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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 名西郡石井町 ナッシュカリーアメリカン 当店の思い満載によるレトルトカレー新規参入・新規顧客獲得 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡松茂町 アンジュクレール 徳島初！エステティシャンのブライダル関連事業進出！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 クシティヨガ 身体の内面を徹底的に元気に！小料理屋とヨガを融合したヨガ食堂事業 髙司　浩史

四国 徳島県 美馬市 有限会社やまうち 6480002015281 ブランド品・ジーンズ等・藍染によるリメイク事業進出・新市場開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 ＲＵＣＯ美容室 中高年女性の薄毛の悩みを解決する増毛・育毛サロンの展開 徳島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 エステサロンベルアミー イーキュアレーションインストラクター育成事業展開による経営安定化 髙司　浩史

四国 徳島県 鳴門市 有限会社日出蔵 4480002012421 飲食から物販へ！多種多様な冷凍商品の製造販売とネット販売事業 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 ディエムラフィナート 男性への健康・美容総合サービスの提供 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 中国小菜酒家なお 通販向け餃子・焼売の生産体制の強化 西　良騎

四国 徳島県 徳島市 ＢＯＵＮＤ　ＢＯＸ 徳島県初！！デジタルアートで繋ぐ地方活性化事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 ＳＭＳクライム有限会社 8480002008812 アイスクリーム店から完全撤退！ＢＢＱ・アクティビティサービスを体験できる地産地消焼肉店への事業転換 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 森直哉 彩りオムライスのデリバリー事業による、繁華街の活性化 長尾　辰彦

四国 徳島県 板野郡北島町中村 ＧＦＥ合同会社 6480003001578 機械によりオペレーションを効率化したテイクアウトおよび冷凍食品販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

四国 徳島県 徳島市 手鞠花 手の届く贅沢！！　徳島初・エクレア専門店 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＡＹ技研 1480001009132 建築余剰資材をアウトレットでリサイクル販売する 山本　文則

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＯＧＡＷＡ 3480001001913 ＥＣプラットホームを活用したキッチンカーによる地域おこし事業 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社モリモト 7480001002346 飲食店に活路を！独自開発クラフトビール専用設備販売業への展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 心の休息インディゴ シニアの生活と子育てママの社会復帰を支援！家事代行業への挑戦 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 和風ダイニング連 居酒屋が再起をかけたオーベルジュ及びお弁当事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 有限会社森吉商店 7480002013763 地方の材料問屋が創った「新たなタタミ」を手に、大都市でショップに挑戦 垣内　清隆

四国 徳島県 徳島市 リンクル株式会社 9480001009505 古民家を活用した重度介護認定者が利用できる入浴特化型デイサービス 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 美馬市 企業組合辻芳商店 9480005005293 四国一の清流における屋外アクティビティでの地域観光活性化事業 税理士法人喜多会計

四国 徳島県 三好市 株式会社田原工業 3480001007646 公共工事への依存を脱する為の、民間「水のトラブル修繕事業」と浄化槽設置工事業への新規参入 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 吉野川市 株式会社あおぎワークホーム 9480001004778 地域福祉への貢献！障がい者グループホームへの新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社いさわ 3480001004362 屋内テニスコートを活用した「運動塾」の開発と展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社コール・ミー 9480001005603 携帯一筋３０年、顧客との絆を武器に相互送客でカフェ事業を変える 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 名西郡神山町 有限会社神山鉄工所 7480002005991 ワンランク上の認定工場で作る、安心・安全な鉄骨で新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社テクシード 6480001003948 蓄電池産業向け生産機械製作への新規参入による新分野展開 倉智　武彦

四国 徳島県 徳島市 住宅設備アシスト株式会社 1480001003779 営業オンライン化による太陽光発電システムの非対面販売とサブスクリプションサービス事業の新展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社高橋ふとん店 1480001002715 オーダーウレタン敷布団の製造販売 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 株式会社ディーディーインテックス 1480001000958 動画配信による卸売業（ＢｔｏＢ）から小売業（ＢｔｏＣ）への業態転換 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 美馬市 有限会社拝原建設 9480002014958 宿泊事業「スモールヴィレッジ（仮）」～自然との触れ合いに特化した心の安息地～の提供 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 呑み喰い処旬 居酒屋から、和洋折衷コース料理及びデリバリー弁当販売店への事業転換 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 株式会社野口モータース 7480001009713 鳴門市唯一の大型車両に対応したロードサービスの提供 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島 5480001008122 徳島県初！元プロ野球選手による最新設備を用いた室内野球スクールの開校！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 池田建設株式会社 3480001009452 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを活用し、民間工事を推進することで元請業者への業態転換を図る 徳島信用金庫

四国 徳島県 美馬市 株式会社ＧＬＯＢＡＬ 2480001010733 木くずの産業廃棄物中間処理事業への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 北川モータース 自動車整備工場から「カーリース＆レンタル」事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好市 有限会社ヤマト重機 5480002015951 コンクリートがら中間処理事業への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 バー余白 １日３組限定、高付加価値の肉懐石コース料理店の開業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 上村紙器株式会社 5480001000252 最新鋭のデジタル印刷機導入による高品質化粧箱生産への対応 株式会社フラッグシップ経営

四国 徳島県 三好市 株式会社ミヨシキャスティング 7480001007766 アフターコロナにおいて需要が急増しているロボット部品製造事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 マルヨシ食品株式会社 4480001002324 漬物製造販売の経験を活かし袋詰めに特化したサービス事業の展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 阿波市 平野金属株式会社 9480001004613 宅配ボックスの生産体制確立によるＥＣ市場への進出 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 板野郡藍住町 有限会社いずみソーシャル・サポート 5480002012131 障がい者の地域での暮らしを支える住まいを提供し、地域共生社会の実現を目指す 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿南市 有限会社ナルディ 3480002013429 車社会の大変貌をチャンスに販売業から整備業にも挑戦し、地域の安全を守る 阿南信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 株式会社ウザワ 8480001006288 新事業展開　大工が創るジャパネスクなインテリア家具 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 株式会社リノヴェ 3480001007844 ０～６歳児までを対象としたＡＩによるオンライン英会話サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 徳島県 徳島市 ハナブサ厨房株式会社 8480001003236 「徳島県初！レンタルキッチン併設グランピング場の開設」 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 海部郡美波町 浜吉水産 海産物の燻製事業の経験を生かした食肉燻製事業への取り組み 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社ＰＩＫＯ 9480001006023 宝石店が地域に笑顔を届ける「洋菓子店のＦＣ事業」に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

四国 徳島県 阿南市 阿波哲合同会社 7480003001354 ワーケーション可能な体験型アクティビティ提供施設の設立 税理士法人アクシス

四国 徳島県 海部郡美波町 さくら庵 田舎の貸切古民家宿が叶えるｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ時代の旅の形 吉本　智

四国 徳島県 徳島市 株式会社エムソリューション 3480001010815 環境に配慮したコインランドリー事業と併設店舗でのサステナブル商品の販売 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 徳島トラック株式会社 1480001001477 専用保冷剤交換サービス付き保冷剤装着具の開発・販売 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ときわ 3480001001517 瀬戸内の食材を活かした「新しい食卓」提案事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 株式会社アズマ四国 9480001006592 営繕型リフォームから性能向上リノベーション分野への展開 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 日晃商事有限会社 6480002002222 衣料卸からライフスタイルを提案するリフォーム業への業種転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社猿楽社 9480001009447 阿波踊り専門の紙媒体からオンラインビジネスへ事業を転換する 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 今中大豪 セントラルキッチンの設置と徳島県産の材料を使用した料理提供で「徳島」を活気付ける 長谷　有希央

四国 徳島県 徳島市 有限会社天野鉄工所 3480002000402 一体化した大型部品の一貫加工・製造に挑戦する新分野展開事業 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ボン・アーム 4480001003867 ～徳島からあいをお届け～　くすりやが作る生薬原料と生薬化粧品 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社さわ 9480001003994 地域資源を活用した特色ある瓶詰（防災食）製造販売への新分野展開 株式会社徳島大正銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社協同サポート 2470001012086 コロナ禍の市場環境に対応！就労継続支援事業所の新しい挑戦！ 吉元秀樹

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社ＭＹテック 6470001012628 コロナ禍でも供養可能なペット訪問火葬事業への業種転換 株式会社香川銀行
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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社ｚｅｒｏ 8470001009473 ペットと泊まれる古民家運営事業による事業再構築 税理士法人生駒会計

四国 香川県 坂出市 有限会社平尾花火店 1470002015279 今だからこそ、花火の底力を！～シークレット花火を軸にした大胆な事業再構築～ 坂出商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社ナヤズダイニング 1470001004373 食材ロス削減のための冷凍食材製造販売及びフランチャイズ事業の確立 株式会社香川銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社フォルムハウス 1470002017374 地球環境に配慮したＣＯ₂ネットゼロハウス宿泊体験型サービスへの新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社アロマズ 4470001014642 自社開発ネット販売システム導入による非対面販売への思い切った挑戦 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社贔屓屋 1470002005585 「新しい店舗スタイル（非接触店舗）」の立ち上げ 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ｍ．ｙ．ｃ 1470001018919 飲食店に元気を！顔の見えるグルメサイト構築・運営で地域活性化 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社二宮石材 7470001005853 オンライン商談と直営店舗進出による、アート石材小売業への転換 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社ノバス 4470001015087 医師監修の完全オンライン型パーソナルジム事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 珈琲とおやつ　タコのまくら 売上増加と安定化とコロナ禍後を見据えた　Ａｉｒｂｎｂ（民泊）事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 ウェーブスワールド有限会社 9470002009273 高松市「スーパーシティ構想」を後押し！！動画製作・編集教室事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社オカウチアピー 7470001000838 売る場所から、着てみる・試してみる場所へ。体験型志向店へのリニューアル 折原　麻衣子

四国 香川県 高松市 株式会社ゼムス 5470001002349 ドローンを活用する上で必要な知識と技術を提供する香川ドローンラボの開業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ＳＫＴ 9470001014951 超感染症対策仕様の「暗闇フィットネスクラブ」事業 塩入　大輔

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社トータルプラス 5470001013866 人を生かす経営と利用する側の利便性・効率性を追求した足場工事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社トッキ商事 1470002007706 愛車管理の新時代　大型バス清掃のプロが提供するカーコーティング事業 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社三栄産業 8470002017459 心身の健康・豊かさを取り戻す「環境型ガレージサウナ体験サービス」への新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社Ｂｏｒｒａｃｈｏ 3470001014206 “密な居酒屋”から“スマートな非接触型ラーメン店”への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 合同会社ＫＧ－ＰＲＯＤＵＣＥ 8470003001825 地産地消グルメ飲食店の開業と　壁面　ＬＥＤ　広告業の開始 權田　成悟

四国 香川県 高松市 株式会社ＥＴＨＩＣＡＬ　ＧＲＯＵＰ 1470003000619 瀬戸内のさぬき広島にプライベートアウトドスペースを！島から海洋問題にも取り組む「エシカルアイランドプロジェクト」 山地　圭二

四国 香川県 高松市 合同会社ＭＥＩＸ 9470003001824 持ち帰り・デリバリー対応の餃子店でコロナに強い飲食店へ 權田　成悟

四国 香川県 高松市 南部開発株式会社 6470001003107 水陸両用建機を使った特許浚渫工法による生産性向上と事業再構築 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 ユーロスポーツ株式会社 6470001006497 脱炭素社会実現に貢献！電気自動車（ＥＶ）の充電ストレスを軽減しＥＶ販売を拡大 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 丸栄機工株式会社 7470001017188 高精度な重切削加工技術の確立による半導体製造装置関連市場への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 森永ミルクデリバリー香川町店 既存の牛乳宅配のルートを活用したパンの宅配事業への進出！ 香川県商工会連合会

四国 香川県 東かがわ市 株式会社シロトリ 2470001011385 安心・安全な社会環境を目指す抗ウィルスソリューション事業開発 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社カネヒデ 6470001011992 冷凍殻付きカキの製造と通年販売による事業再構築 株式会社リアリゼイション

四国 香川県 高松市 株式会社オオタ 9470001000084 建機部品の成形加工業への新分野展開による売上・収益のＶ字回復 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 坂出市 有限会社佐々木鉄工所 8470002014910 当社の強みを活かした地域貢献事業への挑戦による新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社エステート三貴 4470001015822 太陽光発電システムの管理・点検サービス事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社カワニシ 6470001001151 外部環境に依存されない製造体制を構築し、コロナ禍からのＶ字回復事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ａｆｆｅｃｔｕｅｕｘ 5470001006028 心も体もきれいになる至高の薬膳火鍋 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 株式会社Ｋ－ＨＯＵＳＥ． 6470001016926 廃棄内装材の有効利用、内装材のリサイクル販売への進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社寿工房 8470002013920 自家消費型太陽光発電システム販売・設置工事事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ハーモニー 7470001014623 ３ケ月先まで予約が埋まる「予防歯科」経営手法のオンラインコンサル事業 一般社団法人共創デザイン総合研究所

四国 香川県 坂出市 丸善工業株式会社 1470001009190 シート印刷の新技術導入による衛生用品分野への思い切った挑戦 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社カートランド四国 5470001017479 高齢化社会に対応した福祉車両の整備・板金・販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 安田技研株式会社 8470001007725 新たなメッキ処理設備の導入による金属加工の多角化を実現した新分野への展開 兵庫信用金庫

四国 香川県 高松市 ＡＳＡＫＵＲＡ　朝倉博美 「美容室が２か所の遊休フロアを再生し、極上の貸し切りヴィラ事業（民泊及びブライダル）に挑戦する。」計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 大三機工株式会社 4470001006771 次世代エネルギーを推進するための水素燃料タンク製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

四国 香川県 高松市 株式会社渡辺鉄工所 7470001004368 高付加価値建築関連製品製造事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 有限会社アイ・アイイスズ 1470002000487 デジタル技術を活用した「接客型ライブコマース」への挑戦 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 筒井鉄工株式会社 3470001010361 太陽光発電設備付きビニールハウス等の製作に関する事業計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 観音寺市 有限会社タニーズ 1470002016038 飲食店のための飲食店新規開業 観音寺信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 アトラス整骨院 独居老人を救え！高齢者に優しい宅配を行うオリジナル食パン専門店に業種転換、ＥＣサイトでローカルから全国へ 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 有限会社リビング・ラブ 3470002007472 インテリア×オーシャンビュー×カフェで時間消費・空間を商品としたカフェの展開 株式会社阿波銀行

四国 香川県 坂出市 讃岐紙工株式会社 8470001008987 香川県坂出地区初の「バーチャルシステムによる非対面型フィットネスクラブ」分野への進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 滝川印刷株式会社 4470001006945 ハイブリッド光触媒による「抗菌・除菌うちわ」と「抗菌・除菌厚紙封筒」印刷事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 三豊市 株式会社豊和開発 7470001010275 屋外体育施設における天然芝、人工芝の維持管理事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社サンキ 1470001001585 設備販売の知識を生かした省エネ設備設計・コンサル分野への新展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社丸島ハウジングサービス 2470001012227 エクステリア工事業をＤＸ化し進出する 香川県商工会連合会

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社真里 4470002019343 ワーケーション施設とシェアハウスを融合させた新しいビジネススタイルの「シェアケーション（造語）」施設事業 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 丸亀市 琴参タクシー株式会社 9470001009695 タクシー事業者による陸と海のツアーを一体で提案する観光事業の新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社モクラス 9470001010851 木製バレルサウナ及び関連製品の開発と設備導入による新市場進出 株式会社伊予銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社おがた食研 5470001013222 地域に貢献する「長期保存が可能な地元名物商品の開発・販売」事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 樫原工業株式会社 2470001011039 自社オリジナルシューズの製造販売で下請企業からシューズメーカーへ事業転換 大内　幹永

四国 香川県 坂出市 新山樋石材株式会社 5470001009501 バイオマス発電等のは廃棄物を原料とした高付加価値再生砂「ニューリグローブ」の製造 梅澤秀樹

四国 香川県 観音寺市 株式会社ビー・エム・シー 3470001010205 屋外広告看板事業新規参入～明るいＬＥＤビジョンで未来を明るく照らす 香川県商工会連合会

四国 香川県 木田郡三木町 ＵＳＥ株式会社 9470002011130 ＡＰＩ連携サーバを開発、インダストリー４．０に対応したエンジニアリング会社に転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社熊野蒲鉾店 1470002002483 高齢者の健康を支える讃岐を代表する嚥下食用練り物の製造・販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 西野金陵株式会社 6470001008188 搾りたてそのままにお届け！ピリッとはじける新たな日本酒開発事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 三豊林材工業株式会社 3470001010592 自社の家具製作技術を活用した別注大型建具分野への新事業展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 宮本スケール 業界初の超大型質量比較器（コンパレーター）製造事業への挑戦 株式会社中国銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社ポルテ 1470002018612 フレイル予防のために用いるベルト電極式骨格筋電気刺激法を活用した医療器具の部品製造 みどり合同税理士法人

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社イハラ 8470001007849 Ｍ＆Ａによる階段・手摺事業への展開による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス
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四国 香川県 丸亀市 山神印刷製袋株式会社 7470001007726 宅配向け包装資材の製造・量産化の実現 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 サンエイ株式会社 8470001001554 配送伝票の製造請負からシール型セキュリティ印刷の事業化で業態転換 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社須田木材 1470002010858 社会問題となっている空き家をリフォームした体験型宿泊サービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 ワキシーズンカメラ 参加者が楽しい１日を過ごしてもらえるパーティー型撮影スタジオ みどり合同税理士法人

四国 香川県 仲多度郡琴平町 有限会社ジュエルヒラタ 7470002013252 無人セルフチェックインシステムを利用した非接触型の戸建て宿泊施設の運営 みどり合同税理士法人

四国 香川県 香川郡直島町 ｋａｎｅｍｉｔｓｕ株式会社 1470001005966 宿泊事業から学生向けレジデンス事業とｅ－ｓｐｏｒｔｓ事業への業態転換に係る事業計画 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

四国 香川県 高松市 株式会社香西商店 5470001001433 業界に長年存在した不具合を解決した和装専門晴れの日写真スタジオ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ナセル 5470001006705 入浴サービスを強化したデイサービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ハナブサ 9470001003392 美容室向けローカルＥＣサイト運営支援事業 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ハウスサービス 9470001011230 自社ブランドとして開発するパッケージ空間及び小屋を複数展示販売する事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社テルミ・エンタープライズ 4470001006788 画期的なポリエステル素材へのフルカラー印刷と生産性向上の実現 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ミネック 3470001003745 総合体験型施設を備えた地域密着型サッカースクールへの新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社グローアップ・ファースト 4470001014972 当社建築ノウハウおよびアウトドア商材を活用した非接触型宿泊事業 森　裕輝

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ダイヤモンドバレー 5470001011416 アルミ建材取付工事業進出によるワンストップ工事で短納期化の実現 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 香川印刷株式会社 3470001000924 「老舗印刷会社が挑戦。卓上カレンダーと団扇で新規マーケット開拓」 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社古川鐵工所 7470001017667 高精度加工機の導入、自社ノウハウの提供による半導体分野への進出 株式会社中国銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社オルトリハ・システム 7470001006934 中国・四国地方初！　デジタル技術を活用した義肢装具のＢｔｏＢ事業への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社Ｋａｇａｍｉｈａｒａ 7470001012643 「愛犬家住宅コーディネーターが提供するドッグラン併設カフェ事業」の展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

四国 香川県 高松市 喫茶アン 復刻させた伝説のラーメンをテイクアウト＆移動販売＆土産商品で販売 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 株式会社瀬戸水産 8470001010555 新工場を建設し製造体制を一新。冷凍食品製造業参入と自社ブランド製品で事業再構築を図る。 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社観音寺ボデー工作所 5470001009864 電動化車両への対応に向けての車両整備用新設備導入計画 ストラーダ税理士法人

四国 香川県 観音寺市 わくわくパソコン教室 障害者向けＩＣＴサポートセンター（職業訓練施設）の運営 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社コクラ工芸 4470002014872 最先端の計測機器を備えたバッティングセンターで、スポーツによる地域活性化に挑戦 黒川　一也

四国 香川県 高松市 株式会社喜代美山荘 7470001001290 団体旅行から個人旅行及びワーケーションに適応した旅館への業態転換 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社山食 3470001004735 からだに優しいヘルシーな「鶏肉」のスーパー向け卸売り事業分野への進出 梅澤秀樹

四国 香川県 高松市 ＡＵＲＯＲＡ　ＭＵＳＩＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ 音大卒音楽家活用の音楽教室＆イベント運営用完全防音１００㎡ホール 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社大西グリーン 5470001018808 特殊樹皮肥料を使ったオリジナル培養土の開発とネット販売での小売業進出 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 小豆島生コン株式会社 5470001012158 「地球にやさしいコンクリート」環境負荷を低減した新方式コンクリート製造への挑戦 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 松村石油有限会社 5470002006423 レンタルガレージを併設した次世代自動車対応の認証整備工場新築による自動車整備事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ディレクターズ 3470001016549 既存事務所を活用した学習塾運営、地域の子どもに学ぶ目的や楽しさを伝えて学力格差の是正に貢献。 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 あおぞら工業株式会社 6470001017882 業界最速見積り製造納品！屋根瓦板金部材の御用聞きビジネス 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社やまと 6470001017809 オリーブ牛など地元食材を使った産直カフェで地域住民の集い場づくり 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社妙興 1120001129726 こだわり住宅向け外構工事・家周りの空間デザイン事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社ヤマイチ 8470001011198 静電塗装技術の獲得による高耐食鉄骨二次部材の製造・供給 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 株式会社榊紙店 7470001001613 平判自動打抜き加工機による、板紙（厚紙）加工分野参入及び紙製品の最終製品化 公益財団法人かがわ産業支援財団

四国 香川県 高松市 株式会社サンクラッド 4470001013826 学校連携リユース学生服通販及び廃棄学生服のリサイクル商品化プロジェクト 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社小豆島国際ホテル 1470001012153 観光名所「恋人の聖地　エンジェルロード」に隣接するフルーツパーラー運営事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 フォックスジャパン株式会社 8470001015835 ＳＵＶ×アウトドアライフスタイルの、非接触・提案型スタジオの建設 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 合同会社Ｆｉｚｍ 2470003001384 インターネットライブ配信及び企業映像制作の拠点となる動画スタジオ開設の新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社サクセス 5470001009006 コロナ時代に求められる物流に対応、非接触型の倉庫一括管理事業への挑戦　ＳＤＧｓと共に 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社三和ボデー 9470002014926 愛車をいつまでも美しく守る手洗い洗車・コーティング事業 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 瀬戸内ハウス 瀬戸内の魅力を活かしたワーケーション特化型民泊施設の開業 大隅　直人

四国 愛媛県 松山市 ＨＥＡＲＴ　ＩＮ　ＴＯＵＣＨ合同会社 3200003003480 オンラインメンタルケアシステム『ＩＹＡＳＨＩ』の構築と販促 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 丸鷹産業株式会社 9500001012349 ＢｔｏＣ向け新ブランド立ち上げを通じた販路開拓及び生産効率化の実現 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社風美堂製菓 8500002019922 しまなみで育った自然の恵みを、直接お客様のお手元へ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社セイワパッケージ 5500002018489 タオル業界で培った検品・個包装技術を活かした食品市場への新たな挑戦！ エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 新居浜市 一般社団法人スタジオ夢叶 2500005007855 有機野菜や自家焙煎珈琲などを販売する就労継続支援　Ｂ　型事業所の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社柴田辨治商店 6500002021632 夏季でも喜ばれる和菓子「冷凍で食べておいしい饅頭」の商品化による新規需要獲得 株式会社中国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 梅美人酒造株式会社 6500001008259 歴史のある蔵×地ウイスキー醸造事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 コンテックス株式会社 7500001011559 靴下編み機導入による、新製品の製造による新市場の開拓 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社永久堂 9500002016019 創業昭和元年の和洋菓子店が半生ドライフルーツを新開発しＥＣ販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 トーラスミュージックスクール そこにしかない“演奏”をカタチに残す、音楽記念品製造販売事業 松山商工会議所

四国 愛媛県 松山市 あい整骨院雄郡小学校前 女性に特化した完全個室の美容鍼灸院の開設による新分野展開と事業拡大 今井　惠一

四国 愛媛県 西条市 株式会社穿孔社 8500001020716 新工法による建設従事者の減少に対応した解体撤去業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社マルヨシ工業 3500001021776 自転車保有率が全国上位と愛媛で自転車洗車サービスへ新事業展開 井上　直輝

四国 愛媛県 今治市 株式会社１２１４ 2500001020936 個室シェアサロン運営によるフリーランス、休眠美容師の復職・自立化支援事業への挑戦 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 今治市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｒａｖｉｓｈ 観光＆サイクリスト『しまなみ海道・大三島』丸ごと味わう創作料理屋『雅樂（ＧＡＲＡＫＵ）』 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社宇和島コピーセンター 5500002022532 非接触型セルフ写真館の運営 宇和島商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社ライフベース 4500001017212 ３Ｄモデルハウス－カタログサイトによる住宅建築の集客支援への取り組み 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 デジタルコーナー株式会社 1500001018262 市民との接点となるコーヒースタンド、コミュニティスペースの設営、通販事業の立ち上げ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 今治市 有限会社おみやげナガノ 6500002020171 土産店による島の希少柑橘を使った天然果汁製造への挑戦！ エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社四国クオリティ 1500001015094 竹害防止のために伐採した竹からつくる肥料・飼料の製造販売事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 有限会社成和技研 7500002018487 今治初！四国最大級！！全打席データ計測器完備の室内ゴルフ練習場運営へ挑戦！！！ 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社オネスト 9500001013685 ＤＸを駆使した調剤機器とドライブスルー薬局で事業を再構築する 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 今治市 伊予建設工業株式会社 8500001012770 船舶用大口径パイプの加工設備導入によるパイプ製造の新分野展開 株式会社伊予銀行



4 / 5 

事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 愛媛県 新居浜市 株式会社水上塗装 2500001010334 「ダブルブラスト工法」のロイヤリティ型ビジネスによる循環型社会への貢献 株式会社エフアンドエム

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社青木蒲鉾店 3500002020926 高温高圧調理器の導入による「常温保存・常温流通の実現と市場拡大」 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社タイケン 6500001019454 職人が一貫対応で建築する工務店の、テレワーク需要を見据えたワークブース販売			 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社真木 2500001013023 ハンカチタオル縫製加工の自動化と縫製工の技術を活かした新製品縫製加工事業の開始 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社クリエイト伸 3500001015191 心身ともに健康に！家族の幸せを支える庭付きハイエンド住宅開発 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社酒の大型スーパージン 9500001001748 ゴルフ未経験者から上級者まで楽しめるシミュレーションゴルフセンターの展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 島尾工業株式会社 5500001021849 プラント向け配管に関するトータルサポート事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社象三 6500001022796 店舗依存型脱却に向けてのテイクアウト・デリバリー事業 越智　聖

四国 愛媛県 松山市 株式会社エル・エス・エム 2500001005680 地域資源を活用した「角打ち」スペースの新設による飲食業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社蛭子丸 3500001014045 カリスマ漁師による鮮魚６次化、小売から世界への挑戦 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社グローバルトラスト 9500001022273 ホテルライクなサービスの提供と災害時地域住民に開放するコインランドリー事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ファブサイド 3500001021487 全国建築鉄骨加工業者を対象にした専用アプリ及びシステム提供サービス 愛媛県中小企業団体中央会

四国 愛媛県 西条市 有限会社守矢建設 4500002015487 オリジナルレジンカウンター製造業務とＬＣＣＭ　住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅）普及促進のために必要となる みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社ムラカミ石材 6500001019561 石材事業から解体業へ、県内初！終活ワンストップサービス 本多　剛士

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社塩崎工業 9500002016506 難加工材の高精度切断加工技術習得による半導体産業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社近藤公久商店 9500001016300 養殖魚向けの冷凍餌保管販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社有高扇山堂 1500001014179 「えひめ伝統工芸士」認定の技術力を用いたオンラインワークショップの活用 東予信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社ブレス 4500001003591 老舗アパレルが実施する大人気スイーツショップ出店による街の活性化 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 大西紙工有限会社 7500002021053 クリーンルームを用いた医療用ドレープ製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ヒューネット 6500001003433 地球環境問題の解決に寄与する食用コオロギパウダーの生産事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 有限会社ステーションホテルミナミ 3500002018466 今治市が強化するサイクリスト向けの観光需要の取組を背景とした新ホテルの建築 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社マルミ 1500001008503 最新技術で安心安全なアワビを当社物流網で低コスト流通事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社パーソナルアシスタント青空 6500002002871 脱炭素農業を広げ野菜果物を生産から加工販売まで一体化事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 西機電装株式会社 3500001010184 新たな塗装設備の導入による半導体製造装置市場への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 藤井工業株式会社 1500001017504 ５００ｔプレス導入による焼板曲げ加工と製造・販売への進出について 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社アイリテクノ 5500001010802 食品加工工場で使用する業務用食品機械の修理・整備・開発 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社楠岡鉄筋工業所 9500002002381 国産カンゾウ栽培加工事業への進出による休耕田の活用 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 立木工務店株式会社 5500001018589 愛媛県宇和島市の非日常グランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 愛媛県 西予市 株式会社たいよう農園 1500001019590 「自社オリジナル商品（地元食材を使ったレトルト食品）」をインターネット販売することによる事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 南や北や 製麺所併設ラーメン店出店 丸木　公介

四国 愛媛県 今治市 楠橋紋織株式会社 9500001011482 国内外のタオル事業の再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社今井青果 1500002014789 未利用資源の搾汁残渣を有効活用した循環型事業の構築 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 第一印刷株式会社 8500001011814 高付加価値な紙加工商品の製造・販売による新分野へ挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社飯尾電機 1500001009872 クリーンルーム工場での半導体製造装置ユニットと医療用超電導コイルの開発製造 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社応用機械 9500002022025 当社の技術を活用した「オーダーメイドキャンピングカー」等の製作 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 西条市 西条環境整備株式会社 4500001010869 「汚泥中間処理」で豊かな瀬戸内海と東予エリアのＳＤＧｓに貢献する 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 小手川工業株式会社 8500001004867 厚板金属加工業から薄板金属加工業への転換による太陽光パネル搭載ガレージの製造 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｒｉｔｚ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 3120001191328 画期的特許技術を有するまつ毛エクステライセンス講習事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

四国 愛媛県 松山市 株式会社門田商店 9500001001244 自社リサイクルによる非鉄金属販売事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 檜垣造船株式会社 5500001012187 波方工場　第五棟　増築計画 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社翁堂 6500002001782 「創業５０年を越える乾物屋が作る本物の味を食卓まで！」 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 佐川印刷株式会社 7500001005148 段ボール家具製造業事業への展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社瀬戸内ブランディング 3500001016173 催事企画会社の強みを活かした自社店舗販売への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社タステム． 6500001009876 薄板金属の一貫生産技術を活かした防災関連分野への展開 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社クラフトガーデンワークス 2500001023071 コロナ禍を背景とした新需要の植物店舗接事業 税理士法人やよい

四国 愛媛県 西条市 株式会社越智鋳造所 2500001009244 自動化設備や高性能ロボット等の成長市場参入に向けた設備の導入 高田　勝人

四国 愛媛県 伊予郡松前町 義農味噌株式会社 6500001004860 地域農産品を使用したジャム・ゼリー食品分野の製造・販売に参入する。 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予市 有限会社伊予カントリークラブ 9500002008024 バーチャル×リアルによる新たなゴルフレッスンの展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 清家興業有限会社 9500002022818 省人化された倉庫における養殖魚用エサの保管・管理 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社松山針灸接骨院 5500002006155 未就学児の児童発達支援事業で子供たちの可能性を広げる 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 四国中央市 技研工機株式会社 7500001014611 脱炭素社会の実現に寄与する、ＥＶ自動車用バッテリーセパレータフィルム製造装置への新規参入 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 八幡浜市 二宮美桃園 二宮美桃園 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社えひめリビング新聞社 2500001000871 リノベーションされた中古マンション再生流通事業 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 松山市 愛媛パッケージ株式会社 5500001001941 衛生用品梱包段ボールの製造 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社カラー 5500001018960 自社工場兼事務所を最大限に活用した産業機械塗装・小ロット塗装事業への新規参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ヒーロー 7500001005404 モバイルオーダーと急速冷凍庫を活用した飲食・宅配事業へ新規参入し、「ＳＤＧｓ」に貢献 株式会社香川銀行

四国 高知県 高知市 株式会社仙樹 9490001008290 居酒屋の強みを活かし海鮮焼きも楽しめる焼肉店への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社光写真館 4490002011926 子供の写真撮影に特化した高付加価値写真スタジオへの転身 高知県商工会連合会

四国 高知県 幡多郡大月町 柏島ダイビングサービスＳＥＡＺＯＯ 柏島の海の魅力を引き出し安全に快適に楽しむお手伝い事業 大谷　洋

四国 高知県 高知市 株式会社浜幸 5490001001836 “自宅でスイーツ作り”用の食材キット販売 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社ビルドアンプグループ 1490001000437 ＧＯＴＳ認証自社オリジナルのオーガニックコットン衣料品販売に挑戦 梅原浩一

四国 高知県 土佐郡土佐町 日々株式会社 6490001008541 古民家を活用した非接触型一棟貸し（バケーションレンタル）への転換 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 有限会社海昇 8490002007177 本格的な製造業への挑戦！四国島外への販路拡大を目指す 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社イーキューブプラス 4490001009517 深夜に頼らない経営体制の構築！肉料理経営による再構築 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 ｂｌａｎｃ コロナ時代の少人数向け「行きつけ」　肉料理ダイニングバーへの挑戦 梅原浩一
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四国 高知県 高知市 株式会社Ｔ－ＢＬＯＯＤ 6490001007064 超高齢化社会に向けてライトユーザージムへの新分野展開により事業再構築をします 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 レッドクローバー ハンドケア専門家による完全天日塩にがりを使用した化粧水製造業への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 キッチン　ニーダ 洋食の定食屋から１人でも来店できる欧風カレー専門店へ事業転換 安岡　和孝

四国 高知県 長岡郡本山町 ばうむ合同会社 6490003000686 林産業を支える事業体へ！レーザースキャンを用いた森林調査事業への新たな挑戦 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 株式会社ａｎｄ． 6012801009221 格的な飲食店へ業態転換！コミュニティサイトも構築し地域の交流拠点を創出 高知商工会議所

四国 高知県 室戸市 漁師の食卓 新分野展開！金目鯛のアラを使った出汁パックの開発・販売 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 有限会社カワムラ手袋 9490002011252 ニット服飾小物の細かなデザインとラインナップ拡充 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 カイロプラクティック院ＣＡＭＥＬＬＩＡ セルフエステ×レンタルサロンのダブルビジネス展開 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 高知県 高知市 株式会社ユイッソン 9490001009891 物販事業と地域連携でコロナを乗切る新サービスへの挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社アクティブ 8490002006212 コロナ時代の「食とリラクゼーション」新業態店への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社高橋豆富 9490002003175 豆腐製造業から新規肉吸い専門店の出店による２本柱経営への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社酒井建設 7490001000943 高知県の社会的課題解決のための中古住宅再生ビジネスへの参入 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 株式会社飯田鉄工 6490001000102 コロナ禍を乗り切るための防災製品開発による海外市場への初挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社ダイセン 8490001001404 金属加工工程の内製化と販路開拓によるコロナの影響からの脱却！ 高知商工会議所

四国 高知県 香南市 株式会社隆成コーポレーション 7490001006412 インバウンド向けホテルから地域ゴルフニーズにこたえる新市場進出 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 南国市 メタルクラフト 曲げ加工の内製化によりメーカーへの業態転換！新製品の製造によりコロナからのＶ字回復を実現。 濱本　健太朗

四国 高知県 幡多郡黒潮町 明神水産株式会社 4490001005053 日本初完全藁焼き冷凍カツオたたきの製造と６次産業化の革新的推進への挑戦 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社シーシーティブィ高知 4490001001309 最先端設備とＤＸを駆使した新時代のカラオケボックス事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 Ｊａｐａｎ　Ｇｉｎｇｅｒ株式会社 1490001005403 新たな加工方法による地元農産物の高付加価値化による新分野展開 経営創研株式会社

四国 高知県 高知市 高知ＹＧフーヅ株式会社 1490001008034 飲食店専属ＣＫから脱却！スウィーツ＆冷凍食品の食品製造業に挑戦！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 トレジャーカンパニー株式会社 9490001007838 遊休不動産を活用した地域ニーズに応える新型美容室への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 土佐市 有限会社カリヤテント 5490002009432 避難テントにもなるサウナテント等の自社製品製造分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡四万十町 株式会社いなかパイプ 3490001008998 「いなか」で住む・働く人を増やすための宿泊施設・ツアーガイド 株式会社高知銀行

四国 高知県 幡多郡三原村 土佐三原どぶろく合同会社 5490003001066 三原村のどぶろく文化を次世代に伝承するための製造・販売機能集約事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社タカチ測建 4490001001151 測量事業におけるＤＸ化の推進と香川県への新分野展開の実現 株式会社四国銀行

四国 高知県 吾川郡いの町 有限会社高知発条製作所 1490002009452 高度なばね製造の為の新規設備導入による試作・小・中・大量生産への業態転換 高知信用金庫

四国 高知県 高知市 有限会社リビルト竹内 5490002008120 中小企業のＣＯ２削減に寄与するサーマルリサイクル事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社リパブリック 3490002006233 地方版！リアルとネットを融合したショールーム型店舗への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社西部技研 1490001000742 ＩＣＴ施工の全面活用による土木・建築事業の新たな展開 松永　敏明

四国 高知県 土佐市 株式会社三陽荘 6490001005448 新しい日常「ワーケーション」提供型宿泊施設への転換 株式会社イソシエ

四国 高知県 高知市 有限会社アシスタント高知 2490002008123 高知初！ミドルステイ型施設を軸とした高齢者向け生活支援事業！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社ニシモト 7490002003945 養鶏場の鶏糞ペレット製造自動化による海外輸出事業への挑戦 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 株式会社田原工業 6490001005555 強み・機会を活かした飲料容器の再生資源回収事業への進出 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 有限会社ノーブルサベージ 8490002007739 新規カフェ事業への転換と児童福祉支援事業への進出 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 合同会社とまり木 4490003001406 新たな需要に対応した“まちやど　～津田の海・人・地域の魅力を伝える～ 高知県中小企業団体中央会


