３次元データの活用によるＩＣＴ活用施工の推進 松永　敏明

四国 高知県 四万十市 ブライダル　シャルール 「貸衣しょう業」から「ウェディングプロデュース」にシフトする 中村商工会議所

四国 高知県 高岡郡四万十町 丸正水産株式会社 7490001005876 老舗鮮魚卸売が目利きしたカツオのたたきと定置網の一船買いによるＢｔｏＣへの挑戦 株式会社高知銀行

四国 高知県 香美市 合同会社高知カンパーニュブルワリー 9490003001153 顧客関係構築を目的としたブランド体験型施設と本格ビール工場の新設事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 田村プラント工業株式会社 9490002008117 金属加工事業から新たな挑戦！！　金属加工から布生地特殊加工へ 高知商工会議所

四国 高知県 吾川郡いの町 株式会社近澤建設 7490001005389 地球にやさしいエコ資材「スーパーソル」製造事業への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高岡郡日高村 有限会社イワイ 4490002009400 除菌効果の高いウェットティッシュの製造販売事業計画 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 株式会社中繁 6490002003764 老舗家具店の新たな挑戦！中古家具販売・修理事業への参入 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 川北印刷株式会社 9490001006162 従来の商業・出版印刷から厚紙印刷の新分野に進出、事業再構築を実現 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 彩食や一期一笑 新分野展開、四国西南部の一次産品を中心にした販売用商品の開発と販売所の設立 宿毛商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社蔵多堂 1490002007910 新規顧客を取り込むコロナ感染症対応徹底型の個室焼肉店への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 グッドラックカンパニー株式会社 8490001006650 屋上グランピング・室内フィットネス対応のワーケーションホテル 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社Ｃｌｉｍｂ　ｔｈｅ　ｓｔｅｐｓ 1490001008587 “家族で楽しめるプチアミューズメントパーク”キッチンカーと中古車販売店との新たな飲食業態の展開！ 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社野本精工舎 8490001006460 ３次元レーザ加工機導入による半導体製造装置の高精度部品への新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

四国 高知県 安芸郡田野町 西岡養鰻 鰻養殖業の６次産業化。食品製造加工業進出への挑戦！ 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社東洋技研 1490001001600 環境に配慮した新たな分析手法「環境ＤＮＡ調査」のへ進出 濱本　健太朗


