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事業再構築補助金　第４回公募　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 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 徳島市 ｔｅｒｒａｃｅ３８ エスニック料理の冷凍ミールキット製造・ネット販売事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 小松島市 日本料理　ます膳 県内外に徳島の食文化を発信するオープンカウンター型割烹料理店 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社オリガミ・トイロ 6480001011067 お気に入りの美容小物・衣装のレンタル事業による新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社梅井組 7480001009127 ジム、音楽スタジオで自己開放の場を提供、ＳＤＧｓ経営でＶ字回復 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ソニック 8480001003657 完全個室の定額制セルフエスティックサロン 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ優花 災害時は避難所として活用。平常時はレンタルスペースに。 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 株式会社みのりや 5480001010466 食品卸売業だからこそ知っている地元食材を活かすキッチンカー事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 焼肉寿苑 焼肉店のノウハウを活かしたテイクアウト専門唐揚げ店への展開 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社眉山 4480001004411 焼き鳥店が挑む、地元特産ブランド地鶏を使ったラーメン店の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｓｕｗａ 1480001010222 人気ラーメン店が挑む、地元密着のテイクアウト可能な定食屋の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 株式会社小土手 8480001006668 取引先拡大のための衛生強化 税理士法人アクシス

四国 徳島県 三好市 芳水酒造有限会社 5480002015811 海外進出を目指す日本酒新ジャンル「氷温長期熟成酒」製造・販売への業態転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 有限会社ネクスト 3480002006531 「車いすリフター」の商品開発と販売ルートの確立 税理士法人アクシス

四国 徳島県 名西郡神山町 東農園 空き家を活用した一棟貸のペットと泊まれる古民家宿泊 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 鳴門市 株式会社鳴門のニシムラ 6480001009937 徳島名産鳴門金時の「冷凍焼き芋」製造販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 海部郡海陽町 元祖海賊料理海賊の家 渡船事業、海鮮料理事業とのシナジーを活かした海上釣り堀事業の開始 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｍ－ｃｏｎｎｅｃｔ 7480001008962 対人接触削減！就労支援事業“てもみ店”のフランチャイズ展開 税理士法人ウィズアス

四国 徳島県 板野郡松茂町 有限会社岡野商会 3480002011085 新たな顧客層開拓のための中古車販売とカーコーティング事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ダイリＦＰＣ 4480001000971 工場副産物や国産材を活用した木質チップ製造加工への進出 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡上板町 川友建設株式会社 6480001005548 商圏内唯一のパーソナルトレーニングジム運営への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 徳島市 中川建工株式会社 9480001001585 コロナ禍でも需要高まるトランクルームとＤＩＹサポート等に挑戦する事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社アドヴァンス 8480002000331 アメリカが認めたコーティング技術を生かした中古車の販売 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 阿南市 米崎印刷株式会社 2480001007242 印刷業からクラウドファンディングサービス事業への参入 阿南信用金庫

四国 徳島県 徳島市 日昇商事有限会社 2480002003678 モバイルミキサー車による「超速硬コンクリート工事」への挑 児玉　直樹

四国 徳島県 三好市 有限会社サカタ 7480002015529 金物・工具の修理業への進出 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 有限会社みやひろ 5480002013534 徳島県産水産物を利用した輸出冷凍惣菜の製造自動化設備の導入 阿南信用金庫

四国 徳島県 阿南市 有限会社遠藤産業 7480002012749 溶接ロボット導入で溶接を高度化し、精密機器ユニット製作を実現 倉智　武彦

四国 徳島県 阿波市 株式会社ルックス電子 4480001006250 専用特注製造ラインによるＳＤＧｓで需要が増した電子制御ユニット生産への進出 東京中央経営株式会社

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社中林木工 1480002005634 オーダー木製家具製造販売への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 株式会社穂高 5480001008700 次世代システム吊り足場材のリース事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 徳島県 鳴門市 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533 キャリアカー製作事業から自動車アフターパーツ製作事業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 徳島市 高橋建設株式会社 6480001010052 アニマルセラピー付き障がい者グループホームによるサステナブルな地域社会の創造 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 吉野川市 おいし工房株式会社 5480001010334 徳島の食材を使ったそうざいを製造し、販路開拓する新分野展開事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 鳴門市 株式会社Ｍ塗装工業 2480001010650 橋梁鉄骨・プラント配管塗装新分野展開による船舶塗装業からの事業再構築 河野　剛寛

四国 徳島県 鳴門市 井上味噌醬油株式会社 8480001004911 古来の天然醸造技術を科学的に再構築し世界に手造り有機味噌を届ける 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 シースリー バーチャルストアでのオンライン接客によるスーツ非対面販売へ転換 髙司　浩史

四国 徳島県 阿波市 有限会社浅野掛軸店 6480002009861 伝統表装・縫製技術と顧客の想い出、和文化を融合した新分野開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社ウッディアシロ 7480001007485 床のリフォーム向けオーダーメイドフローリング製造販売業への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 有限会社松岡自動車 5480002004475 車の美装事業開始によるＢｔｏＣ市場開拓の取り組み 株式会社フォーバル

四国 徳島県 美馬市 株式会社原田組 5480001007371 ＩＣＴを活用し効率的かつ安全な高規格幹線道路舗装工事業への進出 株式会社東京経営サポーター

四国 徳島県 鳴門市 共栄石油株式会社 8480001004969 廃プラスチックの油化による再生燃料の生成販売事業への参入 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 海部郡海陽町 株式会社ＹＥＳ＆ＣＯ 6120901016424 地域資源を活用した、人と環境にやさしい菓子製造事業への転換 清心税理士法人

四国 徳島県 阿波市 株式会社山興建設 1480001004645 木質バイオマスエネルギーによる地域内エコシステムの構築に向けて 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社中村両栄舎印刷所 8480001007559 ＳＤＧｓ市場をターゲットとした脱プラ商品で、デジタル化に影響されない収益の柱を作る 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社ソラール 7480001005984 Ｖ２Ｈシステム（ＥＶ車と家庭の電気をつなぐ変換機）の展示販売 樫谷　一俊

四国 徳島県 鳴門市 花れんこん 鳴門れんこんを冷凍食品に加工するための施設の整備 鳴門商工会議所

四国 徳島県 徳島市 合同会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｐｅｂｂｌｅｓ 6480003000910 安心・安全の往診専門、オンライン診療対応ペットクリニックの開設 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 美馬市 マハラジャスパイス 父母ヶ浜近くでのゲストハウス事業および東南アジア料理事業 観音寺信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 はーとがれーじ パパママ夢中、子供熱中、徳島初「体験型オートキャンプ場」の開設 税理士法人アクシス

四国 徳島県 鳴門市 くすの木建築研究所 〜ＨＥＹＰＡＳＳ！！〜建築設計事務所が仕掛ける古民家再生と宿泊ワーケーション 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 板野郡上板町 日新酒類株式会社 2480001005915 徳島初となるジャパニーズウイスキーに向けた事業構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社東大 1480001004232 「徳島ラーメン」と「徳島スープ」の文化を繁栄させ、徳島県の魅了を高めつつＶ字回復を狙う！ 長谷　有希央

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社栄生薬 2480001007746 脱下請けのため薬膳料理店を開業し自社ブランドを確立する 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 脇田水産有限会社 9480002013877 旬の地魚の加工と惣菜業者へ販売による売上の安定化 阿南信用金庫

四国 徳島県 吉野川市 有限会社森商店 1480002009453 徳島県初、ドッグランを併設した農家直営カフェ 柴田　壽徹

四国 徳島県 阿南市 阿波牛焼肉　坊家 韓国スタイルを取り入れた新たなステーキ専門店への事業転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 ｍｏｎｏ株式会社 6480001004871 ＡＩを使ったパーソナライズ型サービスで新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 有限会社四郎 5480002016041 木質バイオマス発電所向け燃料木材チップの製造・販売 株式会社阿波銀行



2 / 5 

事業再構築補助金　第４回公募　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 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 板野郡北島町 株式会社サンシャイン 8480001008879 対処療法から予防療法へ！新時代の２４時間ＡＩトレーニングジム！ 株式会社阿波銀行

四国 香川県 高松市 よーいドン ［商店街に元気を！！　ｅスポーツカフェで、関係人口を創出！！］ 高松信用金庫

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 そらとたべるすりー 郊外型、紹介会員制メンズ専門脱毛サロン　〜お客様満足度Ｎｏ１を目指します〜 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

四国 香川県 丸亀市 株式会社ファルチェ 8470001013459 デリバリーと体験型サービスを提供可能なフラワーカフェ運営 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社カーサクリーンシステム 9470002009397 リペア工事業（家具・建具等の補修・修繕工事）への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社マル邦石工房 2470001005024 「改葬・墓じまい」からでる「古墓」等を粉砕化し、建築資材として活用する資源リサイクル事業 山本　純

四国 香川県 仲多度郡多度津町 美粧院 美容室が男性脱毛・介護脱毛専門の脱毛サロンへ新展開 北村嘉章

四国 香川県 高松市 株式会社ヒューテック・オリジン 1470001003508 高性能マシニングセンタ導入による新部品の製造と一貫請負事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社サンレック 4470001007497 丸編み靴下の製造技術を活かし、高機能ニット製品市場へ新規参入 クレアスト株式会社

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社いっぷく 5470001012067 地元に愛されたうどんと笑顔を移動販売車で届ける地域貢献事業 岩本　大輔

四国 香川県 丸亀市 合同会社グッドネイバーズコーヒー 3470003000988 自社開発「幸せのフルーツバター」の製造工場新設し婚礼ギフト展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社タカラ 9260001004164 Ｄ２Ｃ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）市場への進出による「業態転換」事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 有限会社八光船舶 2470002017687 自社の船舶家具技術を活用した店舗什器分野への新規参入事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 合同会社一級さん 8470003001461 画期的な和装小物で日常ファッションとして着物を着る人を増やす 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 高松市 リープランニング 「売れるショップ」空間コンサルティング事務所兼、若手育成のクリエイタースペース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 株式会社ＥＭＡＺＹ 9470001016568 イノシシ肉の焼肉とデリバリー専門フィットネスフード事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社ｂｉｓｔｒｏ小夏 4470001015855 飲食事業から食品製造業へ進出しオリジナル商品の製造販売を実施 香川県商工会連合会

四国 香川県 坂出市 一般社団法人グローバル食文化協会 4470005006099 健康にこだわった冷凍パンの製造、販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 有限会社フモト 5470002019375 小豆島素麺を使ったご当地アイスを消費者に直販する業態転換 香川県商工会連合会

四国 香川県 小豆郡土庄町 合同会社クリエイト２１研究所 8470003000620 エンジェルロードでアートギャラリーの開設事業 猪俣　知也

四国 香川県 高松市 株式会社八蔵 5470001006259 北海道食材を使った鮮魚店と鮨屋の開業 那覇商工会議所

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社コロ家 3470001009742 コロッケ専門店によるお弁当ランチのテイクアウト・デリバリー事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 四国プランニング株式会社 1470001004893 独自の無人レンタルサイクルにより地域課題を解決する再構築事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社新冥王 4470001015665 塗装事業から損害保険請求サポート事業への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社いちから 9470001016394 「オンライン学習×食事健康管理」による受験生応援事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 合同会社縁 5470003001588 障害者の就労継続支援から、ＳＤＧｓに貢献する就労継続支援事業への参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 ＲＵＦＦＨＯＵＳＥ 音楽に特化した魅力ある複合施設 香川県信用組合

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社宮﨑輪業 5470002010994 電動車両のレンタル事業構想 日本マネジメント税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社クロダ 6470001005185 ベールスタッカー生産体制構築のための新たな切断加工方法の導入 倉智　武彦

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社カープロデュース夢工房 2470001014594 自動車販売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 東かがわ市 ｈａｃｏｍｏ株式会社 8470001012642 映像事業を軸としたビジネスモデルの構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社リズム 6470001005334 地産食品分野における簡易加工を付加した新たな価値付与型卸事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 シドテック株式会社 2470001011625 高精度高品質を維持しつつ量産対応可能な複合加工機導入による医療分野への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 有限会社河井葬祭社 7470002018342 新型コロナウイルス感染対策を取り入れた「新たな葬儀業」の構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社一城建設 2470002001006 建設業界の働き方改革に挑戦‼キッチンカーによる飲食業、建設従事者への後方支援‼ 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 有限会社泉川製作所 7470002014647 最新複合加工機による鉄骨一次書く受注開始で県内同業者の連携促進 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 高松市 有限会社たかす 6470002004335 呉服屋から未来へ、３代目がプロデュースするオリジナル伝統工芸品で持続可能なニューノーマル 大前　香

四国 香川県 高松市 株式会社ライズ 9011101057738 観光資源豊富な香川県での海上輸送コンテナを活用した簡易宿泊施設の展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 丸亀市 株式会社大丸工業 7470001007370 脱炭素化に繋がる、世界基準の木製サッシ製造 折原　麻衣子

四国 香川県 東かがわ市 有限会社オートマックス 9470002018332 整備工場・鈑金工場を守れ！自動車販売業者が鈑金塗装＆エーミング作業請負事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 讃岐化学工業株式会社 6470001001713 世界最先端である５ｎｍ線幅半導体用のＥＵＶフォトレジスト感光剤の生産 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社松原建材店 7470001003816 水道業者の無駄な現場調査を減らす効率化プロジェクト 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 豊田機械 コロナ禍に対応した新製品「多関節型ロボットを使った省人化機械」を開発し、中小企業のＧＤＰ向上に貢献する。 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社池田土建 8470002000902 老舗企業による、地域ニーズが高いコインランドリーへの新進出事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社関野エンジニアリング 3470001017919 中型産業用機械の製造のための新工場設立 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社エムケーインデクト 7470001006744 ＩＣＴ搭載の高性能設備導入によるバイオマス事業への本格進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 多和砕石工業株式会社 4470001010988 地域の有機栽培野菜を使った健康補助食品の製造事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 坂出市 株式会社フケプロダクト 9470001009175 外国人就労者・留学生と地域の融合を目指す国際交流シェアハウス運営による地域創生への挑戦！ 坂出商工会議所

四国 香川県 三豊市 有限会社近藤工作所 5470002016455 先端的な設備の導入で半導体製造装置分野に進出する新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 四国高速バス株式会社 5470001001821 県産品応援ショップ（待合所とバス輸送の活用）とトータルトラベルサービスへの新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 日の出商事有限会社 7470002007709 高松港にぎわいプロジェクト 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 有限会社オカモトサービス 8470002014159 冷凍冷蔵保管庫を導入し当社の強みを生かす保管輸送サービス 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

四国 香川県 高松市 有限会社川西不動産 6470002002157 さぬきお好み焼の冷凍ネット販売と米粉を使ったグルテンフリーお好み焼の開発で新たな顧客を掴む 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ふるさと企画 8470001005885 ２４時間シュミレーションゴルフ練習場＆ゴルフレッスン事業 株式会社ＲＡＤ

四国 香川県 高松市 株式会社ボディサポート 7240001020223 きっかけづくりの総合個室ヘアサロン！トータルビューティーで新しい自分探しを応援 高松信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社上井青果 2470002010824 病院・介護施設向けカット野菜配達販売サービス みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 株式会社馬場建設工業 5470001014014 廃石を粉砕加工し、資源化することにより循環型社会を実現する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 菓舗光春堂 老舗和菓子店による地域に根ざした喫茶店の開店 香川県商工会連合会
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四国 香川県 坂出市 株式会社白峯工業 7470001017452 土木・建設業でのノウハウを活かした家屋解体事業分野への新規参入 梅澤秀樹

四国 香川県 東かがわ市 オートガレージビーンズ 完全フルオーダー対応のカスタマイズされた特殊車両の製造販売 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社オーエー・システムシャープ 7470001000805 水耕栽培装置＋ＡＩ栽培支援システム販売事業の新展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社スカイショット香川 9470003000875 中四国九州初！業務用ドローンのプラットフォーム型ショールーム開設 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社エスコート 4470001018619 西日本初！最先端技術をつかったＶＲライブ配信スペース事業 渡辺　日菜子

四国 香川県 善通寺市 株式会社小林鉄工所 9470001008012 国内回帰の需要に応じた鉄骨製造への新分野展開による業績改善 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 丸亀電機株式会社 7470001015753 保管・検品出荷作業の代行による地域物流円滑化事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社富士建設工業 1470001006980 不動産業・建設業を活かした産業廃棄物中間処理事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社成承 6470001006266 産廃の回収能力を活かしてリサイクル事業の立上げに挑戦 株式会社中国銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社大創 3470001013455 地域コミュニティ型モデルハウスによるデザインエクステリア事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 Ｋ．Ｕ．ＭＵＲＡＮＯ株式会社 6470001016637 塗装⇔運送のフレキシブルな業種転換！特殊塗装技術の継承計画 西村　公志

四国 香川県 綾歌郡綾川町 三洋魚類株式会社 7120101029151 水産物加工業を実施するとともに、ＥＣサイトでの直接販売を開始することで事業再構築に取り組む 西木　敏明

四国 香川県 高松市 株式会社中央 8470001002767 冷凍総菜・冷凍弁当の製造開始を通した商圏・市場の拡大 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ナイスタウン 5470001003041 デジタル技術を活用した「県産品小売業」への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アンビエント 8470001013475 「家の暮らしの再定義。ニューノーマル時代における、新たな家の価値の創造」 税理士法人さくら優和パートナーズ

四国 香川県 さぬき市 株式会社片山工業 7470001014350 Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！金属加工の最先端技術の確立を目指して！ 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社川上板金工業所 2470001008778 高精度・高生産性を継承した金属外壁パネル事業への新たな挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 光洋産業株式会社 3470001008934 解体事業のリサイクル率向上設備導入に伴う解体受注金額の低減化、受注率向上 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社瀬戸内人 8470001014993 出版事業で培った顧客基盤を活かした地域物販とエステ事業への大胆転換 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 有限会社ツイン 4470002008412 精神障がい者向け宿泊型自立訓練複合サービスの提供と宿泊施設の建設 高松信用金庫

四国 香川県 さぬき市 株式会社木村海産 3470001011335 イヌ・ネコの長生きをサポート　健康ペットフードの生産 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 高松市 ＭＫＳ株式会社 9470001017434 医療・介護・住宅関連分野に向けて当社独自の新製品を提供し、併せて地域産業の活性化を支援する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社坂出キョードーサービス 3470002014907 第一類天井クレーン付き倉庫の建設による地方物流中継拠点の創設 吉川　和良

四国 香川県 小豆郡小豆島町 Ｍｉｋｉ　Ａｕｔｏ株式会社 5470001014575 エーミング検査設備の導入および効果的な自動車販売のための環境整備 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社マハロカンパニー 7470001006562 白みそとレシピを密封容器にパッケージした商品による食品市場への新規参入事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 さぬき麺業株式会社 6470001001721 本場さぬきうどん職人が新規開業するパン屋さん「ら・ぱぱぱん」 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社別子飴本舗 6500001010280 新型コロナウィルスの影響を乗り越えるためのＨＡＣＣＰ対応と新分野進出 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 愛媛県 伊予市 有限会社唐木 4500002009019 新商品「おうちでがんす」を開発。急速冷凍技術を駆使して宅配事業に挑戦します。 株式会社シャイン総研

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 2500001018336 四国初！運動能力測定機器を有するトレーニングセンター事業への挑戦 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 今治市 株式会社ツイン 7500001013365 卸売りからＥＣサイト等を活用した小売り拡大への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ハーモニープロジェクト 8500001013752 本格的で健康的な自然食をご家庭に届ける家事代行サービス 税理士法人あおば

四国 愛媛県 西条市 輝らり果樹園 ゲストハウスを中核とした農家による体験・宿泊事業への挑戦！ 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 大洲市 有限会社大洲レンタカー 6500002011609 大洲レンタカー再興計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社イズ 1500001021737 瀬戸内の魅力発信！　タウン誌発行企業によるライブコマースプラットフォーム構築事業 多田　稔

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社参鍋養豚 2500002021719 働く人を応援！地域密着型コインランドリー事業進出による顧客満足度向上 川之江信用金庫

四国 愛媛県 伊予市 ざきさんふぁーむ 農業からコロナ禍にも強い新たなセルフ方式の焼き鳥店を事業化 森田　正雄

四国 愛媛県 伊予市 株式会社金沢製菓 直売店でポン菓子をトッピングしたアイス・かき氷等をテイクアウト販売 伊予商工会議所

四国 愛媛県 今治市 相原工業 若年層スタッフで挑む！「地域に根付いた縫製・検品事業」の新規参入 今治商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＬＩＳＢＥＬＬ 2500001021109 エステサロンから総合的美容室へ転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 株式会社梅乃瀬窯 8500001021318 四国初のオーダーメイドタイル生産工場建設および設備の導入 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 新居浜市 Ｊｏｈｎｎｙ＇ｓ　Ｄｉｎｅｒ モバイルオーダーを活用したハンバーガーテイクアウト専門店 清水　謙伍

四国 愛媛県 松山市 山中カメラ 音楽とドローン撮影を使用したオーダーメイド映像の制作 矢野　幸治

四国 愛媛県 今治市 株式会社一笑堂 4500001011124 潮風とコーヒー香るまんじゅう屋 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社０ｓｔｙｌｅ 8500001021730 地域の子ども達に、最高の遊び場を！〜心満たして豊かな人間形成へ〜 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 さらん 「やってみせる！」自分らしい姿を残すためのセルフ写真館の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社サン・テックス 3500001008996 新たに切削加工工程を加え金属部品新製品の一貫生産体制を構築し新ユーザー新分野への展開に挑戦 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社三宅工業 3500001010333 鏡面加工技術と横形複合加工機導入による新部品受注に向けての新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社佐々木組 2500002015687 レーザーパイプ切断機を導入し半導体製造装置向け精密製缶フレームの新製品を製造 市木　圭介

四国 愛媛県 東温市 株式会社あいフランシィ 5500001007435 福祉施設がＨＡＣＣＰ対応事業者の衛生管理に貢献 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社宝栄 5500001006593 橋梁補修工事の高い技術力を活かした高層ビル工事向け次世代新型足場設置工事事業への新分野展開 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 愛媛県 今治市 竹中金網株式会社 2500001011893 建築用装飾金網部材の新たな生産体制の構築による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社ウエデン 3500002015967 愛媛県新居浜市の生活インフラ強化に貢献する最新技術を取り入れたコインランドリー事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 株式会社フジサキ 2500001006126 ショットブラストへ対応した超精密板金加工の一貫製造体制確立による事業再構築計画 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 今治市 愛真工芸株式会社 1500001011036 視覚障碍者のための点字表示版製造事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社Ｗｈｉｔｅ　ｄｒｅｓｓ 3500002009630 ウィズコロナを見据えた新しい結婚式スタイル「フォトウエディングスタジオ」の設立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ＨＡＲＥＭＯＴＯＲ 自動車車検・整備業務の内製化による業態転換への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 今治互助センター株式会社 5500001011172 小規模ニーズに対応した新たな葬儀スタイル事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社遠藤建設 8500001014569 土地の有効活用に貢献する空き家解体事業 みどり合同税理士法人
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四国 愛媛県 四国中央市 有限会社エイワ 7500002021037 生産技術の高精度化によるアニメ色紙を主力とした新たな事業構造への転換 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社こもだ寝装 7500001014280 市内初！「災害対応型コインランドリー」事業展開による地域社会への貢献 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ファステムエンジニアリング株式会社 6500001005578 ポリオートセッターのコンパクト化による顧客層拡大 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いつき 4500001000564 地元企業と連携した自家製ブレッドギフトの開発と製造販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社マックスエージェント 7500001016707 歴史的建造物をリノベーション古民家貸切り宿泊業への新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社スポフィット 1500001018931 地元愛媛と他県の特産物を存分に取り入れた、家族で愉しむ蕎麦・海鮮食堂の創出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社谷口金属熱処理工業所 7500001010486 ２０５０年のカーボンニュートラルを見据えた洋上風力発電分野向け部材市場への進出 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 今治市 矢野紋織株式会社 3500001012478 新たな販路を開拓するために製造工程の自動化による品質及び生産性向上。 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社中川オート 8500001013273 中古車の鉄スクラップ加工・販売計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社片岡紙工 4500001015166 マグネットを使った高付加価値な紙製パッケージの製造によるニッチ市場への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 有限会社長田相互製材所 6500002011154 世界に誇る日本のクリエイターのデザインとコラボする久万高原町のオリジナル木材加工ブランドの立ち上げ 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社コスにじゅういち 8500001009858 車載センサ等に対応する次世代スパッタリングターゲットへの新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

四国 愛媛県 伊予郡松前町 有限会社アールケイ総合開発 9500002008858 建設廃棄物等の処理問題解決に貢献する効率的処理とリサイクル体制 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 伊予屋タオル株式会社 4500001011157 ミシン縫いの業態変化のためのヘム縫い関連機械自動化機導入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社青空興業 8500001005774 大型鉄骨工事獲得を目指す工場新築移転 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 今治市 中屋商事株式会社 3500001013781 サウナ愛好家向け、高品質高付加価値の今治タオル製品の企画製造とＥＣ事業への進出 ＮＸ税理士法人

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社げんき本舗 9500001015871 地元柑橘等の機能性を高めたフリーズドライ製品による新市場参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社プラーナル 5500001013417 自社独自タオルブランドを構築して卸売業からネット通販へ業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 有限会社タキノ 7500002011186 コインランドリー・クリーニング取次店併設での事業進出 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 大洲市 株式会社愛商 9500002011515 独自の工夫を凝らした特注設備導入による高付加価値金網の量産化 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 有限会社伊予鉱業所 3500002010745 採石業から粘土生成事業への業務転換と体感型施設への挑戦 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社スマートカーズ 5500001022541 ＯＢＤを活用した検査及び先進安全自動車（ＡＳＶ）の車検特定整備及び修理事業の新規立ち上げ 税理士法人烏谷税務研究センター

四国 愛媛県 松山市 株式会社古湧園 1500001001689 松山三越出店計画－新たな百貨店業への挑戦－ 税理士法人和田タックスブレイン

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社砥部焼千山 9500001007043 地域の集客拠点となる飲食事業×イベントスペースの展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 新居浜市 愛媛果汁食品株式会社 9500001009659 地場産品を利用したクラフトビール工場設置事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 愛媛ゴム株式会社 7500001004703 樹脂射出成形機導入による事業再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社宇摩公益社 7500002021020 アフターコロナを見据え小規模葬儀に特化したサービスを提供する為に、遺体安置所の設置及び小規模葬儀に特化した葬儀会館の整備 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 スタジオＧＳ株式会社 5500001016460 自社３Ｄ設計技術を生かしたオリジナルキャラクタービジネス構築事業 税理士法人やよい

四国 愛媛県 西条市 株式会社佐伯製作所 8500001009271 医療機器部品製造への新分野展開事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ポピー 1500001021415 地元の田舎花屋から市場ニーズに沿った”ボタニカルカフェ”への転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社近藤機工 5500001009844 脱炭素による売上減に対応した洋上風力発電事業への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社アクアプラス 9500002024244 ＦＣ加盟による回転寿司事業での新分野進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 有限会社アットホーム 8500002008363 知的及び精神障がい者の人生と家族の幸せを願うサポート事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 中忠株式会社 9500001011739 今治タオル製造業からスイーツ製造販売業への果敢な新分野挑戦　！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社オフィス陽勇 1500002016281 地域の環境と健康を守る石綿含有の事前調査及び分析業への参入 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社鈴木鮮魚 1500001020680 主業務であった飲食店向け卸売の大幅売り上げ減少により小売業への本格的参入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 大洲市 ＣＥＬＣＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1500001018601 大型製造装置組立受託事業への進出 松田　真

四国 愛媛県 松山市 有限会社石田製餡所 9500002000947 餡子屋の製餡技術を活かした新分野アンパンの製造業への進出計画 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 トエビス株式会社 4500001016338 ＡＩ＋決済機能搭載の自社技術を活用したアプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）型ショッピングカートサービス展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ＪＰＴ・Ｔｏｕｒｓ・Ｊａｐａｎ株式会社 2011001100769 過疎地だからこそできるパーソナルトレーナー付きワーケーション用宿泊施設の提供事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 ききょう葬儀苑 家族として過ごすペットとの別れを演出する葬儀専門業者によるペット葬祭事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社南予ビージョイ 6500001015478 宇和海産養殖魚等を使った新商品製造・販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 東和工業株式会社 9500001010121 伸縮管継手の製造に新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社永井商會 1500002016918 高齢者向けのオンラインコミュニティアプリ「りんくす」の開発・サービス展開事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社ステージアップ 2500001008510 最新ＩＣＴ介護システム導入と徹底した感染症対策の有料老人ホーム新設計画 二又　郁男

四国 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛株式会社 4500001003253 地域社会に貢献する新営業所の建設事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社植松食糧 6500001011221 「氷温技術」による高付加価値化と食品ロス削減への取り組み 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 大磯タオル株式会社 4500001009176 研究開発したアパレル用パイル生地を武器にアパレル市場への新規参入を果たす 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 株式会社レスパスコーポレーション 7500001007400 「石鎚×健康志向」をテーマとした新たな産直市『いしづち山麓マルシェ』の創出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社グランプリ 7500001000074 最新のＣＮＣ設備を導入し「純国産ゴルフクラブ」の製造開発に再挑戦 株式会社高知銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社丸山タオル 5500001012369 縫製加工内製化による生産体制確立に伴い新たなマーケットで需要を創出 株式会社広島銀行

四国 高知県 高知市 株式会社菊寿司 5490001000417 おうちで職人の作るお寿司を再現。冷凍寿司で新しい寿司店のカタチ 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 宿毛市 株式会社Ｐａｓ　ｄｅ　Ｄｅｕｘ 8490001007392 オンラインモデルコンテナ内覧会による低感染リスク販売 伊藤　央

四国 高知県 南国市 有限会社井上満吉商店 2490002011564 高知県産石灰を利用した高機能除菌液の製造 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 バーバーショップ　タートル 理容店併設型の脱毛サロンによる新分野展開及び新規顧客の開拓 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 有限会社西田写真館 1490002003934 デジタル技術と専用スタジオを活用した高知初のマタニティフォト事業 高知商工会議所

四国 高知県 宿毛市 ＣＡＦＦＥ＆ＭＥＡＬ－ＯＳＡＫＡＹＡ オンライン対応地域密着型ワーキングスペースで地域のデジタル化を推進 宿毛商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社縁 8490001003697 コロナを生き抜く！ファミリー向けレストランへの業態転換！ 高知商工会議所
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四国 高知県 南国市 株式会社ＳｔｏｒｙＣｒｅｗ 8490001008300 ｗｉｔｈコロナ時代の新しい働き方を支える「ワーキングカフェ事業」 高知県商工会連合会

四国 高知県 宿毛市 大松 創作料理人の新分野展開、外商商品の開発、オンライン販売用システム構築 宿毛商工会議所

四国 高知県 安芸郡田野町 株式会社須藤鉄工所 8490002013035 高性能ファイバーレーザー溶接システムの導入による新分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡佐川町 有限会社クマミ 5490002010290 真空包装及び高圧殺菌という製造方法の転換による長期保存可能な惣菜等製造計画 株式会社四国銀行

四国 高知県 四万十市 四国解体工業株式会社 6490001004912 環境負荷低減に向けた市場課題の解決に貢献する自動車の全部再資源化計画 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 高知市 なかやまクリニック内科循環器科 四国初のペットインディバ施術が可能なサロンの開業 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 株式会社マンキヤダイニング 5490001005250 キッチンカーによる新たな営業形態と販路拡大への取り組み 宿毛商工会議所

四国 高知県 安芸郡奈半利町 株式会社カゴオ 3490001006746 ＩｏＴを利用した船舶機関遠隔監視システムによる船舶安全管理事業への参入 高知県商工会連合会

四国 高知県 四万十市 株式会社ＮＡＴＵＲＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ 6490001009143 コロナ需要にマッチしたフィットネスジムのＤＸ化事業 伊藤　央

四国 高知県 四万十市 株式会社文誠堂 8490001004877 当社リソースを最大限に活用。新たにデジタルサイネージ事業への進出 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 ドクターベルツ高須店　プレミアムキュア ヤギミルクスイーツにより“美と健康”を提供する食品製造業への転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 合同会社ＭＯＲＩＴＡ 4490003001372 コロナ禍のストレスに癒しと安らぎを提供する一棟貸切型リゾート宿泊施設経営への業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 7490001003640 飲食店の強みを活かした新たな挑戦！「食」と「遊」をテーマにした遊漁船事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社大協工産 8490002003011 加工キズが許されない薄板ステンレス加工分野への四国初の参入 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社眞功工作所 3490002011745 スラリーアイス生成装置・食品機械の部品取扱に向けた新たな加工分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 啓大建設有限会社 3490002001333 ＩＣＴ施工の全面実施による土木・建設事業の再構築 経営標準化機構株式会社

四国 高知県 香南市 株式会社ＫＴＫ 6490001006371 数値制御搭載の高精度な横中ぐりフライス盤を導入し環境リサイクルの新分野へ参入 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 松井ブロック有限会社 1490002009849 木造住宅の基礎部分のプレキャストコンクリート製造へ新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 高知市 有限会社中西呉服店 3490002003791 衰退する着物業界から飲食業へ転換！“鉄板焼き”をウリとしてた県内では珍しい飲食店をオープン。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社エムエフシー 6490001003971 高知名物屋台餃子の冷凍商品開発に伴う工場新設とＥＣ販売開始 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 ひまわり乳業株式会社 7490001006643 紙パック入り高粘度飲料製造開始による事業再構築 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 有限会社高知シヤー 1490002001442 高性能設備の導入による半導体・医療機器分野への新分野展開 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 株式会社わかば 9490001008530 送迎付発達障害児支援事業『＆ＪＯＹ』 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 株式会社ライフ・カラーズ 3490001004122 デッキから大自然が一望。建設会社が提案する地域振興型カフェ事業。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社七和 7490001007658 高知の逸品を全国へ　水産卸業者の革新的事業再構築への挑戦 高知商工会議所


