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事業再構築補助金　第７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 小松島市 小松海産 移動販売によって伝統の「食」を拡める新事業計画 芦谷義一

四国 徳島県 阿波市 有限会社阿波食品 8480002010149 高付加価値無添加レトルトささみの販売促進で事業再構築を図る。 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 三好郡東みよし町 ＭＡＸ設計 レーザークリーナーによる金属・建物等の汚れ・サビ除去事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 吉野川市 ＯＲＥＧＡ２６ 独占販売権取得による高齢者施設入居者への移動販売事業進出 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ＡＳＡＨＩ 2480001010097 テイクアウトピザ店の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 徳島県 徳島市 有限会社博純 1480002007317 入浴を伴うデイサービスを受けられない高齢者向け酵素風呂事業 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社マレグリーン 9480001010900 青果卸から地元産品活用した食料品製造・ＥＣ販売への業態転換 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ジャルテック 2480002007836 テイクアウト飲食需要に応えるオリジナルキッチンカーの製造販売事業 佐藤　剛

四国 徳島県 徳島市 有限会社ヤマノビューテイメイト 4480002005144 エステの技術を活かしたメンズ脱毛と高齢者の介護脱毛事業 佐藤　剛

四国 徳島県 板野郡上板町 株式会社アスカ 5480001005540 次世代航空機の軽量化に資する革新的製品分野への進出 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 株式会社ＦＲＥＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1480001010338 高度な溶接技術で蓄電池セルモジュールフレームを製造する事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 有限会社佐々木工務店 8480002005842 中山間部の工務店の新工事分野進出によるコロナ禍からの脱却！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 有限会社花菱興業 9480002002715 道路の法面工事をアナログ施工からＩＣＴ施工へ業態転換を図る事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 山口屋 「１年中味の変わらない美味しい鰻／山口屋　」の販路を新たに開拓し、経営基盤を強化する。 長谷　有希央

四国 徳島県 徳島市 株式会社メーアコルン 6480001007940 「冷凍パン」のＥＣ販売により、ＳＤＧｓ実践を通じた社会貢献を目指す 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡北島町 株式会社元木工業 3480001010476 足場工事業者が自社の強みを活かし需要の高まっている解体工事業に参入 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社パルトゥー 1480001005338 総合工事業から県産木材・木製品製造業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 徳島県 徳島市 ショットバー　プレール 徳島随一の歓楽街で働く親達のため、夜間託児所を開設 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 合同会社花・花 1480003000477 ご家族の要望にお応えし、重度の知的障がい者や精神障がい者が安心 株式会社四国銀行

四国 徳島県 美馬市 株式会社Ｔ．Ｏ．Ｋ 3480001010872 弁当製造・配達販売による地域の見守りを担う新規分野事業転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 小松島市 株式会社高橋海産 6480001004104 廃棄する魚を総菜加工品として活用し食品ロス削減に貢献する新分野展開　高橋　翔希 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿南市 株式会社ＭＯＯＮＲＩＳＥ 9480001008077 経営環境の変化に対応する為に店舗改装に伴う経営革新事業 阿南信用金庫

四国 徳島県 小松島市 いちばんめのあり 健康・おいしさ・安全性を満たした中食を提供する高齢者向けキッチンカー「トクメシ（仮称）」 榎並　由洋

四国 徳島県 徳島市 サカエティエフサービス有限会社 5480002001522 ウィズコロナ対応型　喫茶店ピノキオ出店計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 小松島市 大上工業株式会社 2480001003373 オートメーション化で生産性を向上！国土交通大臣認定工場のレベルアップで新市場へ進出 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 株式会社四季乃味 1480001000891 農林水産事業者や飲食店からのＯＥＭ受託によるレトルト食品の製造・販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 有限会社山永設備 7480002008689 ライフラインを支えるガス工事業の実績をもとに環境・防災に配慮したリフォーム業への進出 福本　崇

四国 徳島県 徳島市 めいえん カフェ業態から地域に根差した配達弁当店への事業展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 小松島市 株式会社山田工務店 3480001002399 「徳島すぎ」の大径材を使用した「柾目柄幅はぎ材」製造事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 ＮＩＣＯＮＬＬ建築事務所株式会社 2480001010080 完全個室空間を提供する建築事務所による美容事業への新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 那賀郡那賀町 新丹生谷製材協同組合 6480005004166 ホームセンター向け商材の開発による徳島県の製材業発展への貢献 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ニッキーファーム 9480001008374 ブロッコリー農家が作る低糖質ダイエット商材の卸、ＥＣ直販事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社藍 7480001008186 地域の特産品や自社商品を利用したジェラートの製造・販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 岡田企画株式会社 3480001000378 【日本で唯一！ファーストクラスのおもてなしで徳島に元気を】 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社ふる里会館 6480001007767 ｗｉｔｈコロナ時代におけるご遺族本位の新たな葬祭サービスの提供 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社アプローチセンター 5480002000383 福祉施設や高齢者などを支援するワンコイン弁当の配食事業。 加藤　祐輔

四国 徳島県 徳島市 アールデコ株式会社 9480001008317 お客様の要望を汲み取り、お客様と共に「変化」を楽しめる「リフォームサービス」を提案します。 長谷　有希央

四国 徳島県 小松島市 有限会社栄興自動車販売 8480002007558 最新技術などの特定整備が出来る機器の導入と自動車整備のＤＸ化で徳島の自動車業界を牽引する 長谷　有希央

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社Ｌ　Ｍａｇｉｃ 4480001006515 光触媒を活用した抗菌・抗ウイルスコーティングサービスの提供 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 有限会社久保鉄工所 8480002001131 金属精密加工技術を活用した航空機産業への進出 阿波銀コンサルティング株式会社 阿波銀リース株式会社

四国 徳島県 阿南市 株式会社Ｔ＆Ｎダイナー 5480001010879 肉の匠が挑む！リーズナブルで希少性高い焼肉店！ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 セカンド　ストーリー　エール　ワークス クラフトビールの　ＢｔｏＣ　市場の開拓に向けて製造・製品・販売法の刷新 平井　吉信

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 薪おじさん株式会社 2480001007696 イベント会場を兼ねたキャンプトレーニング施設の運営、アウトドア商品全般の販売への新たな挑戦 株式会社四国銀行

四国 徳島県 鳴門市 株式会社石井鉄工所 6480001004913 蓄電池産業への挑戦を通じてカーボンニュートラル実現に貢献する 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社愛晃 6480001005390 当社の強みを活かしたハイブリッド非接触型神戸牛焼肉店事業 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 リアルタイム 徳島の魅力を発信！ＥＣ活用・体験型焼肉店での観光地域づくり計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 ペルトナーレ イタリアンレストランからオーベルジュへの事業転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ふじや 6480001002009 無人販売事業開始による地元食材ブランドの販路開拓計画 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社旭金属 2480001000008 廃棄される太陽光パネルのリユース・リサイクル促進による自然エネルギー産業への貢献 安岡　和孝

四国 徳島県 鳴門市 有限会社ヨコタ 8480002012095 脱印鑑の変化に対応するため、スタンプの魅力と可能性を拡げる 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿波市 一般社団法人旅の栞 6480005006682 徳島県での障害者雇用を生みだすインクルーシブカフェの展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 海部郡海陽町 節川手袋有限会社 3480002014096 糸くずの絡み問題を針洗浄請負で解決＆廃棄物活用でＶ字回復 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 来宝綜合銘木工業株式会社 5480001002158 建材用木製品製造業からＥＣ活用リサイクル家具製造業への業態転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 藤本生花店 地域初！「お花でオンライン動画レッスン」と「レンタルギャラリー」 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 株式会社武市 5480001008584 障害者の就労機会と地域の買い物弱者を支えるお惣菜移動販売事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 岡部興業株式会社 6480001006892 内装材製造企業による不燃建築基材製造事業への展開 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 加藤塗建工業 樹脂を使った家具製造とショールームを兼ねたカフェを開店 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社ＴＥＲＡＺＡＷＡ 4480002011613 建築板金工事業者から、金属屋根材メーカーへの飛躍 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社松浦機械製作所 4480001002282 高難度の精密研削加工を「標準化」する業態転換への取組み 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社山下運送 6480002006603 営業倉庫の取得による「保管・荷役・輸送」の一貫物流事業の展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社電信 2480001000841 自社開発のＩＯＴセンサー機器を利用したワインと日本酒の販売 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社尾上 4480001000393 アフターコロナの外食・観光需要に応える全国ご当地グルメマルシェの展開 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 吉野川市 リトルバード有限会社 1480002009362 ギフトショップから　新事業　放課後等デイサービスへ挑戦　発達に困りごとがある児童の日常生活の向上と居場所つくりをめざす 吉野川商工会議所

四国 香川県 高松市 有限会社酔灯屋 3470002003777 高松市で飲食店を３５年運営してきたノウハウを活用した非接触型の宿泊施設の運営 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社Ｃｏａマネジメント 3470001013694 大人の職業体験施設「ジョブトレ」 高松信用金庫

四国 香川県 善通寺市 有限会社石原建工 6470002012791 ウィズコロナの社会変化に対応した高度な注文住宅による業態転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 一般社団法人つながりプロジェクト 2470005006019 僅かなひと手間を加えることで手軽に食べられるお惣菜事業 北村嘉章

四国 香川県 高松市 株式会社ウエスト 2470001005172 楽しく作って美しく撮る！プロの撮影技術も学べるキッチン付きレンタルスペース事業への挑戦！ 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社加地茂治郎商店 4470001018882 天水分（あめのみくまり）×祝言ｗｅｄｄｉｎｇ 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 Ｒｅ：ｌｅａｆＭＵＧＵ治療院 ボディバランスと針きゅう整体にメタトロンを組み合わせた新サービス構築 櫛田　祐一

四国 香川県 高松市 ＣｈｉｎａＤｉｎｉｎｇＭｅｉＷｅｉ さぬき（香川県産）の食材にこだわった『讃岐餃子』をネット販売業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830 次世代船舶用エンジン向け超精密部品事業への新分野展開事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 山根建設株式会社 9470001011560 グリーン成長戦略に基づくＤＸ化された公共工事の提案 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 大成生コン株式会社 9470001010562 高炉セメントの製造・卸売事業の開始を通した低炭素型コンクリートの社会実装 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 武田商会合同会社 9470003001048 県下初！香川オリーブブランド肉餃子３種を開発し製造卸小売り販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社宮山モータース 7470002019349 カーケア事業進出でＥＶにも対応した自動車整備業へと進化し事業再構築を実現 香川県信用組合

四国 香川県 仲多度郡まんのう町 新誠工業株式会社 3470001009486 土木工事のプロが手掛ける建設用機械修理業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社おへんろ企画 1470001014645 自動販売機による非対面型のお遍路グッズ販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社岩佐佛喜堂 9470001000588 顧客自らセレクトした香木・香料等を調合し、好みの香りの線香製造販売事業への業態転換 株式会社みどり合同経営



2 / 3 

事業再構築補助金　第７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 株式会社サミー 1470001001742 子供でも大人でも受講者が気軽に利用できる書道教室への参入 榎並　忠樹

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社西崎組 7470001012206 日本初！デザインビルド方式に対応した大規模建築設計サービス 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 有限会社エムジーシステム 2470002012804 県下初の木繊維断熱材施工販売でゼロ・エネルギー・ハウスに貢献 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社開洋 4470001011557 高鮮度な瀬戸内のブランドふぐをご家庭に！プチ贅沢を手軽に楽しめるお取り寄せグルメ通販事業へ新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 坂出市 有限会社末沢写真館 6470002015019 高齢者を対象に変更し、介護サービスへの業態転換と遺影写真による多角化 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ゴーフィールド 3470001004719 オンライン配信事業への新分野展開によるイベントのトータル支援 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 有限会社横山電装サービス 5470002008832 分解整備及びレンタカー免許を取得しワンストップサービスでＢｔｏＣ市場へ新出 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＪＥＢアカデミー 4470001017158 増毛向け人工毛の製造開発とかつらの補修・クリーニング事業展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ＺＥＲＯ 6470001005838 鈑金塗装の内製化で自動車の販売から整備、鈑金塗装の一貫体制による顧客の安心したカーライフサポートの実現 税理士法人合同経営

四国 香川県 丸亀市 たこ焼きＢＡＲ　ＨＯＰＥ 高松発！地域連携力を活かした健康志向たこ焼き冷凍自動販売に挑戦 株式会社ルーツ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社総合技建コンサルタント 5470001008461 大型配電盤の供給体制構築による地域密着型の業態転換事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 四国システム印刷株式会社 3470001007787 印刷と加工の一貫体制構築し、コミケオリジナルグッズ製造へ進出！ 株式会社ルーツ

四国 香川県 観音寺市 株式会社石川組 5470001009781 業界初！ＺＥＨ基準を超える規格住宅の建築・販売の新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社榎商店 4470002018304 ＡＩ・ＲＰＡを活用した独自システム導入を通したハードリカー×ＥＣ市場の深耕 株式会社中国銀行

四国 香川県 木田郡三木町 有限会社しゃぶ亭まる 4470002003710 安心できる店舗運営を実現するために、完全非接触型飲食店の構築 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社樹工舎 9470001016048 香川県産のＡＤ材を活用した地域貢献型家づくり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 香川県 丸亀市 Ｃａｆｅ　はるくもＳｕｎ． より良い材料にこだわったカフェと総菜販売による業態転換事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社セキ 3470002010187 赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光パネル調査・点検・メンテナンス事業への新分野展開 西村　進

四国 香川県 丸亀市 有限会社中富工業 6470002012032 香川県から都市部高層建築物への鉄筋事業に参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社スクエア 6470002009061 バイク販売・整備業進出による一括整備需要を捉えた増収計画 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 ハシモト写真館 瀬戸内海を一望できる、非接触型簡易宿所事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 さぬき市 ヒューマンリング協同組合 9470005005848 宿泊施設の少ない地域で民泊施設を整備し地域イベントを後押し 星　雄仁

四国 香川県 高松市 有限会社中西塗装工業 4470002005070 業界希有！屋根瓦を再生させる洗浄塗装で葺替え＆技術者養成事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社ブランシュ 4470001008818 自家製味噌と香川県産食材を使った味噌漬けのＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 有限会社蓮井興業 8470002005406 香川県初となる地下シェルター宿泊体験型キャンプ場 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ｍｏｔｏｒ７ 5470001014848 地域の高齢者の方が安心して末永くお付き合いできる中古自動車販売・整備事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社あっとん 1470001012038 革新的な加工品（冷凍うどん）開発による、海外市場への新進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 バ－・ふくろう バーテンダ－が手掛ける本場香川のセルフうどん 株式会社百十四銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社モーリス 6470001018014 ＡＩ・ＩｏＴを活用した睡眠環境管理システムを備えた障がい者向け寝具の開発・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社琴平グランドホテル 6470001008155 会員制のペット同伴リゾート宿泊施設の運営　ワンランク上のマイクロツーリズム顧客を囲い込む 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社サンコーポレーション 3500001017080 屋根材事業（下請け）からリフォーム事業（元請）への転換 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社ブラフマンシステム 2470002007713 最新冷凍技術による新商品開発と独自冷凍販売機で販売店網を再構築 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社珀栄 3470001013447 香川県初の新工法による杭抜事業参入 香川県商工会連合会

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 ＬＴＭエンジニアリング株式会社 6470001017354 リサイクルプラント向け金属部品の製造開始による循環型社会への貢献 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 一般社団法人かねとうみらい塾 6470005006097 アレルギー症状を改善する日常食の提供による、健康食の普及事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 高松ライフシステム株式会社 7470001006281 丸亀町商店街の関係人口を後押し、デリバリー付コインランドリー事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 テクノ株式会社 3470001002854 同業者向け「スマホアプリ連動・受配システム」のレンタル事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社福家写真館 9470001003558 レンタルデジタルプリントラボ＊への新分野展開による次世代型写真館 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 ティアラ　フィットネス 地域の健康拠点となるパーソナルジム＆無人レンタルジムで再構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社尾崎スクリーン 3470001009255 業界初！デジタル印刷機を利用した唯一無二の商品づくり 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社高松マリーナー 4470001002481 プレジャーボートのＰＲブランド立ち上げとマリンレジャー向けネット販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社多田機工 8470002004432 ナンバープレート専用プレス機械製造事業への新規展開 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 高松市 株式会社エヌディシージャパン 2470001000735 スローファッションを実現するＳＰＡによる自社ブランド販売事業に業態転換 株式会社中国銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 本間建設株式会社 9470001007947 ＩＣＴ建機導入による建設発生土の運搬処理業への新たな挑戦を通じた循環型社会の実現 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社愛和 2470001013794 「サムゲタン」のテイクアウト販売・通信販売及び個室での料理提供を開始する。 株式会社香川銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社ミワ商店 9470001008458 地場産業を守る地域密着型ローカルスーパーのロールモデルの確立 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 サヌキ畜産フーズ株式会社 2470001012689 フレイル予防に貢献できるノンミート冷凍総菜事業を確立させる 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社ＩＰ 5470001013742 革新的美容液を使用した地域密着型の美容エステサロン事業 亀山　勝幸

四国 香川県 高松市 野崎自動車株式会社 8470001003336 香川県唯一！大型トラック整備事業、買い替え時の架台載せ替え事業への新分野展開により、自動車整備事業を再構築 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 香川ダイハツ販売株式会社 1470001000967 ＩＴ化・働き方改革によるＳＤＧｓ時代の中古車リサイクル＆オンライン販売転換 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 有限会社メリット 7470002009151 部活動の地域移行を踏まえたスポーツ選手育成及びセカンドキャリアを実現するための事業 大久保　伸二

四国 香川県 善通寺市 有限会社西岡製袋加工所 8470002013029 工場新設による不織布の製袋加工事業への参入 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 タイヨウ株式会社 5470001002596 ５０年培ったノウハウで新規事業も「安心・安全・衛生」をお届けします。 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 新居浜市 鳥鶏 「地産地消キッチンカー」で飲食店経営と地域がよみがえる事業再構築 多田　稔

四国 愛媛県 松山市 株式会社アンミンピロー 9500001000411 ＢｔｏＢ事業から、ＥＣサイトを活用したＢｔｏＣ事業進出による業態転換 近藤　猛

四国 愛媛県 大洲市 株式会社福山 9500001007753 老舗写真館が若者に人気のセルフ写真館を開業、売上・利益アップ 森田　正雄

四国 愛媛県 今治市 有限会社木下ソーイング 8500002018107 タオルの縫製技術力・経験を活かし、ホームファッションに関わる「編物市場」に参入 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 北宇和郡松野町 株式会社山崎農機 7500001015980 離農を逆手に取った農業用倉庫片付けサービスによる新分野展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 有限会社いっせい 9500002001020 料理下処理の集約新事業で、自社事業体制改革と売上増収益確保 木本　康聖

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社岡部工業 8500002016085 古民家活用を通じて「シビック・プライド」を醸成するため、遺品整理・賃貸仲介業へ進出 多田　稔

四国 愛媛県 今治市 ラシャンドシエル 四国初！ドライブスルー方式を採用したクレープ専門店が提供するこだわりイタリアン エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＴＨＩＮＫ　ＲＥＡＣＨ 1500001023122 ＳＮＳ事業経験を活かした、ＥＣアパレル小売業への参入 税理士法人やよい

四国 愛媛県 四国中央市 ＲＡＳＨＩＫＵ 地域初の焼き芋テイクアウト事業への思いきった挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社富士印刷 4500001014762 ２０５０年カーボンニュートラルに向けた地域脱炭素支援サービスへの新分野展開 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 東洋道路株式会社 1500001013049 ＩＣＴ搭載建機の導入によるＩＣＴ型工事元請受注の本格開始と地場舗装工事業界のＩＣＴ型工事普及への貢献 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社泉金属商会 2500002015951 大型産業廃棄物切断機導入による高品種鉄スクラップの低コストでの資源循環の実現 髙畑　明敏

四国 愛媛県 松山市 株式会社中予ステンレス工業 3500001002710 建設現場の工数削減につながる新たな建材の製造・販売への取り組み 倉智　武彦

四国 愛媛県 松山市 株式会社日珈 4500001003179 地域経済の活性化に貢献、県内唯一の老舗コーヒー卸問屋が提供する「コーヒー豆等の小売飲食事業」 株式会社エフアンドエム

四国 愛媛県 松山市 有限会社三光金物 5500002003854 人手不足に対応した建材の開発と新たな溶接方法の導入による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 松山市 秀伝 秀伝からあげの２４時間無人販売による売上拡大・収益アップ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 今治市 しまなみ興産有限会社 9500002019491 新たなキャンプ場の提供で新たなニューファミリー市場への進出 大西　正志

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ひだまり キッチンカーでの本格的なソフトクリームの販売事業 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏ　Ｓｏｌａｒｅ 4500001021585 ＡＩを活用した非接触型の高気圧酸素、予防歯科等のセルフケア施設運営 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社キノシタ 5500001014927 製紙業を支える！コロナ対策済最新型高機能換気設備で、快適な可変式商談・ワークスペースの提供事業に業態転換 株式会社みどり合同経営

四国 愛媛県 今治市 岡田建設株式会社 9500001011326 省力・省人化機械によるストックビジネスとしての草刈り管理ビジネスの新規展開 坂本　考弘

四国 愛媛県 西予市 ゆめさく屋 西予市における近隣エリアの住民が集う、子供を育むスポーツ施設で地域を活性化！ 宇和島信用金庫

四国 愛媛県 松山市 有限会社阿部木工 7500002000759 家具製造会社によるホームステージング業への挑戦！ 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ＳＫＧ 4500001019200 東日本エリアでの運送事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社宮本金属 7500001019940 金属加工のプロによる塗装業（コーティング）への進出 みどり合同税理士法人
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四国 愛媛県 今治市 有限会社ムラカミ 4500002020140 最先端のスポーツ科学と縫製の力で赤外線透過防止機能付きユニフォーム等の開発に挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 大三島果汁工業株式会社 2500001012883 大型野菜加工設備によるノンコア業務のアウトソーシング受託事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社村上自動車 3500002022138 車検の完全内製化による生産性向上とエーミング作業への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ヤマセイ株式会社 1500001016670 生産体制革新で強みの高精度大型加工を強化し、成長市場の新製品受注による事業再構築を実現 中村　清悟

四国 愛媛県 西予市 天翔丸 居酒屋店主がうどん屋を開業し、地域に根差した新たな価値提供へ挑戦する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 辰美産業株式会社 7500001009041 安全性・作業効率を向上させた次世代足場施工への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社遠藤青汁 6500002001527 販売代理店業から地域農産品を生かしたＨＡＣＣＰ対応新製品開発事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 高橋車輌株式会社 4500001015026 指定工場の認証取得により、車検業務の内製化を推進する事業計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社ＫＡＫＵ１０ 3500001007354 地域初！大型車両レッカー業務の実現と大型車両の車検体制の導入 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 西条市 株式会社ダイテック 7500001010593 地場のビール文化の灯を紡ぐビール醸造・販売への新分野展開事業 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社伊予捺染 7500001011154 需要が拡大している医療・介護事業者向け機能性印刷事業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 愛媛県 今治市 有限会社近藤木工 3500002018243 曲面加工技術を活かしたＳＤＧｓ対応家具販売店への進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ｔａｂｅｍｏｎｏｓａｓｈｉ 発酵技術を生かし、料理教室から黒麹甘酒・醤油の製販に転換。『発酵×せとうち』でブランド化 原田　総介

四国 愛媛県 今治市 杉野綿業株式会社 9500001011755 人に、地球に、未来に優しい！サステナブルなタオルの開発 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 安永広告株式会社 3500001004178 市場ニーズを捉えたデジタルサイネージ広告による新分野への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社藤田製作所 5500001009101 マシニングセンタと旋盤機の導入による小型金属加工製品製造事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社城下文化堂 1500001014666 自家焙煎技術と地元食材を活用したチョコレート製造販売事業展開 川之江信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 合同会社５ＳＥＣＯＮＤＳ 8500003002019 今治タオルの素材特徴を活かした新寝具ブランドの創出 髙畑　明敏

四国 愛媛県 四国中央市 大黒美術紙工株式会社 4500001014696 業務用キッチンペーパーの国内製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＫＯＨＫＯＨ 6500001021088 居酒屋店長の目利き×地元食材×人材活用　～瀬戸内発ラーメン店の展開～ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 ひととき 地域と融合した非日常を味わう自然に囲まれたカフェへの転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 日硝工業株式会社 3500001003221 最新エッジングマシンの導入によりガラス加工を全自動化する業態転換計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いとう社 1500001020607 食事と運動で健康をサポートする飲食店経営者が運営するフィットネスジム事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社ナカムラ自動車 8500002004957 環境に配慮した低コスト・短納期を実現する水性塗装サービス 税理士法人ＡＳＣ

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社こもこもＳｈｏｐ 9500001016110 宇和島市蒋淵の魚類養殖業者の現状と６次産業化への挑戦 舛田　希仁

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社ファースト・ラボ 9500001010757 愛媛県産はだか麦を活用した発酵食品開発事業 東予信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社ネクサス 6500001021360 カーボンニュートラルの実現に向けた欧州向け製品分野への新しい挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 四建商事株式会社 4500001002057 業界Ｎｏ．１ストレッチスタジオの四国初展開のための店舗改修・研修・広告 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 アウト・レパリーレン 水性塗料を用いたＡＳＶへの鈑金塗装とＯＢＤ車検という最新自動車整備への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

四国 愛媛県 松山市 有限会社三原産業 3500002006660 地域社会に貢献できる骨材の保管管理業務へのチャレンジ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 株式会社アート・エクスプレス 5500001006098 ドローンパイロットが必要な企業や自治体に派遣するサービス 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 北宇和郡松野町 のぶりん農園 滞在型農業体験・田舎まるごと体験～アフターコロナにおける「コト（体験）消費」拡大に向けて～ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社伊予機械製作所 9500001014213 既存技術の強みを活かした一般医療製品製造機械の製作への挑戦！ 梅原浩一

四国 愛媛県 新居浜市 高田工業株式会社 8500001010080 非破壊検査を含む検査代行事業への参入による橋梁建設等の強度部材の安定供給 髙畑　明敏

四国 愛媛県 今治市 有限会社西原石材興業 7500002020360 最高級大島石：にしはらの石を用いた展示場小売販売事業を展開 光畑　裕貴

四国 愛媛県 西予市 株式会社クイックサポート 2500001020416 移動美容車を導入し施設入所者や過疎地域住民へ質の高い美容サービスを届ける挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｓ’ｃｈａｔｚ・Ｊａｐａｎ 2500001006118 自社の強みを活かしたカーディテーリング事業による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 平和建材産業株式会社 9500001008413 産業廃棄物を活用した「低炭素」コンクリート二次製品開発と量産体制構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ワールドトランク 6500001020651 オリジナル大福ＯＥＭ事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社四国ファシリティーズ 6500001021856 地域住民のニーズに応える「重症心身障がい児」向け障がい福祉事業の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 大洲市 サラ 愛媛初レンタルギャラリー併設バケーションレンタル運営への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 宝株式会社 7500001014702 当社の強みを活用したユーザーニーズに対応する為の新素材加工への挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西宇和郡伊方町 有限会社加藤商店 9500002013148 クリーニング店消滅地域におけるコインランドリー事業の新展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社土居畜産食肉 7500002022092 精肉店からのポストコロナ対応の焼肉屋（飲食店）への業態転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 株式会社ガリレオコーポレーション 1500001007133 中古車を使ったコネクテッドカーの販売と「ＣＡＳＥ」に対応した新メンテナンスサービス事業 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 未来創研株式会社 9500001020863 「グローバルでクリーンな街愛媛」を外国人労働者と企業と共創する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 南宇和郡愛南町 鉄板かめお 立地条件を活かした景気に左右されないコインランドリー事業への展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 大谷総業株式会社 2500002008815 安全性・施工性の推進に向けた次世代足場機材レンタル・リース事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 高知県 高知市 ハンナ化粧品合同会社 6490003001197 高機能・コンパクト・組立不要・低価格の防災トイレの製造販売 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社繁春鉄工所 3490002011720 ５軸マシニングセンタ導入によるグリーン成長分野への進出 株式会社高知銀行

四国 高知県 土佐清水市 土佐清水海洋開発株式会社 8490001005009 ウィズコロナ・ポストコロナ対応　「匠の食卓」オンラインショップ 伊藤　央

四国 高知県 高知市 パティスリー　モンスリール テイクアウトケーキ店からカフェ併設の複合型店舗への展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社特選呉服いしはら 7490002008135 高知から発信！着物を中心とした伝統的な和文化を広める新業態店の展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社オフィスパートナー 2490001007811 プロジェクションマッピングによる一般顧客向け事業による新分野展開 高知商工会議所

四国 高知県 高岡郡中土佐町 山本鮮魚店 漁師町の鮮魚店がＯＭＯ戦略を軸にコロナ時代の新業態店に挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社エレパ 8490001000190 エレパフードビジネスプロジェクト 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社おかざき葬儀社 8490002000116 コロナ禍の葬儀ニーズを捉えた、新規葬儀プラン実施への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社エスイージー 5490001006570 食品機械用部品製造事業への新規参入による新分野展開 倉智　武彦

四国 高知県 高知市 有限会社川上食品 8490002000025 四万十川産オーガニックうなぎのリアル店舗とネットショップ展開 税理士法人生駒会計

四国 高知県 南国市 株式会社スウィーツ 8490001006477 「次世代高知県ＮＯ．１スウィーツ」の開発に伴う新分野展開。 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 人と道株式会社 5490001010077 自然豊かな吉野川沿いで、焚火やバーベキューなどのアウトドア体験ができる宿泊施設の運営 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 ＭＡＥＢＡＲ 養殖業者と協力！釣り体験と海鮮丼店を融合した新事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社土佐御苑 5490001001539 高知県初！老舗旅館ブランドを活かした分散型ホテルの開業 特定非営利活動法人こうち企業支援センター

四国 高知県 吾川郡仁淀川町 株式会社大一林組 1490001005527 ＩＣＴ施工投資と研修施設構築を行い地域貢献に資する取組 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 土佐共同産業株式会社 1490001005485 ２４時間冷蔵冷凍自動販売機とキャッシュレス決済を活用した複合の無人自動販売機業態の開発 高知県商工会連合会

四国 高知県 安芸郡東洋町 株式会社フクチャンＦＡＲＭ 7490001010075 古民家をリニューアルし、ワーキングホリデー・観光客等の中長期滞在型施設による拠点整備事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡四万十町 有限会社三美ソーイング 2490002010855 ニット市場への進出と新規顧客獲得 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社桃山商店 1490001007614 映画監督が運営する「キネマミュージアム」の設立 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社高知丸高 3490001000674 ４輪特殊重機を活用、災害復旧・インフラに貢献する新分野展開 高知商工会議所


