コロナ対応新ビジネスモデル補助金（第1回受付締切分）採択者一覧表【商工会議所】
事業者名

補助事業名

株式会社ネクストワン

弊社所有物件の空室を改装し、新規事業「美容エステサロン」開業

株式会社カタリナハウス

〇建築インテリア雑貨の通販及びオンラインによる相談会

株式会社アイティ

生え癖の改善に特化した広告戦略と専門性の高い LP 制作

株式会社

トプコンLN-150単独で自動測量できる導入による業務簡素化

三宅建設

東洋水道株式会社

キールカッター購入で大口径管の自社での単独作業を可能にする

フォワード株式会社

自社の「オンライン予約システム」を商品化し、販売する

株式会社groove

巣ごもり需要応援隊！希少部位ミスジ牛すじ直売所

株式会社

御料理仕出し

さち

仏事時の食事(仕出し)に代わる代御膳の販売事業

株式会社あひるのみずかき

屋外テラスのオープン換気ダクト設置による風通しの良い店舗改革

...and E -CAFE-

「...and E-CAFE-TRUCK」としてキッチンカー

株式会社サンクエル

通所不要！オンラインでリハビリ訓練できるホームページ

四国ツアーズ株式会社

企画提案型ビジネスモデルでインバウンド旅行市場販路開拓事業

株式会社 AQUASE

訪問販売からコールセンターへのシフトチェンジ

東宮接骨院・鍼灸院

患者同士の接触を防ぐ往診と検査時間を短縮するための機械導入

ヤマショウ株式会社

“栄光のあゆみ”福利厚生商品として提案・LINEスタンプ作成

atelier hair design COR

発毛・育毛・美髪ケアメニューの開発と展開

有限会社

オンライン形式でストレス専用個別ヨーガ教室を新ビジネスで開業

ステムズ

有限会社キーホール

ECサイト構築事業

クロックワーク

ホームページとECサイトを利用した美容商品の販路拡大

BRIL

ECサイトを使った既存客・新規客の在宅者向けの販路拡大

串坊

テイクアウト準備場改装とトイレ改装による居心地の良いお店作り

LAB FACTORY 株式会社

住宅産業向けの非接触型の集客・商談システムのデータ構築事業

株式会社

キッチンカーによる新ジャンルの確立と販路拡大。

OVE Enterprise

栄光酒造株式会社

しぼりたての清酒の味をお客様に届けるための冷蔵貯蔵庫改修

ビストロ酒場ウィリーとウィニー

非対面のオーダーシステムの導入及び店舗内の非対面化

株式会社オノダ

特殊ミシンによる新たな商品開発と作業効率化

株式会社

全国向け対面型展示会から、ウェブ商談会での地元ユーザー直販へ

アブル

株式会社 DLM
株式会社IAB

【愛媛の山海の幸を楽しむ会席料理中心の完全個室型店舗への転換
ファミリーダイニングニコ

【飲食スペースを利用したレストラン型産直コーナーの併設】

炉ばた鍋 正夢

「テイクアウト・通販向けの真空調理商品の開発と販売展開」

上信屋

太陽光ビジネスに対する土地メンテナンスでの新たな売上獲得

株式会社エルパティオ

フェムケアを通した、女性活躍推進の実現を目指した支援ビジネス

DC プランニング株式会社

未来に向けてのECサイト、オードブル新ビジネスへのチャレンジ

合同会社 merrymaker

「愛媛の水引を使った、英語圏向けオンライン講座の構築」

有限会社 えばらインドアテニス

達成感のあるレッスンと幼児向けスポーツレッスン

システムエルエスアイ株式会社

リモートメンテナンス用アプリケーション開発・販売

有限会社オートガレージエム・エフ

板金修理作業内容の幅を広げることによる新たな受注の獲得

有限会社モリカメラ

「POP・ステッカー商品のプリントサービスへの展開」

癒しの丘

非対面型で可能にする鏡の中に動画が映るリモートセルフ整体講座

株式会社ごごしま

興居島での不動産事業展開のための店舗開業計画

合同会社 EIS

e-ラーニングシステムの活用でDXで活躍できる即戦力を育成

株式会社FP 不動産パートナーズ

アフターコロナ対応非対面型店舗

株式会社樹

店舗リブランド及び店頭販売商品の開発及び販売展開

Big boy

IoT導入者のための「IoT試作品」およびソリューション提供

お節介いとうしゅん治療院

ステイホームで免疫力向上！自宅で受けられる施術メニューの開発

株式会社パーマプラザ松山

幅広い年齢層の顧客獲得を目指したスマホ対応型ホームページ制作

居酒屋 魚てる

EC販売向け鱧料理の商品開発とシステム構築による新事業展開

有限会社 せとうち通商

・ホームページと LP を活用したスクラップの買取拡大

ガレージカット三四郎

ECサイトによる非対面販売及びSNS販売戦略
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株式会社 Ambient

お金と体と心の健康をサポートするeラーニング事業

SILVA

店舗改装による客席の増加とエクステンションメニューの導入

DCS（desired car shop）

タイヤ交換事業の新設と商談機会獲得のためのホームページ刷新

株式会社 シンプル

『魅力ある県産品を全国にＰＲするための広告事業』

有限会社

減臭減煙機器の導入による環境改善と地元顧客の取り込み

カフェー工房松山

笑福

真空包装機の導入でテイクアウト部門の販売強化と売上アップ

株式会社SATISFY

愛媛初！非接触で行える温熱治療器で血行改善セルフケア

株式会社大一合板商事

所有不動産を活用したリモートワーク施設の提供

リサイクリーン松山

新規オリジナル商品と新サービスを発信型ホームページで相乗効果

VEGRECAR

移動販売車内の環境整備と新機器の導入で販売促進

株式会社 西岡遊漁

真エコートレイル機能付きレーダーを活用した新釣法事業の展開

アナウンスハウス松山合同会社

「音声出版事業への展開」非接触でオーディオブックを制作販売

整骨院かわぐち元氣堂

コロナを乗り切る為の鍼灸接骨院の機能訓練デイサービス展開事業

株式会社ジセッション

結婚式を救え！新ビジネス始動！フォト婚サービス

株式会社マプト

車の抗菌・除菌事業の販売展開

Koko’o

【事業名：非対面販売における受注管理システムの導入】

有限会社

湯き国

真空包装機、液体急速冷凍機による業務改善と調理品の物販事業

株式会社モリ鋼機

ネットショップ販売による商圏の拡大化および多様化

84Project株式会社

オンライン用の商材開発とネット販売・webサイトPR

株式会社オンコム

海外輸出の絣ネクタイ・西陣織ネクタイの開発および販売展開

BLUEMOSQ

最新機導入での新事業メニュー

株式会社ダブリュー

キッチンカーによる雇用維持、新規顧客獲得事業

株式会社

旅館業に続く収益の柱となる製造小売業のためのマシンの導入

古湧園

フロア アルプ

店舗の一部を改修し、新たにテイクアウト窓口・厨房を設置

株式会社CircleLine

通販・デザイン部門設立による新ビジネスモデルの実現

クラフトムー ヴメン ト株式会社

WEB サイトのローカライズによる海外顧客の開拓

有限会社キホク

四国初のＡＩによる洗濯代行に向けて洗濯バッグ開発と作業場改装

食楽

接触機会減少の為のテイクアウト専用出入口新設工事

日々家

株式会社 なかむら

ECサイト構築とホームページ全面改修による販路開拓事業

株式会社 遊旬

外食文化の新しい橋掛けになる新スタイルのテイクアウト事業

ジョバンニ株式会社

コロナ対策を施したマンツーマンレッスン教室への改装

株式会社BLOOM WORKS

新しい販促支援サービスに使うノベルティグッズのサンプル制作

Petit Nail Luire

ネイルと脱毛メニューの相乗効果で売り上げと顧客満足度UP

株式会社ＮＥＧＩＲＡＩ経営支援研究所

『愛媛初！？労務担当者を労う自動化システム』をあなたの元へ！

office de・Sign 合同会社

カウンセリング動画を販売するためのECサイト構築

株式会社ＦＬＩＣＫ

テイクアウト・通信販売向け商品の開発と販売展開

株式会社アート・エクスプレス

非対面型接客による「販売促進業務」の拡大事業

株式会社シティー・カンパニー

デジタルサイネージによる地域コンテンツの作成・広告配信事業

佐川印刷株式会社

事務用印刷物の非対面・非接触でのWeb受注体制の構築

有限会社アオノシルクスクリーン印刷

24時間ホームページオリジナルプリントデザインシステム

株式会社中村呉服店

若い世代のマーケティングを実施し新サービス開発とオンライン受

アイワインターナショナル株式会社

自社サイトのリニューアルと EC サイト及び新商品の販売

アッシュ・インテリアワークス

「あなたの自宅もセルフリノベーションしよう！実践型サロン」

ユナイテッドシルク株式会社

EC 強化の為のスタジオ設置と感染症対策の為の来客トイレ改修

合資会社ワークショップ co. 松山

新しい時代に求められる感染対策型飲食店事業の展開

PetitPatis

新伊予灘ものがたり

（プチパリ）

販売拡大事業

株式会社アップサイクル愛媛

コンテナ導入による直営店の分散化と、非対面ビジネスの拡充

株式会社 オフィス仙波

飲食店舗の利用者が海遊びの拠点として利用できるスペースの提供

グランノンノ

オンライン予約によりコロナ感染予防ができるトリミングサロン

玄彩窯

新商品開発（四国遍路コラボ）、登窯修復事業

TYNER

新たな旅のスタイルワーケーション＆ブレジャーをフランチャイズ

HAIKU LABO

レーザー加工機の導入による俳句アクセサリーの自社生産体制の構

2 / 8 ページ

ＳＩＫ真匠いろどり工房合同会社

女性目線による外部塗装から内部補修へ新ビジネスでの事業拡大

株式会社ＫＡＮＳＨＡ

弁当販売ステーションの構築

有限会社

滑川渓谷で自然を楽しむ体験型民泊

章愛建設

春夏秋冬みなみ

新商品開発・テイクアウト窓口設置・宅配用車両の導入

有限会社i-rose

「ＥＣサイトの解析により顧客のニーズに合った通信販売戦略」

ビューティスタジオ
有限会社

Koko

エコレ

コロナ感染対策用エステビジネスの新事業
フロアコーティング施工及びメンテナンス

Rクリエイト株式会社

排煙窓の定期的維持管理等保守契約の新ビジネスモデル事業展開

エムエスエー株式会社

熟成黒ニンニクのオンラインショップ開設

忠孝

テイクアウト販売スペース＆コロナウィルス対策の改装計画

有限会社 クジャク屋足袋店

アパレルメーカーと在庫情報を共有する EC システムの開発

株式会社 TOMONICO

キャリアの理解を深めるオンライン型及びリアルのキャリアコーチ

有限会社高山時計店

県内在住外国人に接客できる英語版ホームページの制作

株式会社あいさと

災害時対応の地元食材を使用したグルメ缶詰の自販機ビジネス

株式会社プライオリティ

非接触を目指し店内改装及び自社サイト新規作成、新サービス提供

（株）アスタビ 温泉宿どうご屋

一日１組限定一棟貸し切り結婚式及び、SDGｓとコロナ抑制

株式会社松山丸三

「愛媛県産農産物加工商品」の商品説明と使い方の動画制作及び配

ラージスト株式会社

コンクリート床研磨機を導入し新たな施工法による販路拡大

オープンデザイン株式会社

テイクアウト向け、真空パック商品の開発と販売展開

有限会社さがら商店

コロナ禍の巣ごもり需要で拡大している肉の全国配送での売上拡大

有限会社かにかに亭

新メニューの開発と店舗以外に販路拡大

株式会社

非接触の治療サービス開始のための、高品質な環境・空間の整備！

軸と品格

四国自販機工業株式会社

物品汎用自動販売機・冷凍食品自動販売機のデモ機貸し出し事業

ISLAND CREATE JAPAN

コロナで冷え込んだ地域を盛り上げる移動型生配信ライブ事業

株式会社お茶の柴田園

商店街の店舗を補完するECサイト等新たな販売チャネルの構築

株式会社

見やすく陳列された車による移動販売サービスと販路開拓

ヤマトヤ

株式会社 日の出都市開発

小型ダストボックス設置による非接触型廃棄物収集運搬の実現

株式会社インスピリット

物産観光関連からモノづくり企業へ営業、集客支援事業をシフト

株式会社

クラウドサービス導入によりwebでの非対面型の新営業

愛コンシェルジュ

株式会社 タナカ不動産

松山市繫華街活性化の為にウエブでの非対面ビジネスの確立事業

STUSSY

地場産業素材を使用した商品開発と自社ECサイト確立

松山チャプター

楽家

テイクアウト事業を躍進し、コロナ渦での売上の安定化を図りたい

有限会社 健生館

コロナ対策を実施空間での頭皮洗浄とオリジナルクリーム使用施術

ヘアースタジオサーティーン

高性能機器によるフェイシャルエステで収益向上計画

有限会社

看板の設置、チラシ配布で新規顧客の獲得を目指します。

カフェックス

株式会社AGRI BASE

自社オリジナルデザイン作成。新規加工品販売で更なるファン獲得

有限会社遠藤商事

オンライン見積もり・回収予約システムのサイト構築

株式会社アイシン企画

３密回避とランニングコストを抑えた新規販売拡販戦略

株式会社ともえ屋

店舗・テイクアウトメニュー刷新に伴う商品開発及び店舗改装

株式会社 ファブサイド

販路開拓の為のパンフレット作成及びネット掲載とその宣伝・広告

フォレストガーデン 株式会社

“非接触・非対面VIP葬儀”新サービスの構築とプロモーション

さくら

店内販売スペースの新規確保と外部商品の販売による収益増加

salon fumi-ere

ウィズコロナの子どものメンタルケア事業と店舗認知・新規客獲得

株式会社マーニー

ネット広告を活用した集客とオンライン予約システム導入

ティピティーナ

立体ケーキの急速冷凍による全国への配送・ネット販売で販路拡大

愛媛プレカット株式会社

木材の端材を利用したキャンプ用品の自社ネット販売網の構築

（有）オフィスモガ

オンライン劇場「ダンス&遊びーむ」

愛媛不動産情報ナビ株式会社

高気密・高断熱・太陽光発電リフォーム事業

株式会社エム・アイ・シー

オフィス・住宅系デザインを軸に据えた新ビジネスモデルの構築

秀伝

ネット販売とテイクアウト商品の強化

四季旬魚まるふく

車両移動販売

有限会社

心を添えた福祉用具の通信販売機能のあるホームページの構築

オルソ本田
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居酒屋

ゆらゆら。

媛っこ地鶏！やきとりキッチンカーを活用した新ビジネスの展開

株式会社レンタルショップ

新たに商業用のレンタカー事業を取組み、販路拡大していきたい。

Himari（ヒマリ）

完全個室貸切での酸素カプセルの導入

HASHI WATASHI

印刷技術事業内製化と EC サイト開設

有限会社マツオカ

テイクアウト専門店で、もう一つの柱を構築

ふじい塗装株式会社

社内で作業ができるリペア事業進出による事業拡大計画

倉橋自動車商会

【パーソナルメンテナンスサービス】～魅せる整備の提供～

株式会社 KREST

リモート環境に対応した自社HP制作、商談環境整備

あなごどろぼう

テイクアウト向け穴子めしの開発と市場からのおもてなし

有限会社 窪田陳列

インターネットを活用した壁面収納家具販売の事業化

有限会社

住宅小屋「minihako」事業

福田瓦工業

One room

エコリサイクルによるコラボレーション事業

マエダ商事株式会社

新ビジネス・BtoB向けの水宅配・備蓄水販売展開

すこやか整骨院とべ院

アウターマッスルを鍛える機械による非対面型ビジネス

株式会社efコンサルティング

地元を愛する女性の経営塾

株式会社アスタクリ

スイートコーンを２万本から６万本に増し、売上９百万円を目指す

金井食品株式会社

量販店・中食産業向けの商品開発事業

LANTANA FOOD SERVICE株式会社

フードトラックを利用した移動販売事業

合同会社ハーヴェスト

ウェブ集客による実店舗と通販の拡充

株式会社GATI

「就活支援金制度」を活用した採用マッチングイベント事業

株式会社ネクストライフ

女性のごほうび時間提案サイトの運営

株式会社トラスト＆コミュニケーションズ

士業と連携したセミナーを通したコンサルティング業務/相続・事

玉井住宅

光触媒の抗ウイルス・抗菌・消臭機能で住宅まるごと清潔に！

株式会社えひめリビング新聞社

法人企業向け

株式会社クリエネ

FIT終了をターゲットにした家庭用蓄電池のWEB販売

株式会社

愛媛のおいしい！を味わえる、密を避けた足湯カフェ

道後の町屋

オンラインサロン設立

花の定期販売サービス

株式会社 Timone

電気バリブラシの導入によるセルフ化と半個室の設置事業

CAFUNE

安心・快適な新サービスの提供と集客しやすい予約システム構築

men’s esthe BIDAN

GROTTI導入をして新サービス育毛を展開していく

山内小顔整体

セルフホワイトニング機器導入による事業転換

株式会社Let’ｓ

地域住民と移動販売業車を繋げるマッチングサービス事業

Cafe‘

テイクアウト向けスイーツの開発と販売、生産体制の構築

Flare

株式会社愛媛新聞旅行

安心・安全！自宅で楽しむオンラインツアー

株式会社D.I.G

ドローンによる農薬散布代行事業

彩

SNS を利用した展示会式ネット販売事業

株式会社

福栄

充実したホームページを活用したＰＲ活動。

hair studio Prince

理容室で行うシェービングと組み合わせた光脱毛・肌再生エステ

株式会社１２１４

新規顧客獲得のための新メニュー実施

有限会社

和牛焼肉店の味をテイクアウト（家焼肉）

大栄企画 （焼肉 大栄）

ラ・シャンドシエル
IKEUCHI

ORGANIC

テイクアウト商品をキッチンカーで販売
株式会社

オンライン接客の更なる品質向上と常時オンライン工場見学の実施

株式会社テイクワン

キッチンカー導入で万全の感染症対策を行い売上増加

高山製巧所

強みと技術を活かした金属加工と溶接の受注拡大戦略への転換

有限会社マルユー

『水産加工機導入による加工のリードタイム短縮と商品力向上』

株式会社ふくみや

ブティック業のスマホアプリシステム導入による新ビジネス

株式会社 ＭＢＳ

３Ｄプリンターによる発泡スチロール製頭部模型の国内開発事業

Wilde sunglasses

キッチントレーラー喫茶＆ショップ＂喫茶インディゴ＂の開業

有限会社きむら自動車販売

遠隔地でも商談することができるオンライン商談の仕組み構築事業

割烹ゆき

テイクアウト弁当の拡販、店内環境の整備・感染防止対策強化

炉端焼き

酒仙

魚のうま味を引き出す為の鮮魚加工・保存開発・販売事業

株式会社ワシ屋グループ

しみ抜き機導入による高付加価値化でのフリマユーザーの需要獲得

ヒアサ株式会社

新市場、インクジェットプリントタオル受注のための施策
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髙橋石材興業株式会社

こだわりの石焼き芋と石焼き芋で作るスイーツ販売キッチンカー

有限会社ビーワイド

キッチンカー（移動販売車・モバイルハウス）等の製造事業

株式会社

ＥＣサイト構築による広域商圏の新規販路拡大戦略

波止浜スーパー

スタイリッシュガーデンみたか

非接触設備（自動シャンプー）の導入で、よりお客様に安心を提供

株式会社

新規販路開拓と自社ネットショップの開設

SING

Cres.

エスプレッソマシン導入による集客の向上

株式会社スターライフ

大空間集団施術から個室個別施術への転換と同サービスの周知

株式会社タマテックス

新規顧客獲得のための楽天市場への参加とプロモーション施策

季節の花

記念に残るフラワーギフトの作成

花心（Kashin）

有限会社秋山

自社ホームページ開設からＩＣＴ導入でレスポンス改善し売上回復

焼肉

食材のロスを減らし、新メニューの開発、生産性向上

遊山

有限会社アルム

通販事業拡大のための焼き菓子の包装作業の労働生産性向上対策

Ballond’Or

セルフ施術によるヒゲ、体毛などの脱毛

株式会社メイクス

最新設備導入によるサービス提供方法の再構築

小林建工

針葉樹の燃焼特性を考えて作られた薪ストーブと薪の販売

株式会社 Ｉ－ＹＴＭ

ネットショップ・通常販売オリジナル冷凍商品開発で販路開拓

第一印刷株式会社

一般顧客に向けた商品の品質向上のための検品機械導入

Tamaya

ランチタイムにおける弁当テイクアウト事業

高宮農園

貯蔵に優れた露地野菜生産による有利販売及び飲食店への直販

有限会社エムクリーンサービス

コロナ対策で需要拡大しているカーペット高圧洗浄サービスの開発

株式会社セイカフーズ

「四国えひめのキッチンカー」移動実演販売者によるイベント販売

ウシオマテックス株式会社

ＷＥＢサイトのリニューアルによる販路の開拓

株式会社捺染工房

ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

TORICO

ＦＯＯＤ×ＡＲＴ今治の魚＆野菜でギフト小売商品開発と販売展開

今治焼鳥 まる屋

顧客ニーズに対応、自家製タレの製造及び販売

株式会社オリエント

「ポストコロナ時代に対応した店舗改修工事」

呉服すがたや株式会社

新HPでの売り上げ増加・感染症対策プロジェクト

しまなみ興産有限会社

座敷感染防止リニューアルと機械導入・販路開拓用チラシ作成

株式会社愛媛海産

コロナ禍の新たなニーズに対応する常温流通加工品の事業化

株式会社トップファクトリー今治

サービス力向上によるＥＣ販売事業の更なる強化

株式会社ライオン広告舎

ドローンを用いた新ビジネスの展開と業務の拡張

有限会社フレンズ保険事務所

インターネットを使った、非対面での保険販売の開始

(有)寿提夢

フードプリンター導入による新商品・新サービスの開始

二宮印刷工房

ネットショップを活用した自社製品販売による市場拡大計画

有限会社

ウェブに施工例360度内覧機能導入とオンライン見学会開催

亀和建設

ひろさわ治療院

院内のコロナ感染対策強化とDMによる顧客開拓事業

企業組合こもねっと

飲食店部門のメニューを改良したミールキット開発事業

宇和島練り物工房みよし

商品管理体制の強化による出荷拡大と新規商品開発

株式会社サプライズワン

新ビジネス「ラーメンテイクアウト」開始の為の生産力アップ事業

壽司正

店舗改装による利便性・満足度向上で来店客の増大と売上アップ

(有)和牛の店丸協

バーベキューパック販売強化に向けたスライサー導入と販促の充実

クスコラボ

木材加工の内製化による付加価値獲得と営業訴求力の向上

（株）岡野工務店

ウィズコロナで家族時間を提案、エクステリア部門創設で顧客獲得

Clear

密を回避するガーテンテラス開設と晩酌用テイクアウトで集客強化

有限会社

土居真珠

真珠の巻き厚測定器導入による真珠の品質に対する安心感の強化

有限会社

中尾モータース

コロナ禍における除菌車検導入と設備導入による整備力強化

有限会社宇和島コピーセンター

スマホ等で店舗・施設内を360°歩き回れるバーチャルツアー

フォーサイト株式会社

教育相談マッチングサイトの開発と運営

ＭＩＧＡＣＴ

非接触オンラインコンテンツ開発及びカスターサクセス体制の構築

株式会社 豊予社

感染リスク軽減の環境整備とコロナ対策商品開発で販路拡大

農業生産法人

愛媛県オリジナル柑橘を世界基準農業のポット栽培で新規顧客獲得

株式会社sippo

株式会社ミヤモトオレンジガ ーデン

マイクロバブル発生装置導入によるヘアサロンの差別化強化事業
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有限会社 土岐家具店

座卓を再利用する新ビジネス展開の生産体制構築と広報事業

株式会社ブルータイタン

『通販業者からピアノ教室へ！自分の持つ環境を活かし切る！』

鉄板焼き ひびき

テラス席 をつくり、テイクアウトも充実。新時代の飲食店へ！

株式会社しゃらく

出荷ラインシステム導入とメンテナンス強化によるネット事業拡大

チロハウス

地元密着の飲食業による屋上菜園と販売計画

有限会社

当社のロゴ・HP作成によるイメージアップで新規顧客獲得

美人建築設計事務所

中国菜館 華月

販路拡大の為に中華料理店が菓子製造販売に取り組む

株式会社愛媛フーズ

セルフうどん新店舗を起爆剤にしたテイクアウトうどん販売

株式会社

井石

着付け教室&着物スタイリストサービスによる新規顧客獲得

株式会社

コスにじゅういち

デジタルマーケティングの導入による新たな販売営業展開

空間屋 -me you-

リユース制服循環プロジェクトの推進による新規顧客獲得

S&S エンタープライズ株式会社

感染症に関わる衛生用品の販売事業

株式会社奈良屋商店

EC ショップの認知向上と POS システム連携構築

株式会社喜多八食肉店

全国にお届け！チャーシュー専門オンラインショップ制作

有限会社

廃棄される魚の有用な部位を高級商品化して販売する事業。

サンテクノ久我

鈴木樹脂工業株式会社

止水機能を有する防災関連新製品「防災バケツ」の開発

株式会社 マイントピア別子

閑散期(冬)における BBQ ハウスの有効活用による集客増加

株式会社 正匠工業

非接触で注文・お会計ができるお弁当屋事業

株式会社別子飴本舗

老舗の意地！「本気のカレーパン」冷凍で販路を拡大する。

有限会社永井商會

お母さんと高齢者向け会員プログラムでリピート獲得事業

株式会社マクロキッチンキグフジ

新商品ラインナップ追加によるブランド力向上化事業

合同会社Rework

町工場の製造現場向けクラウドソフトウェア開発事業

JOHNNY’S DINER

WITH コロナを生き抜くモバイルオーダーシステム構築

フユベーグル

ジャムのギフト販売とベーグルの通信販売を行い売上を倍増させる

いちふく

甘味処のアフターコロナを見据えた新ビジネス展開

媛由姫

当社ＨＰ及びネットショップ構築による国内外への情報発信力強化

有限会社
Hair

エス・ティ・エム・ワイ

Design

JING

「巣ごもり用居酒屋メニューセット」の生産と販売を行う新規事業
新たな設備の導入によるオプションメニューの提供

たぬき本舗株式会社

キッチンカーによるカレーショップの展開

ヘアーサロン DEAR

光脱毛の新規メニュー化による新ビジネス推進事業

ビジュアルイメージング株式会社

コロナ後の新常態に対応した新しい写真スタジオ構築事業

株式会社 秋山魚市場

新容器を用い、高級感を演出する商品強化事業

株式会社KOSELIGHOUSE

モルタルを活用した外構工事に係るイノリフトの導入事業

生守らーめん

テイクアウト事業への参入による低リスク型ビジネスへの挑戦

有限会社

伊予提灯工房

密を減らして、サービスを改善するための環境整備。

株式会社

ネクスタ

リアルアニマルオブジェのネット通販サイトの構築

玉井鍼灸

当院の認知及び衛生のアピール方法改良による販路開拓

越智建築

マイクロショベル導入による庭の終活リフォームのすすめ

株式会社

アクロテック

事業拡大を目的とした業務効率化及びテレワークへの対応事業

有限会社三浦種苗園

フォークリフトの活用で運搬作業の効率化と生産性の向上

ピーコックフーズ株式会社

ＥＣ販売向けの高付加価値商品の開発と販売

株式会社明治屋

芸術・文化を通しての人的交流による、新事業展開

株式会社大阪屋

愛媛県産「栗・芋・抹茶・フルーツ」を使ったデザートの移動販売

株式会社

オンラインサービスの周知による新しい顧客層の開拓

ライフブレイン

有限会社シティアイズ

農産物の加工品を作る加工場の改築し販売する

加藤善一商会

カスタマイズ中心業務に変更の為、コロナ対策商談室の設置

ｊａｍ ｒｏｏｍ ｓｔｏｒｅ

顧客サービス改善と歴史をつなぐ・伝える商品開発事業

株式会社星加のゆべし

ホームページリニューアルによるネット販売の強化

合同会社セルフディフェンス結

WEBサイト導入による安全安心な環境構築事業

木の実と種

感染対策対応個室型エステビジネスへの新規参入

オーガジム

シニア向けキックボクシング健康体操コースの新設

iino assemble

愛媛食材を使用した完全無添加加工食品の製造場の構築
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おち酒店

顧客用トイレの設置と地域憩いの場の創設による売上拡大

株式会社音羽家

店内環境を改善し安心をお届け！集客力強化による売上拡大事業

株式会社岡どうぶつ病院

動物用歯科ユニットを導入して動物歯科治療の専門的治療の実現

Office 旅ニケーション

自宅で繋がる！社員が繋がる！ ＷＥＢ社員旅行で団結力強化！

株式会社

変角形状を自動化対応することで機会損失を回復し売上増大する

アライ

ＹＡＭＡＴＯＹＡ

キッチンカーでの移動販売実施による新規売上獲得事業

有限会社マツダ農材

ドローンを活用した柑橘農家への農薬散布支援による売上確保

松田包装株式会社

個別営農相談に注力した「個人の問題解決ニーズ」への対応力強化

有限会社

ネット販売向けの「漬物」の開発と自社生産・販売による売上拡大

西山青果

葵Aoi

地元産食材を使ったテイクアウトをベースとした小規模店舗事業

おおず整骨院

ポータブル治療器を使った出張でのパーソナル治療

Sa-Rah

「手織り新商品一点物の服をyoutubeと全国誌で掲載紹介」

もつ鍋居酒屋

熱炎

テイクアウト向け、ランチ商品の開発と販売展開

にし川株式会社

真空包装機とグリルの導入による新メニュー開発で売上拡大

株式会社KITA

ドールハウスVR による古民家ショップの紹介事業

有限会社笹川写真館

Tシャツ用プリンター導入による老舗写真館の新ビジネス展開

ｉｓｏｒａ

新メニューヘッドマッサージ開始のためのシャンプー台導入

有限会社

絵画教室の展開・福祉施設利用者におけるリハビリ等のお手伝い

東洋美商

沢井青果有限会社

国産柑橘の海外輸出及び愛媛県産レモンの販路拡大

さつき写真館

動画制作・3D制作出力・新事業宣伝テント設置、死蔵設備処分

有限会社

愛媛県産農林水産物を使用した商品開発及び新規取引先開拓事業

玉井民友商店

Ten Hundred Works

HPとネット通販開設と新商材導入、PVとショップカード作成

美容室ＣＯＣＯ

フォト婚、神社婚に映像、動画配信を組み込みブライダル強化

レッスンスタジオチーズ

新レッスンメニューと新スタジオでコロナウイルスに負けない

有限会社

観光バス会社が非対面・非接触「おうちでVＲツアー」の提供開始

奥島観光

CBR＠さもんず／／入口は裏側

新たにアウトドア事業参入とキッチンカー導入で売上拡大

トータルファッションタニオカ

店舗にカフェ併設でコロナ禍に“くつろぎ”を提供し新規顧客獲得

Linda terraza（リンダ テラッツァ）

県内唯一のオイルソムリエを活かした屋外カフェとネット販売開始

株式会社ＯＫレンタリース

オンライン予約＆決済システム構築と周辺宿泊施設等との連携

株式会社 濱田通信

地域の特性を活かして「農業用ドローン導入」で販路拡大を目指す

ナガイ株式会社

コロナ禍で需要が増加の「洗車（清掃）」部門立上げで売上アップ

鯛メシ専門鯛や

愛媛県産「天然真鯛」を使用した冷凍鯛メシのネット販売開始！

株式会社エンゼル

患者様に寄り添った「かかりつけ薬局」のサービス向上とＰＲ強化

株式会社ナズロ（ピザ・ラスタいよ市店）

ポスティングチラシで新生宅配ピザの販路拡大

毛利商店

栄養豊富で無添加の煮干しをより早く全国の消費者に届ける！

愛媛少林武術団

少林武術のミニ道場の開校とネット販売の拡充

有限会社えれがんす

トータルビューティサロンに転換し「幾つになっても綺麗」を実現

まるイチゴファーム

キッチンカーを導入し新商品の開発と販路の開拓、売上高の拡大

株式会社伊予ブルドーザー建設

効率化により作業人数を削減し密を解消する感染防止対策

フェニックスガーデン

愛好家のための「少人数・独自展示商談会」の実施

有限会社 創美舎

アルカリ電解質イオン水製造機の購入と消毒・殺菌サービスの実施

株式会社亀岡

オンラインによる重要事項説明の導入とオンライン相談窓口の開設

株式会社マミーハウス

建設業界向け「高機能オゾン発生器レンタル事業」の実施

Fleur 松山

コロナ対策用品レンタルサービスと華やかなコロナ対策の提案事業

みのり屋

初心者でも安心！同年代から学べる高齢者向けスマホ教室事業

なないろ

エスプレッソマシン導入で短時間での提供と新メニューの開発

株式会社

伊予乃国

販売管理システムの構築による事務処理業務の効率化

株式会社

セトクィーン

「窒素封入および賞味期間延長による輸出強化」

ソアリコスメ株式会社

インバス商品販売広報活動による新分野展開と販売の多角化

山陽物産株式会社

環境配慮商品広報活動による、販売先・売上拡大計画

株式会社マルタニ

「ボディガラスコーティング＆車内除菌施工」

ＣＬＡＮ×ＣＬＡＮ

移動販売車の購入による新たな販路拡大
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金生建設株式会社

360°住宅WEB見学会と施主向け新サービスの開始

ヴァンヴリット株式会社

「BtoB向け商品の供給能力強化と販路拡大」

坂ダイ.ニング

愛媛ジビエと地元食材を使った商品のWEBサイトを活用した販売

株式会社

弁当作りに役立つ商品のネット販売とアイシングクッキーの試作品

昔屋

マルヨシ食品株式会社

自然を満喫できるプライベートキャンプ場の施設充実と改善

株式会社四国クオリティ

３６０度システムＨＰ制作によるオンライン内覧事業

高津紙器株式会社

EC 販売開始と顧客に安心感を与える非対面工場見学の実現

マルショウ

アクリル製造工程におけるボトルネック改善による生産性の向上

株式会社

石村箔押店

箔押しを愛媛から全国へ（BtoBからBtoCへ）

ダイニングカフェのまん

新規分野へのテイクアウト事業拡充に向けた冷凍庫増設

十川製紙株式会社

書道バッグを製造しネット販売を拡大

はてな企画

ＥＣサイトを活用した自社オリジナル商品の販路開拓
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