
1 / 7 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

四国 徳島県 R2361U00012 船場化成株式会社 4480001001268 通常枠 新たな製造方法による環境配慮型フィルムの生産ラインの立ち上げ 倉智　武彦

四国 徳島県 R2361U00014 タイヨウ鉄工建設株式会社 3480001000337 通常枠
設備投資需要の影響度軽減化を図るため安定的需要が見込めるメンテナン

ス業務への新規参入計画
株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 R2361U00017 東暘貿易株式会社 1480001005627 通常枠 衣料品卸業者がＥＣサイト構築と倉庫改修を行い、業態転換する事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00023 株式会社ビッグウィルマテリアル 8480001010141 通常枠 竹の土壌改良材製造事業～竹の活用で里山を豊かに～ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361U00025 株式会社食人 2480001004306 通常枠 名物骨付き鶏居酒屋が挑む、産地にこだわった餃子専門店の出店 税理士法人アクシス

四国 徳島県 R2361U00027 有限会社西阿運送 1480002014817 通常枠 運送会社が行う焼付塗装事業、輸送と塗装の連動性 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00030 株式会社ＢＵＡＩＳＯＵ 9480003000908 通常枠 阿波藍染によるビンテージジーンズを当時のミシンで復刻する事業 佐藤　剛

四国 徳島県 R2361U00032 井川発酵株式会社 3480001009634 通常枠
全国でも希少な伝統製法で作る「阿波晩茶タブレット（錠剤型）」の製造

販売
税理士法人アクシス

四国 徳島県 R2361U00033 株式会社小川製作所 6480001000383 通常枠 切断工程改革による提案型ものづくりの実現 株式会社四国銀行

四国 徳島県 R2361U00036 株式会社阿波酸素 4480001003339 通常枠 業界効率化のため新たなアライアンス及びＬＰガス供給体制の構築 株式会社四国銀行

四国 徳島県 R2361U00038 東光株式会社 7480001001777 通常枠
医療用弾性ストッキング　新オーダーメイド商品開発・受発注システムの

デジタル化・国内外の販売拡大
株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00044 株式会社エアトラベル徳島 3480001008999 通常枠 徳島の旅行代理店が挑む「グローバル」「ローカル」両極端事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00046 有限会社天野精機 8480002012236 通常枠 新市場進出のための“思い切った”工場建設及び高精度大物加工への対応 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 R2361U00047 株式会社フジタイト 7480001004540 通常枠 小型量産歯車事業への新規進出事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00049 株式会社阿波林材 9480001007467 通常枠 香りと色つやに癒され、地震から命を守る徳島すぎをすべての人へ 徳島信用金庫

四国 徳島県 R2361U00053 阿波スピンドル株式会社 4480001004428 通常枠 非接触での深穴内径の寸法測定とＩｏｔに対応した測定器の開発 株式会社四国銀行

四国 徳島県 R2361U00063 三宅生コン有限会社 7480002015082 通常枠
脱炭素社会構築のために廃棄物を再資源化するための固形燃料製造事業計

画
佐藤　剛

四国 徳島県 R2361U00065 有限会社サカクリーニング 7480002001883 通常枠 医療・介護施設入所者への私物衣類の洗濯代行サービスの開発・提供 税理士法人徳島

四国 徳島県 R2361U00066 株式会社阿波市場 1480001004843 通常枠 県内初、天然鳴門鯛の中骨を使用したつみれの冷凍食品開発、販売事業 増野　雅之

四国 徳島県 R2361U00069 有限会社六車エンジニアリング 5480002016090 通常枠 品質保証体制確立による精密金型加工分野への進出と事業再構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00071 有限会社水香園 1480002002160 通常枠
地域の中小規模農家が継続して発展するための、持続可能な農業アクアポ

ニックスシステム構築・推進事業
株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00076 株式会社シンク・フーズ 6480001005630 通常枠 国産新鮮野菜の冷凍弁当事業 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 R2361U00077 株式会社小川生薬 5480001007495 通常枠 生薬及び健康茶製造のノウハウを活かした健康食品の製造 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00083 株式会社柳川鉃工 4480001005203 通常枠 防災・減災、国土強靱化のための橋梁機能維持事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 R2361U00084 有限会社　山屋 7480002008714 通常枠 既存事業とのシナジー効果を意識したコロナ禍に順応する飲食事業の構築 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361U00086 ヨンロッパ 通常枠
既存交流拠点と連携する、空き家を活用した農家民泊および農作業体験　

『ファーム＆ステイ　いづりは』
平井　吉信

四国 徳島県 R2361U00088 有限会社日乃出本店 2480002014964 通常枠
「フレイル予防」と「環境循環型」２つの軸でアフターコロナ時代を生き

抜く！老舗の新分野展開
株式会社井上総合事務所

2023年4月14日時点
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四国 徳島県 R2361U00094 株式会社ＷＩＲＥ　ＣＲＯＳＳ 6480001010606 通常枠
レンタルサイクル・コインランドリー・カフェ併設型ホステルへの新分野

展開
株式会社伊予銀行

四国 徳島県 R2361U00096 株式会社言語理解研究所 2480001003225 通常枠 自然言語理解製品の受託開発からオンライン販売への業態転換 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 R2361U00099 冨士建設工業有限会社 3480002004270 通常枠 ＡＳＥＡＮ向けＬＥＤ埋設コンクリート製品製造販売による事業再構築 株式会社四国銀行

四国 徳島県 R2361U00101 株式会社ＳｍａｒｔＬａｓｅｒ＆ＰｌａｓｍａＳｙｓｔｅｍｓ 1480001010288 通常枠
工場・プラント施設向け、ＡＩを用いた空間制御用ＩｏＴプラットフォー

ムの開発
株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00102 株式会社宮崎椅子製作所 8480001005190 通常枠
装飾性・意匠性に優れた付加価値の高い新製品を開発、海外富裕層市場に

進出
株式会社阿波銀行

四国 徳島県 R2361U00104 かねもり 通常枠 徳島の食材を炉端スタイルで個人客に提供する店舗への事業転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361U00117 富士スレート株式会社 3480001002011 通常枠
スレート瓦製造業から電気自動車向けリチウムイオン電池材料の物流倉庫

業へ進出
株式会社ゼロプラス

四国 香川県 R2371U00008 アーバン工芸株式会社 7470001011307 通常枠
「法人向けＯＥＭ製造」から「自社ブランドの製造・販売事業」への業態

転換
マジェステ株式会社

四国 香川県 R2371U00010 株式会社ジョーソンドキュメンツ 3470001005972 通常枠
防衛設備教材の高付加価値でインパクトある企画提案を可能にする開発体

制の確立
株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00011 株式会社旺建 7470001004707 通常枠
「森林の廃棄資源」を用いて、ＳＤＧｓ達成へ向けた製造業へ新チャレン

ジ
岩本　大輔

四国 香川県 R2371U00014 株式会社ニーズ 8470001007460 通常枠 医薬部外品製造環境整備と全自動ウエットティッシュ製造ライン構築 株式会社アルマ経営研究所

四国 香川県 R2371U00017 丸富士産業株式会社 5470001003891 通常枠
部品の世界共通化と国内生産回帰を進める主取引先との連携による新分野

進出
株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 R2371U00022 大同ゴム株式会社 4470001007365 通常枠 特注製造ラインの導入による最先端素材添加ゴムシート製品の開発 みどり合同税理士法人

四国 香川県 R2371U00025 株式会社ひだまり不動産 1470001005768 通常枠 コンシェルジュ付ＤＩＹ型集合賃貸住宅及びＤＩＹ事業への新分野展開 岩本　大輔

四国 香川県 R2371U00031 長尾工業所 通常枠 循環型産業分野への新規参入におけるステンレス事業の新規立ち上げ 高松信用金庫

四国 香川県 R2371U00033 株式会社村上鐵工所 3470001010923 通常枠 「脱炭素社会」実現に向けて洋上風力発電産業に参入する新分野展開事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00037 讃岐罐詰株式会社 7470001010151 通常枠 海外需要に向けた「いなり寿司」缶詰製造ラインの構築 秋田県商工会連合会

四国 香川県 R2371U00038 プロテノバ株式会社 3480001005773 通常枠 抗体分野に新展開するための新規低分子抗体の開発製造システムの構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00040 ナベプロセス株式会社 2470001003110 通常枠 グラビア製版技術を活用した新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 R2371U00041 葵機工株式会社 8470001000259 通常枠 主に無針注射器等の超精密医療機器の加工部品製造への新規参入 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00042 株式会社タカハタ 6470001005904 通常枠
熱交換技術を活用した食品機械装置（ＦＨＥ）の開発・製造体制の確立と

構成事業の再構築
吉川　和良

四国 香川県 R2371U00048 有限会社火の鳥四国 5470002008584 通常枠 入浴に特化した短時間での通所介護 高松信用金庫

四国 香川県 R2371U00049 日本メディカル株式会社 3470001003209 通常枠 地域医療介護連携システム等クラウドサービス事業の創出 株式会社伊予銀行

四国 香川県 R2371U00050 株式会社サニーサイド 7470001012809 通常枠 オリジナルチョコレート・コーヒーの製造販売、原料の卸売り 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00052 丸虎食品工業株式会社 4470001012340 通常枠 最新のレトルト殺菌機導入による健康志向製品の開発・製造と販売 長岡　弘晃

四国 香川県 R2371U00053 有限会社よこす 7470002015513 通常枠 ステイホーム需要を見込んだ個人向け家庭調理用カット野菜事業への展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 R2371U00056 株式会社エースシステム 7470001000706 通常枠 「ＡＩによる福祉用具選定アプリと共通ＥＤＩサービス連携」の展開 松本　安典
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四国 香川県 R2371U00060 セーラー広告株式会社 9470001002353 通常枠 四国遍路の世界遺産登録祈願プロジェクト 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00063 株式会社ＴＫＧ 5470001017058 通常枠 交通インフラをはじめとする公共分野への新分野展開に関する事業計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00064 株式会社松本製作所 6470001000062 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略としての防熱扉の新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00065 小豆島環境企画株式会社 3470001013281 通常枠 廃ホテル跡地利用によるオートキャンプ事業への参入 香川県商工会連合会

四国 香川県 R2371U00066 株式会社クラウド 5470001012562 通常枠 高松市街・空港最寄りインターチェンジでの「ご馳走」フードパーク事業 高松信用金庫

四国 香川県 R2371U00067 株式会社千萬 9470001005653 通常枠 ステーキハウス店が新たに免許を取得し食品製造販売へチャレンジ 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00068 有限会社原工業 6470002010903 通常枠
当社初の新技術を導入することによる電力インフラ分野への思い切った挑

戦
観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00070 株式会社塩田印刷 5470001004931 通常枠
宅配寿司釜飯チェーンのフランチャイジー加盟による印刷業からの業種転

換
みどり合同税理士法人

四国 香川県 R2371U00073 株式会社高畑精麦 6470001008064 通常枠 米麦の農家支援を目的とした多品種少量生産型の新研磨・挽砕工程の構築 株式会社四国銀行

四国 香川県 R2371U00074 株式会社増田鐵工所 9470001009464 通常枠 半導体製造時に必要な高周波電源装置用の導波管製造体制の構築 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00075 合同会社内海精工所 9470003000264 通常枠 これまで培った精密加工の技術を活かして半導体分野への進出 香川県商工会連合会

四国 香川県 R2371U00077 株式会社前場工業 8470001012048 通常枠
当社の強みを活かした、環境問題等により今後市場拡大見込める杭撤去業

への進出
観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00084 株式会社草薙鉄工所 1470001014414 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として精密薄板溶接分野へ挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00090 ハイスキー食品工業株式会社 1470001006799 通常枠 蒟蒻製造業のノウハウを活用した菓子・飲料製造への新分野展開 吉川　和良

四国 香川県 R2371U00094 日精機器株式会社 9470001008540 通常枠
半導体業界向け部品の新製造要望に応えるための事業再構築による新製品

開発の実施
株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00098 株式会社アイ・アイイスズホールディングス 4470001006268 通常枠 絶対に真似できない唯一無二の少人数ウエディングの提案 株式会社中国銀行

四国 香川県 R2371U00099 松原鉄工株式会社 5470001003818 通常枠 食品製造・造船業の新分野へ高品質加工品を提供する事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00103 有限会社伸栄製作所 2470002013439 通常枠 高速２軸旋盤と４軸横型ＭＣ導入による地方発ハイブリット町工場の実現 高松信用金庫

四国 香川県 R2371U00111 有限会社八番館 8470002005463 通常枠
古き良き昭和時代の喫茶店を江戸時代の日本家屋庭園を生かした宿泊施設

に変える事業計画
鹿谷　みどり

四国 香川県 R2371U00113 株式会社東洋スチール製作所 4470001002952 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として農機具メーカーへの挑戦 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00123 株式会社みやたけ 4470001010757 通常枠 冷蔵倉庫業への挑戦、地場特産品の消費拡大による地域経済活性化事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00124 株式会社ＣＲＭ 3290001033678 通常枠 日本初！白内障眼内レンズ管理で見えてきた医療業界へのＩＴ開発 税理士法人さくら優和パートナーズ

四国 香川県 R2371U00128 有限会社三豊給食センター 6470002017114 通常枠 最新の技術を有する冷凍食品製造業での事業再構築プロジェクト 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00131 株式会社真鍋プランテック 4470001010352 通常枠 産業用生産設備加工業からバイオマス発電機の製作事業へ進出 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 R2371U00133 サタデー 通常枠 小豆島の最高の立地を活かし、島を満喫できるオートキャンプ事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 R2371U00137 四国メインテナンス株式会社 5470001001978 通常枠 消防用設備の法定点検における遠隔点検ＡＩサポートシステムの導入計画 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 R2371U00147 有限会社クリーニングタカヤ 4470002002547 通常枠 洗濯コンシェルジュ＆洗濯物預かりサービス付きコインランドリー 香川県信用組合
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四国 香川県 R2371U00148 コアスリー株式会社 4470001012679 通常枠
スチール製サッシ・ドア製造業からトレーラーハウス部材の製造・販売業

へ進出
株式会社ゼロプラス

四国 香川県 R2371U00149 株式会社プラスアルファ 2470001013381 通常枠 広大な敷地で農地を活かした宿泊施設と農業の融合施設の開発計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00158 株式会社藤井製麵 1470001006808 通常枠 返品された半生うどんを食品ロスとしないためのうどん菓子の開発 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 R2371U00161 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830 通常枠
カーボンニュートラル時代に対応する脱炭素ビジネス関連部品事業への新

規展開
株式会社伊予銀行

四国 香川県 R2371U00162 株式会社十感 6470001016604 通常枠 良質で美味しいオリーブ牛を全国的に周知し拡販するための新事業展開 株式会社大三経営事務所

四国 香川県 R2371U00164 高松パレス株式会社 6470001005251 通常枠 当社２Ｆリニューアルによる「フードホール＆マルシェ」計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00166 有限会社アキヤマ自販 2470002014619 通常枠
コロナ禍でも安心できるリアルとネットを融合した自社完結型新車リース

事業
株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00171 利庵一級建築士事務所 通常枠 「帯屋町チャコール」古いビルを再生し、最先端のＨＵＢ空間に。 安井順子

四国 香川県 R2371U00182 大陽工機株式会社 9470001009068 通常枠 瓦・レンガに特化した安価で小型なリサイクル機械の製造販売 株式会社四国銀行

四国 香川県 R2371U00188 株式会社福本ボデー 2470001010271 通常枠
産業用特殊車両の既存製造ノウハウを最大限に生かした大型建設機械車両

の部品製作分野（塗装工程）への進出
株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00193 株式会社イング 4470001010229 通常枠 クリーンルーム仕様の塗装工場新設による半導体業界への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371U00199 株式会社坂井工務店 1470001001593 通常枠
【自然の中でプチ贅沢なＢＢＱや収穫体験で笑顔が広がるグランピング施

設】
岩本　大輔

四国 香川県 R2371U00201 日東河川工業株式会社 5470001003297 通常枠
新開発非電動式ゲートの生産性向上を目的としたファイバーレーザー切断

加工機導入による部品内製化
株式会社伊予銀行

四国 香川県 R2371U00210 株式会社日本環境リサーチ 1470001005181 通常枠 （株）日本環境リサーチ　植物工場新規設置事業計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00212 アルテ工業株式会社 4470001006284 通常枠 屋外でも有効な除菌液の噴霧設備の開発と販売で新たな事業を展開 板垣　大介

四国 香川県 R2371U00213 有限会社大倉塗料産業 4470002010814 通常枠 住宅家具塗装のノウハウを活かし高級自動車の木製部品製作を開始する 横山　信朗

四国 香川県 R2371U00221 香川ホームサービス株式会社 6470001017189 通常枠
脱訪問営業！水廻りリフォーム専門店による来店型ショールームビジネス

への挑戦
ベンチャープラス税理士法人

四国 香川県 R2371U00228 西讃観光株式会社 4470001009972 通常枠 健康促進に目を向けたパーソナルトレーニング事業への参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371U00233 株式会社味菜 8470001014787 通常枠 ヴィーガン・ベジタリアン向け真空包装フード事業への進出 株式会社大三経営事務所

四国 香川県 R2371U00234 株式会社長峰製作所 4470001008256 通常枠 ウエラブル端末分野での圧電セラミックスを活用した革命的計量化戦略 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371U00244 舷喜屋　善通寺店 通常枠
善通寺市特産品の讃岐もち麦ダイシモチを使った乃木うどん復活プロジェ

クト
善通寺商工会議所

四国 香川県 R2371U00248 株式会社坂出スチール工業 3470002014898 通常枠 建機事業を事業再構築の始まりとする、脱炭素・水素事業参入計画 株式会社四国銀行

四国 香川県 R2371U00251 株式会社Ｂｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ． 7470001005580 通常枠
製造業への転換による地域木材を活かした箸の持続可能な循環型ビジネス

の構築
株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 R2381U00005 株式会社高橋精工 3500001009441 通常枠 協働ロボットの開発・製造と新規市場の開拓に向けた新分野展開事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00010 萩尾機械工業株式会社 8500001010221 通常枠
恒温防塵仕様の組立工場を新設し、一桁高精度の生産機械改造メンテナン

ス事業に参入
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00011 そらともり株式会社 7500001006996 通常枠 大宴会場を個室サウナ温浴・個室テレワーク・個室美容に改築する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00014 オチ工業株式会社 4500001013137 通常枠
パイプ自動切断機導入による難配管加工の内製化と新製品開発による売上

規模拡大
長岡　弘晃
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四国 愛媛県 R2381U00015 三共機工株式会社 1500001001763 通常枠
受注生産型下請け企業から自社製品製造販売企業へのステップアップ（事

業転換）
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00019 有限会社あかやね 3500002015496 通常枠 手作り弁当の宅配・店頭販売で地域社会の食事ニーズを充足 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00021 さくら製麺所 通常枠
新麺の開発・販売による新規市場展開と、食を楽しむ新たなサービスを提

供するそば店の出店
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00022 株式会社新居浜鉄工所 8500001010023 通常枠 「新規複合加工機」導入による１軸破砕機の開発・製造（業態転換） 小倉　裕樹

四国 愛媛県 R2381U00024 株式会社石津工業 5500001015074 通常枠 レーザー加工機を導入することにより開始する、２つの新事業 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00029 四国クレー株式会社 1500001009278 通常枠 板金加工の高度化による多角化戦略として中厚板金加工分野へ挑戦 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00030 有限会社ハイテック 3500002018904 通常枠 半導体関連業界等へ向けた、非鉄金属等の精密板金加工による新分野展開 倉智　武彦

四国 愛媛県 R2381U00035 株式会社川恭工業 8500001014593 通常枠
国内初！ファイバーレーザ溶接機導入による電磁パルスシールドの生産体

制確立
川之江信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00036 株式会社稲井製作所 3500001010548 通常枠 地域初　複雑形状の加工技術習得による再生可能エネルギー市場への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381U00040 株式会社ヤマトテクノ 1500001013635 通常枠 有害物質調査コンサル事業への新分野展開による健康被害防止事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381U00042 昭和刷子株式会社 1500001007827 通常枠 内子町の特徴及び地域性を活かした新規化粧品発売のための化粧品工場 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00053 大森商機株式会社 7500001001097 通常枠 木工機械器具の卸売業から林業機械のレンタル事業へ進出 株式会社ゼロプラス

四国 愛媛県 R2381U00056 株式会社ヤングドライ新居浜 7500002017233 通常枠
病院・介護施設・老人ホームを中心としたご利用者様の私物洗濯クリーニ

ング事業
株式会社香川銀行

四国 愛媛県 R2381U00059 有限会社愛媛工業 6500002021038 通常枠
熟練工の技術に依存した溶接加工業から脱却しＩＴを駆使した鋼材加工・

販売業への進出
愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00064 有限会社活よし 4500002002056 通常枠 高齢者向け配食サービスの新分野展開に係る事業計画 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381U00065 高津紙器株式会社 9500001014634 通常枠 「２種類のコンビニエンスストア向け新型食品紙容器」の製造と販売促進 株式会社中国銀行

四国 愛媛県 R2381U00074 鈴木樹脂工業株式会社 4500001010010 通常枠
止水機能を有する防災関連新製品「防災バケツ」の開発及び硬質ＰＶＣ

（塩化ビニル）成形の生産体制の構築
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00082 有限会社ＵＭＡＭＩ．Ｌａｂ 1500002012966 通常枠 甘いものは人に笑顔を作る。地域に幸せを配る事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381U00083 農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン 1500001018452 通常枠 農業法人による世界基準の農業・食料産業化を目指すオンライン教育事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00086 株式会社丹後 6500001019207 通常枠 様変わりする生活雑貨需要に対応した雑貨商品の開発製造販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00093 大和酸素工業株式会社 7500001002566 通常枠 脱炭素社会に向けたアクアポニックスシステムの開発と販売 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381U00095 西染工株式会社 5500001012088 通常枠 委託加工業から製造小売り（ＳＰＡ）にえ転換し、海外にも販売する。 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00103 株式会社フレートサービス 5500001012261 通常枠 コルゲートバルクヘッドの生産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 R2381U00108 株式会社大一合板商事 6500001002443 通常枠 所有不動産を活用したワーケーション事業及び民泊事業への進出 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 R2381U00109 四国自販機工業株式会社 8500001001930 通常枠 新しい生活様式に求められる、各種自動販売機の保守付きレンタル事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00114 株式会社アライ 5500001007633 通常枠 大正期の煉瓦倉庫を活用したビール醸造所及び食品製造施設等の整備 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00121 株式会社愛媛海産 9500001012605 通常枠 地域発！３温度帯に対応する物流アウトソーシング事業への挑戦 愛媛信用金庫
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四国 愛媛県 R2381U00126 株式会社白和 2500001012149 通常枠 当社独自のタオルブランド設立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00129 佐々木紙工株式会社 5500001014299 通常枠
祝儀袋関連からビジネスダイアリーへ、ニッチ市場からマス市場へ、製造

商品転換に向けての機械設備導入及び環境整備
株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 R2381U00132 株式会社ＳＫウインチ 8500001011252 通常枠
内航船向け電動ハッチカバーの駆動器及びロック機構のシステム開発・販

売
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00134 金井食品株式会社 2500001001259 通常枠 中食産業に対応した業務用加工食品の開発事業 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 R2381U00138 株式会社一番 6500001008886 通常枠 飲食業（居酒屋）から食品製造業への転換による雇用確保と事業再編成 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 R2381U00141 株式会社ＴＯＲＡＹＡ 6500001017037 通常枠 低価格鮮魚を急速冷凍した業務用冷凍食品のタイムシフト販売事業 税理士法人山中会計事務所

四国 愛媛県 R2381U00144 株式会社ブリヂストン松山タイヤセンター 8500001003605 通常枠 脱炭素社会実現へ貢献する廃タイヤのチップ化処理施設の導入事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 R2381U00145 中央紙工株式会社 3500001015175 通常枠
脱プラによる環境配慮と衛生面に対応した再生可能なオール紙製の中身が

見える食品パッケージの製造
観音寺信用金庫

四国 愛媛県 R2381U00148 ユナイテッドシルク株式会社 1010001175120 通常枠 新シルクで創造するヘルス、ビューティー＆ウェルネス市場 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00152 山陽刷子株式会社 8500001004735 通常枠 化粧品フェイスマスク製造による新分野展開と販売多角化の実現 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00155 株式会社アームズ 8500001014073 通常枠 カッティングルーター導入によるキャンプ用品等の市場開拓 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00156 株式会社まちづくり松山 2500001005524 通常枠 ウィズコロナで「まち」に必要なＡｇｇｒｅｇａｔｅ機能実装事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00159 株式会社フジクウ 3500001007486 通常枠 介護包括グループホームによる新分野進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00168 株式会社オーシャンドリーム 4500001014077 通常枠 新規事業分野参入による新たな生産物栽培開始と加工品製造開発 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00175 有限会社テニスショップミズキ 6500002004612 通常枠 カフェとテニスを融合した複合商業施設の設立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00177 田中産業株式会社 6500001011923 通常枠
今治タオルメーカーの商品ラインナップ、生産体制、販売チャネルの再構

築
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381U00182 株式会社宇和島プロジェクト 1500003001051 通常枠
海面養殖プロセスの見える化・高付加価値化を通じた収益力向上及び稚魚

オーナー制度の確立による新たな流通形態の実現
村田　八郎

四国 愛媛県 R2381U00184 株式会社ツヅキ 5500001010109 通常枠
ステンレス研磨・洗浄加工の集配サービスの立ち上げと地域の研磨ネット

ワークの構築
公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 R2381U00188 瀬戸内ＩＲＩＣＯデザイン株式会社 3500001017634 通常枠 食用コオロギを用いた保存料不使用の栄養補給食開発事業 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 R2381U00191 株式会社曽我部鐵工所 5500001010059 通常枠 高精度加工が要求される新分野（油圧機器部品）への展開と海外市場開拓 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 R2381U00202 スバル株式会社 9500001014683 通常枠 ユーグレナの高効率連続培養によるナノファイバー製造事業 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 高知県 R2391U00001 株式会社ニューウォーター 3490001003487 通常枠 排水処理施設の自社所有による排水処理定額ビジネス 株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391U00003 株式会社岡林農園 2490001005682 通常枠
岡林農園とインドネシア間で６次産業化商品を相互に輸出入する新ビジネ

ス展開
高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391U00005 有限会社戸田商行 8490002009792 通常枠
自然の未利用材を原料とした、持続可能なエッシェンシャルオイル蒸留事

業
高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391U00008 有限会社高知アイス 8490002010263 通常枠
自社搾汁工場建設（南国ぎゅっとファクトリー）による原価低減と新商品

開発
みどり合同税理士法人

四国 高知県 R2391U00013 アモーレベリータ 通常枠 地域と連携、コロナ時代の革新的新業態店水上レストラン復活への挑戦！ 高知商工会議所

四国 高知県 R2391U00014 しまんと新一次産業株式会社 3490001007166 通常枠 「しまんと食資源×地域産業連携力」で成し遂げる事業再生計画 株式会社高知銀行
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四国 高知県 R2391U00015 有限会社繁春鉄工所 3490002011720 通常枠 組立工場新設による通信機器向け検査装置市場への新分野展開事業 株式会社商工組合中央金庫

四国 高知県 R2391U00016 合同会社ネグリタ 9490003000881 通常枠 コロナからの脱却！ネット販売事業の開始にともなう新ブランド構築 高知商工会議所

四国 高知県 R2391U00023 株式会社土佐洋 9490001005800 通常枠 日本一の近海マグロ延縄船団による加工食品製造業への新分野進出事業 公益財団法人高知県産業振興センター

四国 高知県 R2391U00028 株式会社ドリームコミュニケーション 4490001004699 通常枠 女性活躍に寄与するワンストップ産後ケアサービス事業への転換 高知商工会議所

四国 高知県 R2391U00031 株式会社ＶＰ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ 2010401139310 通常枠 おおとよスポーツ・ツーリズムプロジェクト 株式会社高知銀行

四国 高知県 R2391U00032 株式会社エスエス 8490002010370 通常枠 新規乾燥プラント導入による、自然分解型簡易トイレ開発事業 株式会社高知銀行

四国 高知県 R2391U00038 有限会社さめうらフーズ 3490002012388 通常枠
新商品製造に伴うＯＥＭ委託製造から脱却した自社製造ラインへの転換・

全国海外への販路拡大事業
株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391U00041 高知精工メッキ株式会社 9490001006170 通常枠 半導体製造工程で使用する露光装置の部品製造事業への取組み 株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391U00044 株式会社畠山不動産鑑定 4490001004559 通常枠 不動産鑑定士向け不動産調査ツールＷＥＢ提供システム構築事業 高知商工会議所

四国 高知県 R2391U00049 濵村鉄工有限会社 3490002008139 通常枠 特許を活かした船底ジャケット製品製造による新市場への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391U00050 株式会社はりま家 7490001001867 通常枠 「芋けんぴ×幻の柑橘“ユコウ”」の商品開発及び製造・販売 株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391U00054 有限会社マリンライナー 6490002009217 通常枠 輸出用商品の開発で新分野展開。商品開発の為の冷凍施設改修工事。 宿毛商工会議所

四国 高知県 R2391U00058 高知機型工業株式会社 8490001000612 通常枠 職人による鋳造用樹脂型の製作から革新的デジタル機械化への再構築 株式会社四国銀行


