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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

四国 徳島県 板野郡松茂町 有限会社ニュースカイルート 2480002011276 ワーケーション、テレワークニーズへのチャレンジで経営革新！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 ＬＩＣＨＴ　ＬＩＣＨＴ　ＫＡＭＩＹＡＭＡ 靴オーダーメイド製作技術を活かした靴の修理サービス事業参入 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社共同測量設計 6480001000532 アナログ測量からＩＣＴ測量への業態転換でアフターコロナ時代を勝ち残る 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡松茂町 ユイットカフェ オリジナルブレンドコーヒー豆販売で実現するカフェ店の売上回復 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ｇｒａｍｏ 4480001006267 コロナ禍をバネに挑戦「焼肉店のＤＸ化」が描くニューノーマルの外食 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 坂東和範 民泊業で培ったきめ細やかな清掃技術と抗菌コートを合わせた清掃業への転換 徳島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 合同会社ＳＡＳＵＫＥＴ 7480003001032 移動式火葬炉を導入し、「徳島で一番丁寧なペット火葬業者」を目指す 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 合同会社たつみ 9480003001088 割烹料理店の料理人が挑む、日本伝統のお米と発酵食の美味しさを追求した配食事業の展開 徳島信用金庫

四国 徳島県 小松島市 株式会社クリーンアートプラス 4480001003396 徳島県初のサロンカーによる“女性も男性も安心”の脱毛事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 さくらサービス株式会社 7480001004045 佐那河内の畑でとれたももいちごの味が楽しめるアイス屋 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 小松島市 こだわりの一杯　響 ラーメン店のボリュームたっぷり！阿波とん豚チャーシュー丼を届ける、徳島キッチンカー事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 田中木材工業株式会社 9480001006741 特注建具のオンライン設計サービスを用いた販売 日出　晴夫

四国 徳島県 阿南市 株式会社廣瀬諭志建築設計事務所 8480001011239 メタバース上の住宅展示場を開設！建築家だからこそできる住宅提案 阿南信用金庫

四国 徳島県 徳島市 酒処五臓六腑ばく 地元特産の地鶏を使った持ち帰り骨付き鶏店の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 海部郡海陽町 焼き鳥　縁 冷凍自動販売機の設置による居酒屋店、人気餃子の非対面販売事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社鹿の子 4480001000451 既存取引先とＷｉｎ－Ｗｉｎの関係性を築く！ＥＣサイトを使った一般消費者向け小売業への転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 丸新泉屋株式会社 6480001002322 自社物件の強みを生かした地域活性に繋がるレンタルスペースの整備 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 ひょうたん島不動産合同会社 6480003001280 古民家・空き家・空きビル活用のための不動産コンサルティング事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 アクイ 乳幼児向けの「木製歯固め玩具」開発による新たな販売ルート構築 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 メルシーファーム 農家自らが育てた野菜を使った新鮮ファーストキッチン事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 バー　レコルト 徳島初！　チキンオーバーライスの移動販売車 徳島商工会議所

四国 徳島県 吉野川市 ＧＧＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 2480001010799 ＥＣシステムを活用した非接触型・地産地消・塩ラーメン店への再構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡上板町 有限会社天野精機 8480002012236 当社初となる５軸同時制御マシニングセンタの導入による成長分野への進出 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社マーキュリー 8480002006493 電気を動力源とする冷蔵機能の研究開発を通じた移動販売スーパー「とくし丸」のＥＶ化 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 船場化成株式会社 4480001001268 新たな印刷方法への変更によるＳＰマリン印刷製品の製品化の実現 倉智　武彦

四国 徳島県 徳島市 株式会社青木建設 2480001000115 公共インフラから独立したエネルギー自給自足のオフグリッドハウスの建築への挑戦 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 株式会社ＳＧＩＣ 4480001007042 脱炭素社会に貢献する！リサイクル性の良い軽量素材の製造・販売 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 有限会社コスモエナジー 1480002001724 新設備導入による半導体製造装置のセンサーハーネス製造で新分野展開事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 ポエシア 既存のイタリア料理店の強みを活かした無人ジム事業への進出 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社タイシン 5480001001300 持続可能な地域・暮らしを創出するＢｔｏＣ向けリノベーション事業への新たな挑戦 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 中飯地下工業株式会社 4480001001581 当社も地域の下水道管も古くなった部分は「更生」していく事業 垣内　清隆

四国 徳島県 徳島市 ヘアラボ 「美容室×まつ毛エクステ×脱毛（介護脱毛含む）」を基軸としたトータルビューティ事業への変革 髙司　浩史

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 南建設株式会社 7480001007403 ＩＣＴ施工の導入×土木工事業の実績で、徳島県北西部の防災インフラ構築に貢献！ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡北島町 株式会社バナナダンス 7480001005927 洋菓子専門店が手掛ける出来立ての美味しいスイーツを五感で楽しめるスイーツカフェ事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社柚りっ子 6480001004145 デジタル技術を活かした柚の再利用新事業による地域貢献 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社パパベル 8480001003780 老舗ベーカリーによる地元果実を使用したスイーツの全国通信販売事業 株式会社香川銀行

四国 徳島県 吉野川市 野田ハニー食品工業株式会社 7480001004524 業界初！１００％ジュース＋不溶性繊維＆果皮入り飲料製造で、全国の柑橘飲料革命 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 株式会社阪東食品 1480001010461 世界で唯一の有機ゆずピューレ（ＨＡＬＡＬ対応）を輸出することで再構築を図る事業 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 徳島市 アースコンシャス株式会社 9480001002831 単独世帯・高齢者単独世帯向け安否確認システム「見守りサービス」事業の事業化 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 睦技研株式会社 5480001002505 自社特許を使用した新たなメッキ製品を製造することで再構築を図る事業 株式会社香川銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 株式会社かみくぼ住宅 4480001003776 ＺＥＨ五つ星ビルダーである老舗工務店が取り組むリフォーム事業 三谷　利恵

四国 徳島県 板野郡板野町 ナギサホーム株式会社 8480001005827 就労継続支援Ａ型事業所と連携した建築資材輸送事業への新規参入 株式会社イソシエ

四国 徳島県 名西郡石井町 ピッツェリア　イル　チェッポ 徳島県初、ナポリの薪窯で焼いた冷凍ピッツァのネット販売 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 鳴門市 株式会社フルーツガーデンやまがた 3480001008264 苺観光農園が挑戦する飲食事業～苺専門カフェ・ＢＢＱ場運営～ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好市 エスエヌアンドエスコミュニケーションズ合同会社 2011003009868 ウォータースポーツの複合型レジャー事業による三好市の地域再生 株式会社リアルコンテンツジャパン

四国 徳島県 徳島市 麗華 ＷＩＴＨコロナ社会に適応したこだわりの創作やきそば専門店の展開 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社吉岡自動車 8480002005719 徳島初！軽トラのＥＶ化やＥＶ整備特化で地域をイノベーション 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社オーム技研 6480001005721 半導体製造装置部品製造への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 モーニングホーム株式会社 8480002006428 有休資産を活かした無人宿泊施設運営の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社平岡商店 7480001001967 シャッター店舗再生型紳士服販売事業 新城　裕史

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ａシステム 4480001004205 建設業者が空間演出する屋内シミュレーションゴルフ事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 冨士ファニチア株式会社 7480001005522 ＢｔｏＣビジネス進出のための自社ＥＣサイトの構築及び同運営拠点設置計画 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 阿波市 四国合同通運株式会社 8480001004696 ＢＣＰ対策を講じた持続可能な危険物倉庫事業への新規参入 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 坂東機工株式会社 5480001001878 次世代自動車向け大型軽量ガラス加工機製造事業への進出 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社うしきの郷 1480001007904 重度障がい者が地域社会で安心して暮らせる場所創りプロジェクト 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ＲＣフードサービス 7480001003303 新システム導入による、食品卸売業の「ＰＢ開発」新分野展開事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社エープライム 1480002008744 女性専用カルチャースクール・放課後学童クラブ　＃スタトレ 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 有限会社徳島新司館 3480002003405 ジェンダーレス・エイジレス・オーガニックなトータルビューティーサロン 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 Ｆｌａｔ　Ｔａｉｌ株式会社 6480001010812 建築会社と個人をつなぐオンライン完結型プラットホームの構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ガレージマックス 2480001001996 徳島県初！ショールームを完備したキッチンカー製作販売による地域貢献！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社Ａｗｅｓｏｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2480001010618 自社の強みを活かした阿波牛セントラルキッチンの設立による新分野への挑戦 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 昭和車体有限会社 8480002002237 自動車整備工場から製造小売業への転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 鳴門市 株式会社旅サポート 7480001009201 地域の交通弱者と自動車整備不良をゼロに！乗合タクシー・整備事業 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 阿南市 有限会社アイリストピア 2480002014444 米粉利用で焼き菓子設備導入による経営革新的構築事業 阿南信用金庫

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社Ｍａｉハウス 7480001007816 デジタル技術活用した環境配慮型貨物利用運送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 株式会社アドビジョン 7480001000036 ライダー向けリモートワークハウス 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 井上牧場 自家製しぼりたてのフレッシュミルクと地域の特産品を生かしたジェラート事業 有限会社クレメンティア

四国 徳島県 徳島市 有限会社東海産 2480002000287 しらす・ちりめん製造業で地域産業の活性化を目指す事業 公益財団法人とくしま産業振興機構

四国 徳島県 徳島市 株式会社ユニフォーク 1480001002418 徳島のクリエイティブを集積するコミュニティスペース運営事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 有限会社徳島乗馬倶楽部 3480002007950 国産の乗用優良競技馬の販売事業計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 株式会社アイエヌケー建築企画 5480001010680 店舗改装のプロである我々は、すでにブランディングのプロでもある 徳島商工会議所

四国 徳島県 鳴門市 ブエナピンタ株式会社 1480001009660 ｏｈａｎａ協業ビジネスモデル事業計画 税理士法人アクシス

四国 香川県 高松市 御料理そごう 高級日本料理店手造りからすみのテイクアウト＆ネット販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 観音寺市 四国バイオ創研株式会社 1470001010941 自社での土壌分析サービスの提供で有機肥料推進に取り組む 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 合同会社スタイルラボ 5470003000986 綾川町の魅力を全国へ！農業体験型ＲＶパークで新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 中山歯科クリニック 健康な人が笑顔で来院し笑顔で帰っていく「デンタルビューティーサロン」事業へ業態転換 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 ピエロ　エメ コロナ禍での運動不足による体調不調を改善させる施術を行う筋膜セラピーサロンの運営 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 有限会社ひもと運送 1470002016806 アマゾン利用によるＥＣ販売事業への新規参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社インテリアアサダ 8470002001033 完全予約制のインテリア雑貨・東かがわ市特産品の販売事業進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 十鳥建築 住宅基礎工事の内製化による新分野展開事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社リレイク 1470001015635 ポストコロナにも対応する新スタイル旅行商品の開発 江島　繁夫

四国 香川県 高松市 株式会社ＭＫスタイル 2470001017218 住宅と家具のミスマッチを防ぐ、家具ＢｔｏＢｔｏＣ／ＥＣプラットフォーム構築事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

四国 香川県 高松市 森本浩揮 オリーブ枝の燻製チップで作成する燻製おつまみの製造・販売事業展開 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 高松市 スーズカフェ まるで海外気分！インド発祥・デジタル対応型エステで新分野展開 高松信用金庫
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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

四国 香川県 高松市 株式会社平井料理システム 8470001003518 仏生山の森に蒸留水・ビーントゥバーの食品製造所建設プロジェクト 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社デザインサクマ 8470001002866 将来想定される災害から守る防災シェルター事業の展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 マツバラ産業有限会社 6470002010738 高級感を演出できる箔押し加工を施したオリジナル商品を製造販売する新分野展開事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 株式会社クリハラ 7470001008625 シニア層向けアパレルＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ事業への業態転換 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 株式会社みのる食品 1470001003961 スチームコンベクションで調理連携した予備校向けセントラルキッチン 株式会社アルマ経営研究所

四国 香川県 高松市 株式会社エス・ピー・エス 2470001005619 営業オンライン化によるＷＥＢマーケティング事業の新規展開 税理士法人生駒会計

四国 香川県 三豊市 かなでるライフ 「小屋建築」の提案強化による新たな販路獲得事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 善通寺市 株式会社もみまる 9470001009745 世界初！米粉を使用した焙煎玄米粉入りグルテンフリーのアイス用コーンの製造販売 善通寺商工会議所

四国 香川県 高松市 合同会社ぼくときみ 6470003001496 バルーン・ギフトショップを併設し活用したレンタル・配信スタジオ設立 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 大和家 三陸地方と瀬戸内のコラボ！！モウカザメの生レバーを用いた冷食通販で業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 創建株式会社 8470001016775 新規参入＆業界を後押しする足場コンサルティング 折原　麻衣子

四国 香川県 坂出市 有限会社協和鉄工所 5470002014806 カーボンニュートラルで注目されているＩＣＴ建設機械分野への進出 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 有限会社三豊建窓トーヨー住器 7470002016651 建材メーカーが行う「省エネリフォーム事業」への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社松下建材塗装 2470002006351 船で電力を運ぶ！新しい洋上風力事業に強みの塗装技術で挑戦する 株式会社トマト銀行

四国 香川県 さぬき市 ＰｉｎｅＨｉｌｌＧｒｏｕｐ株式会社 5470001016893 過熱水蒸気乾燥機を応用した、バイオコークス製造システムの開発で資源循環型社会を加速させる 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社ＷＥＬＬＮＥＳＴ　ＨＯＭＥ 4470001013537 世界初！環境自動制御住宅でエネルギー支出ゼロ社会を創造！ 株式会社三十三銀行

四国 香川県 高松市 トリートフードサービス 三木町にてワンランク上の洋食とテイクアウトサービスの新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ウズマキ 8470001000647 最新鋭加工工場建設による大型クレーン用油圧部品の国内集中生産 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 かねとう歯科 歯の「被せ物」を製作し近隣の歯科医院へ提供する事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 四国測機販売株式会社 3470001001872 ＩＣＴ測量・施工人材育成事業への新分野進出によるＤＸと生産性の向上 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 丸亀市 株式会社ＢｉｌｌｏｗＪａｐａｎ 4470001015434 愛媛県産ブランド果物の独自仕入れルートを活かした、フルーツジュースカフェの経営 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社豊田設備 1470001014125 地元農作物を活用した複合型フードサービス事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社杢創社 1470001005776 木工所で培った自然素材に対する技術・デザイン力を活かした自然素材住宅販売事業 岡本　正雄

四国 香川県 高松市 株式会社辻医科器械 4470002004667 地域初の補聴器出張販売に挑戦し来店できない高齢者に「聞こえ」を提供する 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 丸亀市 奥田工業株式会社 3470001013182 丸亀市初のコワーキングスペース事業開始による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 Ｎｅｅｄｓ株式会社 9470001011767 ＡＪＩゲストハウスプロジェクト みどり合同税理士法人

四国 香川県 観音寺市 高橋輪業 地域のサイクリング拠点と憩いの場としての宿泊レジャー施設整備事業 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 有限会社ソフィア 8470002004077 子どもの心身両面の成長を育み、子育て世代を支援するスポーツ塾運営 株式会社ロジヤ

四国 香川県 小豆郡小豆島町 キンダイ製麵株式会社 4470001012274 地元食材を活用したレトルト食品事業に新規参入する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社中部コンサルタント 7470001005267 三木町内で自然を通年楽しめる「京都を味わえるリゾート事業」への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社リフレクト 1470001015593 『手洗い洗車×カフェ』によるウィズコロナでの新しい洗車スタイルの提供 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＲＩＳＥ 3470001016986 とび・土木・コンクリート工事業への進出とコンソーシアムの組成により、地域建設業界をリードするフロントランナーとなる。 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社ノルブー 1470001013201 香川初韓国料理ミールキットの２４時間無人コンビニ 菅　英人

四国 香川県 丸亀市 株式会社ウエストフードプランニング 4470001014741 香川県Ｎｏ．１　チェーンのこだわりうどん店がうどん麺の製造卸売業へ挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 森本物流株式会社 8470001007048 ＪＡ支援ノウハウを活かした米麦用低温倉庫業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社イチーナ 1470001011279 自然豊かで様々なアクティビティが楽しめるバケーションレンタル事業に新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 エムアイサービス株式会社 9470001005562 大学生が子供の自主的な学習を支援するスタディスペース みどり合同税理士法人

四国 香川県 坂出市 有限会社山地鉄工所 9470002015478 成長分野である建築市場のうち民間非住宅分野への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 香川県 善通寺市 株式会社さこぐち酒店 6470001008758 地域発！日本酒、焼酎を起点とした顧客提案型の新スタイルの炭火焼専門店を開業する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社フロウズ 6470001017676 ＩＴを活用した買取システム導入で「四国の顧客」に特化したリユース業を立ち上げ 大隅　直人

四国 香川県 三豊市 有限会社水澤鉄工所 3470002017109 旋盤加工機導入による管工事業者による金属製機械部品製造業への進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 株式会社ＭＢ工業 2470001009710 建築のプロが教える、ＤＩＹレクチャー付資材販売でサーキュラーエコノミーに挑戦！！ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社岡谷石材 1470001000034 施設内向け石材什器の製造・販売を通じての事業のＶ字回復を図り、併せて、地域産業の活性化を実現する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 吉田建設株式会社 9470001000159 住宅における性能向上リノベーション技術と不動産流通ネットワークを活用した「Ｒｅ住む」事業展開 森藤　啓治郎

四国 香川県 高松市 株式会社エナジーテック 3470001006120 温泉地に泊まる癒しの古民家「塩江星空温泉プロジェクト」 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 善通寺市 合同会社ウッドベル 6470003001587 おうち時間に癒しを提供する塊根植物の輸入・販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 観音寺市 ポカポカ オーガニック食材の量り売りと冷凍食品の開発・製造・販売する小売事業への業態転換 観音寺信用金庫

四国 香川県 三豊市 株式会社喜田建材 6470001010532 ショールーム建設を通した環境配慮型の木造冷蔵・冷凍倉庫の建設及び販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ドリームコンタクト 3470001004743 最も美味しい炊き方で炊いた、全国のご当地米を気軽に食べ比べることが出来る冷凍ごはん製造・販売事業 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社人生は上々だ 3470001014131 インバウンド需要が見込めるヴィーガンうどん店と伝統工芸セレクトショップの開業 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 室内楽 連携して地域を活性化させる提案型ステイホテル事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 四国厨房器製造株式会社 9470001001925 ＡＩ配膳ロボットの提案・販売を通じてコロナ禍の閉塞状況を打開し、併せて地域経済の活性化を達成する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社岡田鉄工 6470001011646 ステンレス溶接・加工事業を新規に立ち上げ、コロナ後の需要を取り込む 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 有限会社カノークス 3470002013660 瀬戸内海の離島で瀬戸内リトリート宿泊業とドローンを活用した体験型観光事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社いしかわ 1470002016384 貸衣裳・写真事業から、飲食・パーティーまで提供できる企業へ再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社常井鉄工所 9470001015157 小型精密部品の製造と女性活躍企業への進化 観音寺信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 安田食品工業株式会社 9470001012360 小魚を活用した健康食品の製造・販売を新たに開始する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 坂出市 翼興業 学校の練習環境を豊かにする花崗土の販売事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 観音寺市 有限会社タカオカ 1470002017317 ペットが快適に健康診断を受けられるドッグラン付き民泊事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 朝日住宅株式会社 9470001000373 マイサイズ・マイデザインを叶える高付加価値コンテナ店舗の開発と展示場のリアル＆デジタル活用 株式会社中国銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社佐藤ダンボール工業所 4470002014914 獣医師監修　猫と快適に暮らすキャットボックスの開発とネット小売 菅　英人

四国 香川県 高松市 株式会社イレブンリース 5470002002380 就労継続支援Ｂ型事業所を活用した介護業界参入と生産性向上事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社プロスパー・サンダ 3470001003662 デジタル対応型教育事業への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 善通寺市 株式会社一自動車 3470001015443 デザイン性の向上とリセールバリューの維持を実現するラッピングフィルムサービスによる業態転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社キリュウ 8470001018029 完全個室・非対面型セルフスタイルの、家族でも使える脱毛エステサロン 多度津商工会議所

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社福光産業 7470002013608 橋形クレーンを活用した塗装事業への新分野展開。 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 Ｓｅｔｏ　Ｓｃｏｎｅ イートイン・テイクアウト・ＥＣサービスを同時に行う　＂新時代のティールーム＂ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社幸洋製作所 3470001001468 カーボンニュートラルの実現に貢献する水素エネルギー事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 香川郡直島町 ライトスタイル株式会社 6470001017107 「世界から着目されている芸術の島・直島」におけるホテル清掃業からホテル経営への業種転換 梅澤秀樹

四国 香川県 高松市 株式会社瀬戸内コムテック 1470001002311 建設業に就く外国人技能実習生の建設知識向上を兼ねた入国後講習の請負事業展開 香川県信用組合

四国 香川県 三豊市 株式会社ランドエ・スホールディングス 7470001014086 パーソナル型のフィットネス＆エステ事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 有限会社伊賀電気工業所 5470002009335 電気・水道工事の多能工人材を生かしたランドリー事業へ挑戦 佐々木　良道

四国 香川県 高松市 松内建設株式会社 5470001003792 「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」に準じ、ＩＣＴ施工を担える業態への転換 株式会社香川銀行

四国 香川県 善通寺市 草薙工業有限会社 4470002012876 ペット葬祭業とペット向け住宅リフォーム業の融合による事業展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

四国 香川県 高松市 株式会社建築家と創る家 8470001016148 土地づくりから街づくりへ。建設業への進出と建築家との協業を通した「誰もが住みたくなるおしゃれな街」の実現 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 竜王金属株式会社 7470001007750 成長分野である半導体製造装置市場の部品製造への新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 高松市 株式会社グランペール 6470001016554 サウナ付き１棟貸しホテル事業の開始とサステナブルなビジネスモデルの確立 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社タケダ 1470001002658 未来のＤＸオフィスに向けたセキュリティ診断および機器販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社１１ネット・インシュアランス 2470001006138 災害・紛争・感染症など不測の事態への企業存続対策展示場ＢＣＰパーク開設 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社カタリナハウス 1500001021191 サスティナブルで地球環境に貢献する断熱施工への取組み 山本　展大

四国 愛媛県 松山市 株式会社シンワコーポレーション 2500001005730 熟成サツマイモを使用したスイーツ店の新規出店事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＡＩＫＡ 8500001021169 男性女性ともに美を追求できる会員制エステサロンへの進出 山本　一郎

四国 愛媛県 新居浜市 進学塾　白修学院 推薦系入試専門教室の導入による教育力向上事業 髙畑　明敏

四国 愛媛県 松山市 美肌工房Ｌｕｎｏｎ フェムケアへの進出による中高年女性の豊かな人生の実現 株式会社愛媛銀行
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四国 愛媛県 松山市 有限会社プロスタッフ・ジャパン 1500002010342 清掃から生前整理・遺品整理、買取までプロに一括お任せ事業 愛媛県中小企業団体中央会

四国 愛媛県 松山市 春夏秋冬　みなみ 松山の味を今治にお届け、菊間町の魅力と自然を感じることのできるサービス業 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 四国中央市 金柳製紙株式会社 8500001014610 飲食業界のコロナ禍において多様化するニーズに対応するための新分野への挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ＺＩＮＮＩＡ セルフエステ業態への進出 檜垣　直彦

四国 愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社ハマスイ 2500002024011 「コンシューマー商品」開発と「ＦＳＭＳ管理システム」の導入で連携した「新分野」の市場開拓 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 海土魯 ８年の居酒屋経営を活かした高級ランチを提供する古民家カフェ 岡本　悠己

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｕｍｉｑｕｅ 7500001008844 地元にも観光客にも愛される地域密着型米粉パン専門店の開業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社イーエーシー 5500001005249 地域産業の発展に寄与するＷｅｂ配信事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 一般社団法人をかしや 5500005007729 今治の自然と古民家を活用した宿泊研修事業 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 トレードバンク リピート性の高い商品を積み上げ経営を安定化させる無店舗小売業 矢野　幸治

四国 愛媛県 松山市 株式会社ラフスタイル 9500001005682 愛媛初、伴走型広告制作支援の新サービス開発による業態転換事業 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 株式会社キクノ 2500001001333 低炭素型コンクリート製品の開発・製造設備導入による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 喜多郡内子町 有限会社内藤鋼業 7500002012110 高品質木質ペレット製造設備導入で地産地消エネルギー発電売上拡大 木本　康聖

四国 愛媛県 今治市 月原自動車株式会社 5500002018687 カーボンニュートラル実現のための四国最大のＥＶ対応車検場設立 中村　健一郎

四国 愛媛県 今治市 合同会社美佳バレエスクール 5500003002062 痩身・健康づくり・脱毛のエステティックサロン 株式会社リアリゼイション

四国 愛媛県 西予市 井関晃平 時代とコロナに合った子どもサポートルーム開設 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 株式会社ダイイチフーズ 6500001011824 新たな３Ｄ冷凍技術を活用した地元果実野菜と水産品を組み合わせた冷凍加工食品の製造計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 理研巧業株式会社 2500001015564 ＩＣＴ・ＡＩ等を活用した農業支援サービス業に進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社イン・トラスト 8500001007242 農業用ドローンによる請負散布新規事業 丸木　公介

四国 愛媛県 松山市 株式会社ソシール 5500001009191 写真館から地産地消のインスタ映えするスパイスカレー店に業種転換 森田　正雄

四国 愛媛県 松山市 株式会社たさわ堂コミュニケーションズ 2500001020440 コロナ禍で外出を控える高齢者をターゲットとした訪問型美容業への転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 西条市 株式会社青野組 2500001009211 建設会社が「アスベスト検査」事業に参入、地域環境と業界の納期圧迫を改善！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｋａｉ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 6500001007599 環境と一体となったライフスタイルを提案する”アウトドア複合施設”の構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社タナベ工業 4500002019703 経済と環境の好循環を実現するための循環経済（サーキュラー・エコノミー）の実現に向けた建設残土のリサイクル事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社田中鉄工所 1500002016637 立形マシニングセンタ導入による社内一貫生産プロセスの構築と製紙機械市場への進出 髙畑　明敏

四国 愛媛県 今治市 有限会社舞花 9500002019995 コロナで売上減の接骨院。感染対策万全の個室セルフエステ事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 ケーコーヒー 地域に根差した経営で地元から愛されるコインランドリーが近い喫茶店へと事業転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社予州興業 2500001014839 ＩＣＴを導入して次世代型建設業へ！ 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 東温市 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｃｒｅｗ 2500001007371 フィンランド高級サウナを移動可能なユニット化とする為ＣＬＴで製品開発し『どこでもサウナ』レンタル販売 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 有限会社きむら自動車販売 4500002019694 直進安全性の点検に特化した自動車整備業者への更なる進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社山田製作所 1500001012496 プレス機の高度化による新たな受注領域の拡大及び生産効率向上の実現 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社グラッツェふじ 8500001010584 コインランドリー×自社特製冷凍商品×車の清掃で地域貢献事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社中道製作所 3500002004953 密にならず集積できる、地域、人材、産業を発展させるワーキングスペース みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 正岡タオル株式会社 1500001012307 業界初！新技術による抗菌・抗ウィルスウェア製造に挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 ビジュアルイメージング株式会社 7500001010478 小規模結婚式場を起点に、ＤＸ活用でＬＴＶ（生涯顧客価値）を高める事業 多田　稔

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社創苑 4500001005844 地域の魅力発信型古民家宿泊事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社クラス 8500001019989 田畑等を活用した古民家改修販売・移住支援による地域課題解決事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 合同会社コミュサポ 9500003002158 就労継続支援Ｂ型事業所の開設とＬｏｖｅＬｏｏｋｃａｆｅオープン 税理士法人錦会計センター

四国 愛媛県 西条市 株式会社ＴＥＣＨ２１ 8500001016532 スマートファクトリーを目指した新工場建設と自動加工機導入による新分野への参入 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社ＡＤ 6500002022382 日本中から愛される【車】や【バイク】好きが集まるテイクアウトを主とするカフェレストラン 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社東燃 9500001011994 新しいＷＡＳＨビジネスでガソリンスタンド事業を方向転換 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 大浜タオル株式会社 3500001001092 今治タオルの製造技術を活かし、抗ウィルス素材タオル等の直販事業立上げ クレアスト株式会社

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 9500002015912 地域初！スマホ給油導入によるガソリンスタンドの生産性向上 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 今治市 有限会社今治大成保温 1500002017791 サイクルツーリズム先進地を目指す愛媛県今治市での長期滞在型ホテル運営 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社味大黒 6500001015239 テイクアウト品に使用する保冷剤製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社ネクスト 1500001018378 民間土木工事を対象とした重機・オペレーター事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社﨑山建設 9500001013751 建設副産物の再資源化の取組みで循環型社会形成へのさらなる貢献にチャレンジ！ 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 新玉産業株式会社 2500001008626 「名物豚丼」と「厚切りトンテキ」のＥＣサイト販売による新分野への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 ティエムソフト株式会社 2500001006183 無桟木工法支援ＮＣ機械の開発・販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 株式会社ライジングソリューションズ 5500001013714 ＥＶ充電スポットの新設を契機にＥＶ車市場へ新規参入する業態転換。 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 西条市 ピーコックフーズ株式会社 1500001009063 冷凍・チルド温度帯による製造方法での冷凍調理食品市場への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社あんず 5500001020834 犬にも飼主にも優しいワンちゃんの保育園の高付加価値戦略 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 有限会社新東海 7500002003349 プロドライバーの働き方改革と雇用継続のビジネスモデル構築 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 クラージュ イベント分野から配信スタジオ併設の映像配信事業への転換 檜垣　直彦

四国 愛媛県 松山市 水口酒造株式会社 2500001004030 道後の老舗造り酒屋が手掛ける、カフェＢＡＲ＆リアルとデジタルを融合したショールーミングストア 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社ナチュラリズム 7500001008836 消費者向け（ＢｔｏＣ）ミールキットの製造販売 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社りんね 7500001010973 ポン菓子を素材活用した新分野商品の開発と製販一体集客拠点の整備 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 株式会社梶田商店 7500003000502 愛媛の季節の柑橘を使用したポン酢等の新開発と工場の観光資源化への取組 中居　広行

四国 愛媛県 大洲市 カトラッチャ珈琲焙煎所 魅力溢れる地域を活かす非接触型宿泊施設とチョコレートへの挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社新栄食品 8500002003240 そばを使用した健康ペットフードの製造販売事業への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社蓄電池屋 1500001019797 Ｖ２Ｈシステム販売による、トライブリッド蓄電システム普及促進事業 多田　稔

四国 愛媛県 今治市 七福タオル株式会社 1500001012199 数枚から発注可能な「タオルデザイナー」と「オリジナルデザイン」の本格今治タオルを作れるサービス 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ごごしま 8500001016152 地元フェリー会社による地域商社への変革と島内経済の好循環への貢献 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社藤田組 8500001014924 ポストコロナの時代への対応と地方創生の二点を実現するグランピング事業への新分野展開 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 愛媛県 西条市 石鎚酒造株式会社 2500001008873 新たな製造方法の導入による最高級の「氷温長期熟成酒」の開発と販売 株式会社西条産業情報支援センター

四国 愛媛県 今治市 株式会社母恵夢本舗 1500001012281 愛媛県産原材料に拘ったお菓子の製造・販売による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社夢とありがとう 6500001010974 居酒屋ビジネスから複合型カフェの新規出店で新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 アサヒ株式会社 4500001023466 最愛のペットの火葬から供養までのワンストップオンラインサービス 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社越智工業所 5500001011338 業務用テント製造業者の製品、生産体制の再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 東田印刷株式会社 5500001010240 撮影用スタジオ併設！動画撮影・制作サービスのデジタル広告分野に進出し、印刷業、事業多角化へ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社海工房 7500001021161 瀬戸内産小魚の燻製製造販売による新市場展開とイートイン事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 株式会社丸勇水産 6500001020858 小分けした新鮮なしらすを自社工場から小売店へ直送する販路開拓 木本　康聖

四国 愛媛県 八幡浜市 有限会社大成工業 2500002013328 農業用ドローンを活用した果樹等への農薬散布事業展開 株式会社伊予銀行

四国 高知県 高知市 合同会社Ｙｏｕ　ｓｔｙｌｅ 5490003000778 高知県初！学習塾と運動教室を併せた複合型学習塾への挑戦！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社Ａｔｔｒｉｃｅ豊月 4490001008675 既存事業で培ってきた接客術を活かした美容サロンへ業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 土佐市 株式会社ＧＩＩＮＯ　ＧＲＯＵＰ 4490001005631 漁業の町が連携！海産逸品　テイクアウト・物販新業態店への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社オリーブ 9490002003571 高まる特産品への需要に応えた初の高知県産オリーブオイルの製造と販売 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

四国 高知県 高知市 アトリエエッセンス 天然精油の香りのデザイン・調香事業＆アロマテラピー・植物療法のスクール事業への転換 梅原浩一

四国 高知県 吾川郡いの町 りとるラボ ３Ｄデジタル技術とＩｏＴ技術を用いた介護商品開発事業への進出 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 ヤツデ・ファクトリー株式会社 7490001004738 建設混合廃棄物を石炭代替燃料にリサイクルする脱炭素プロセスの開発・構築 安岡　和孝

四国 高知県 高知市 徳屋商事株式会社 8490001001627 老舗削り節製造業の挑戦！高品質ペットフードによる販路開拓 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社土佐テック 9490001006518 企業価値の向上と社会価値の創造を目指す炭化炉製造分野への新分野展開 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 ｃｈｕｃｈｕ　ａ　ｃｈｕｃｈｕ 新分野進出！男性専用の総合的美容サロンを展開 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社中島フーズ 7490002008184 富裕層向け絶景スポットでの「最新ＩｏＴ技術搭載システム導入、非接触型バケーションレンタル事業」 株式会社みどり合同経営
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四国 高知県 高知市 株式会社ダイセイ 6490001003204 高知県空き家再生事業推進のための宿泊事業への挑戦！ 梅原浩一

四国 高知県 南国市 株式会社森国商店 9490001009512 ＢｔｏＣ事業に取組むための、販売用店舗の開設と新規設備導入 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 有限会社タナカカツノリ商事 3490002003271 地域連携でコロナを乗切る新型宿泊業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社乾総合仏壇仏具流通センター 3490002000376 仏具店から、伝統工芸品など和文化を伝えるインテリアショップへの業態転換 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 有限会社俵屋 6490002012542 皿鉢料理で培ったノウハウを活用した飲食事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 四万十市 有限会社相互自動車 5490002009341 オンライン商談を活用した中古クラシックカー、中古高級車の販売事業への新規参入 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 有限会社村越工業 1490002005121 重機を活用した穿孔工事で地域のインフラ整備に貢献する土木工事分野へ事業展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社城南電化チェーン 1490001001352 町の電気屋さんが提案するリフォームによる、快適で安心安全な住まいの提供 藤原高博

四国 高知県 高知市 俺の串なおさん オンライン販売を主としたＤ２Ｃ事業実施へ業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社宮地観光サービス 4490001009392 新型コミュニティカフェの構築と旅行業復活への挑戦 高知県商工会連合会

四国 高知県 南国市 株式会社末正 2490001009329 ペットを本物の僧侶が供養火葬する「ペット葬儀南国メモリアル土州寺」 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 ＭＡＸ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 8490001009785 カーディテイリングから分解整備事業への新規進出 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 株式会社よりおか 2490001005105 コンパクトハウス製造販売への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 株式会社ジャパンダイニング 4490001008477 観光名所桂浜へのレストラン展開による出店での事業再構築の取り組み 安岡　和孝


