
事業者名 補助事業名

株式会社　クリエ 地域物産ライブコマースを担う人材育成の為の自社HP作成事業

株式会社ヨシケンコーポレーション 介護分野に特化した有料職業紹介事業

mare relaxationsalon ラッシュカールを加えた事業とキャッシュレス決算導入

海舟 テイクアウト及び通信販売用向けの真空パック商品開発と販売展開

株式会社 カライス 愛媛から発信する新婚活マッチングアプリと食育指導のPR事業

有限会社木村屋精肉店 納品先拡大！仕入れ原価が伝わる・発注できるホームページの制作

古川遊漁 「安全性を高めて長距離移動し新規海域を目指す」

株式会社C－STYLE 「農薬散布ドローンシェアによる大規模農場農薬散布事業」

ABC開発株式会社 作業現場の三密対策の強化と生産性向上による人材不足の解消

株式会社ひめつくトータルアシスト オンラインでのお客様対応と、IT導入による効率化と新事業周知

株式会社松友 クラウドタイプの顧客管理システムの開発による業務の効率化

株式会社　あきた 新規市場・新規顧客開拓・買い物弱者の為、キッチンカーの導入

有限会社 ベーカリーみき 冷蔵車の導入による外販事業の拡大展開

PECO design associates リノベーション物件のキッチンスペースの新設による利便性向上

ミセスホーム株式会社 クラウドモデルハウス見学会＆相談会スキームの構築

麵酒場かもがわ テイクアウト向けちゃんぽん、麻婆豆腐丼、等の開発と販売展開

YTガレージ テイクアウトを中心とした飲食店(焼き鳥、唐揚げ)の新規開業

株式会社　すず商 テイクアウトによる食パンとフルーツサンドの販売展開。

ナチュリラ・フィット 非対面指導のオンラインレッスンの新サービスの提供事業

株式会社　レイワン 新事業としてカーエアコンクリーニングFC事業の展開

noah テイクアウトによる販路開拓事業

株式会社HR インターネットでの販売技術獲得と価格比較サイトへの新規参入

IROHAWORKS ターナー島を望む一戸建てを活用した民泊事業

hair’s Switch シルバーの囲い込みと他店と差を付ける完全プライベートサロン化

株式会社セブンシーズ 珍しいサボテンを生産し、ECサイトで販売する事業

ファーイーストフードサービス株式会社 通販サイト売上拡大のためのホームページ制作

ながい農園 露地とハウスでの農産物有機栽培の作業効率を高めて（人件費、肥

KobeGarageCafe 移動販売とテイクアウト向けドリンクとサンドウィッチの販売

株式会社ビジョンマップ 新たな生活様式に対応したリラクゼーション事業

Ｈプロジェクト株式会社 小売店への販路拡大に対応した新たな生産プロセスの構築

合同会社 木生活 木工DIYスタジオの整備

道後プリンスホテル株式会社 非接触のセルフサービスに特化した宿in宿の開発と販売展開

ビューティーサロン白ばら 和装を中心とした記念フォトプランの事業の開発

有限会社 道下建設 「自動追尾式測量機導入による現場業務の効率化と売上拡大」

Nail＆eyelash salon Bi joux-S たった15分！短時間の非接触型、ニードルレス最新若返り美容

富士教材有限会社 水中の産業革命！産業用水中ドローンの活用

株式会社 ABE 個人向け「水まわりリフォーム」PR用ホームページの制作

株式会社　タクミフードサービス ドライブスルーサービス開始のための設備導入工事

ドイツハウス コロナ影響で一気に加速するネット販売事業に参入

株式会社松山ニューサービス アルカリイオン電解水生成機を導入した除菌、洗浄事業の向上

株式会社ミックス 共同生活援助（障がい者向けグループホーム）の開設

株式会社ＫＩＲＩ デジタルギフトカタログのシステム開発による県産品販売の拡大

株式会社門田商店 愛媛初コインランドリーに併設した無人冷凍食品販売

天然石工房S.P.I パワーストーンのECサイト販売における商圏の拡大

株式会社 大野設計 南海トラフ地震に備えるための民間建物の耐震化 WEB 相談

小鉄 焼肉屋スタイルで、お一人様でも安心の炭火焼店に変身！！

Kitchen studio たべものさし 発酵で腸内環境を整えるオンラインサロンの周知活動

炭焼 MARKS 新商品の開発とテイクアウト対応

Relaxation Salon Aroma＆Clay　Forest クレイを活用したサービスの強化・ネットによる新サービスの開始

コロナ対応新ビジネスモデル補助金（第2回受付締切分）採択者一覧表【商工会議所】
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株式会社リーサン ホームページの作成と各事業の連結による相乗効果と広報の強化

ギンオカ工芸 ロ－プアクセス技術を使った修繕工事・検査・点検・調査事業

株式会社栴檀 料理旅館が作る和風ローストビーフのインターネット販売事業

有限会社 明和パーツ ECサイト導入による販路拡大と新規顧客の獲得

株式会社ホテル椿館 お客様の安心につながる新管理システムの導入と新サービスの広報

ビジョンフーズ 県産食肉をアピールしたメニューとテイクアウトの取組

株式会社VOCE コロナ禍を乗り切るための結婚相談所のプロモーション強化事業

株式会社meets ファミリー向けフォトスタジオの商品プランと空間づくり

炉端と酒ししまる 居酒屋からコロナ禍でも集客の見込める焼肉屋への転換

横田商事有限会社 自社ＥＣサイトでの宣伝、販売

ラグナ ビーチ 瀬戸内の天然にこだわった魚の保存・開発・販売・配達事業 

株式会社ラフスタイル サブスクシステムを開発。自社サービス収益モデルへチェンジ

PEACOCK BRIDE　（ピーコックブライド） コロナ対応型の小規模で開放的な新しいウェディングの展開

郷家二番町店 卓上スチームコンベクションオーブンの導入で新商品開発

株式会社Kizukuri屋 新規ＨＰを制作し、直接販売を強化することで下請体質からの脱却

ウィステリアカンパニー ドックラン開設とナイター営業で売上向上事業

株式会社アスレヤマト 販路拡大のためのオンラインショップサイト・自社HP開設

株式会社パーソナルアシスタント青空 自然栽培の農産物・加工食品の販売のための新ブランド造り

アイ ファクトリー 在宅向け冷凍スイーツの、移動販売事業とＥＣサイト販売事業 

株式会社アミックインターナショナル オンライン英語学習コーチングサービス

有限会社ムラセ 道後の新名物となるテイクアウト向け商品の開発・強化と販売促進

株式会社セナ・フィールド ECサイト構築による広域商圏の新規販路拡大

えひめ洋紙株式会社  衛生関連商品の製造及び販売事業 

脱毛＆アロマ　Dahlia セルフ脱毛器導入による新規顧客の獲得

くるる 事務所を活用した「新菜園ビジネス」の事業拡大

株式会社　英語アカデミー 通学・対人授業に代わる「動画による大学受験・英語講座」

株式会社フラリッシュ 老舗、宮崎県桝元の「辛麺」を激辛ブームにのせて販売展開

Ａｑｕｉｌａ　アクイラ テイクアウトコーナー設置による販売促進

株式会社dual‐mode 着物を身近に感じるECサイトの新設による新たなビジネスモデル

Aフーズ 株式会社 肉料理の強化と真空調理によるテイクアウト事業と既存事業の強化

筒井補修 非対面でも可能なリペア商材の販売とWEB注文受付開始

合同会社 CSY HP・ネットショップによるオンライン事業と空調設備の入れ替え

株式会社　三日月とカフェ オーブン導入で、焼きたてパイの提供とテイクアウトを含めた販売

株式会社七福ホーム 新商品展開による差別化と、感染症対策で集客力を図る店舗づくり

ガスマート ホームページ・ECサイトの開設で新規客獲得！

串ゆう 住宅街のど真ん中で熱々ラーメンのテイクアウト事業

株式会社 ビジネスアシスト四国 リモートワーク用個室の新設とシステム導入

株式会社ｍｋ 飲食提供サービスから「快適な空間を提供するサービス」への進化

肉料理　牛屋 ステーキ肉・加工品・タレのテイクアウト・ECサイト販売

株式会社土地家住まいる コロナ禍を契機とした業種転換と、感染症対策を施した店舗づくり

有限会社 愛 dentity テイクアウト・デリバリー及び接客オーダーシステムの開発と展開

Anywere Door コロナに負けない！オンライン戦略・完全非対面への転換

アトリエ・ a ペットをデザイン！オリジナルオーダーグッズの開発・制作・販売

有限会社ウインズ 最新測量機器導入によるワンマン測量体制の構築と生産性向上

株式会社貴蔵 コロナ禍におけるEC導入によるHP改修と店舗改修 

株式会社ワールドトランク 全国展開のためのECサイト構築＆自社ホームページ制作

Deux ＜愛媛県産花木をお届け！＞HP開設で新規顧客の獲得へ。

割烹さゝ紀 松山市ふるさと納税返礼品の出品とお土産、テイクアウトの販売

中ちゃん 【新ビジネス】着付け教室・客席兼用の個室スペース造作

La maison d’ ESPOIR コーチングを主体にする非対面型コミュニティーサイトの構築

八田司法書士事務所 ホームページを活用した遺言・家族信託・死後事務委任契約等事業

株式会社エフエム愛媛 「愛媛県産鱧の茶碗蒸し」の商品開発・販売事業
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株式会社フィール インターネットを活用した新たなおうち婚活サービスの展開

株式会社アクア 機能回復訓練への新事業展開とスケジュール管理のシステム化

重松食品 脱コロナ太り・ヘルシーこんにゃく惣菜の開発販売

菊池建設工業株式会社 ICT活用工事・一人で行うワンマン測量。

ピストグループ株式会社 対面ビジネスからデジタルへの移行による新規市場の開拓

株式会社 プライムコンサルティング 非対面型（リモート含む）で面談・相談等の業務の充実化

古川屋台 ソウヅ 「 キッチンカーを利用した移動ラーメン店事業 」

凡味　えり家 新しい味の練り物とテイクアウト・発送窓口の開設

ciel-coco 新規顧客獲得に向けたオリジナル商品の開発とWEBショップ開設

株式会社夢とありがとう 「愛媛県産品を主としたビジネスランチの商品開発と販売展開」 

番町製麺 テイクアウト向け自家製麺の開発と販売展開

株式会社四国ボイラー商会 地元の薪を中心としたネット販売による対個人客への拡販

道後いなりゆのや 新たなターゲットへのアプローチと新商品開発

株式会社　MARUSHO 主力商品であるもつ鍋のテイクアウト販売の多様化展開

有限会社 内田パン 宇和島鯛の骨を活用したカルシウムたっぷりパンの開発と冷凍販売

ファッションドライ神田屋 新型ボイラーの導入による作業効率改善と感染症対策加工の拡充

美容室Chefe （シェフ） 美容商品のモール型ECサイト自社ECサイトの構築

株式会社　ショウイング・エス ホームページリニューアルでの集客力・問い合わせ・売上げアップ

アーキウッド DAITOU 安心・安全・健康な仕事環境作りの為の事務所改修計画

有限会社咲くら オンライン予約まで発展可能な予約・顧客管理システムの導入

疲労洗浄ヘッドスパ【 zUU 】 ありがとう！コロナを支える医療従事者を癒す専門サロンを開店

有限会社アクティブ・フィーリング ECサイトで加工商品を販売していくための広告宣伝費

有限会社アイビー 目を動かし、明るい未来を創造するビジョントレーニング

四国設備工業 新たに土木事業・解体事業に参入

Chee Labo 資格が取れるエステスクールのオンライン化

株式会社　大建設計工務 設計用3次元CADソフトによる高精度図面提案

すまいる接骨院 コロナウイルス感染症に負けない治療院経営、治療と予防

株式会社　真夢 オーダーメイド家具のブランディングECサイト事業

米田青果食品株式会社 非対面での製品PRやお問い合わせ対応の機会増加の為の取り組み

有限会社福助珍味 当店人気メニューのおうち時間向け小売商品化と非対面販売の実現

La Academia オンライン指導と地域スポーツチームのクラブ運営による支援事業

まめ楽 豆腐関連商品のEC販売にむけた商品開発と環境整備

鳥三昧 出汁が売りのミールキットで簡単調理

ワンラグ オンライン動画レッスン教材の販売促進

株式会社ウルア メンズ・こどもを対象とした最新脱毛サービス

有限会社ランクアップジャパン ランクアップジャパンweb利活用トレーニング構築事業

三光貿易株式会社 アートロールフラワーのECサイトでの商圏拡大

パン工房つばき 機械導入による生産量、生産効率の上昇と売上及び利益拡大

株式会社L＆G 大手スポーツメーカー並びにオリジナル商品のネット販売

太陽印刷株式会社 オンライン見積もり付可能なwebを作成し、動画事業スタート

仲田　美奈子 大川嶺の大自然を感じ、家族で楽しめる体験型民泊施設づくり

株式会社モバイルコム DX 非推進地方中小企業向け業務支援アプリの開発と販売展開

谷山水産 都市部への販売拡大

萬楽　塩田屋 真空パックによる安全なデリバリーテイクアウトの提供

株式会社　勇愛 波長によるデジタル表示となる非破壊道路標識等支柱劣化調査事業

株式会社まるふく テイクアウト向け冷凍商品の開発と販売

愛媛社会保険労務士法人 タスク管理システム導入による業務効率化と相談業務の拡大

hair＆beauty Very 新ケアメニューの開発による新規顧客獲得と単価アップで売上拡大

株式会社　フジカワ カウンセリング機能と高機能検索付き新ECサイトの構築

株式会社　田中建設 新ビジネスとしてオンライン商談のできるようにウェブサイト更新

ゲストハウス@まつやま オーダーメイド・オンライン英会話inゲストハウスまつやま

Glow 新サービスのPRのためのWEBサイトを構築、活用
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株式会社ヴァンサンカン 機能訓練と自然療法を融合させたトータルビューティーサロンへの

有限会社ボックス 個人ユーザーの出版物や印刷物への新規営業展開

ビストロファミーユ 新規事業拡大及び、POSの導入による店内オペレーションの改善

バール・カフェ kobako 自社ブランド商品の販売のため店舗改装・看板の設置

ガジュマル 大型オーブンを自宅に構えテイクアウト兼デリバリー事業を行う。

KIDA UkuleleWorks ウクレレ職人の経営するウクレレ専門店オープン

株式会社ライアル セルフ脱毛機械の導入で通いやすい店に。

Eternal Beauty NANA 「お家でエステ！」を応援する新サービスの告知で売上UP！

BRIDGE 実店舗とECサイト、S N Sと連動した販路の拡大、充実

有限会社 マツヤマ楽器 顧客窓口業務、販売ツールのデジタル化の整備

有限会社　山清総建 新設備で工事現場での非接触を実現し新たな市場への展開を目指す

Steady crew 株式会社 テイクアウト・イートイン向けドーナッツの開発と販売展開

mitra キッチンカーを新規に用意し、キッチンカー事業展開

有限会社阿部木工 Web戦略を軸としたサイズオーダー家具ECサイト事業の展開

Ｍｉｎｄ Ｕｐ 講座の開催継続のための会場・機器の設置、複業好事例集の制作

アジアンバー　阿龍 バーからレストランに転向しテイクアウトと夕方からの顧客獲得

Barber BOND（バーバーボンド） 新メニュードライヘッドスパとセルフ美容による新規集客

アルポルテ コロナウイルス対策の改装計画と店内のイメージアップ

ホテルエコ道後 キッチンカーで芋をメインに使ったテイクアウト商品の開発と販売

株式会社アマミホーム 高価格住宅ブランド“アーキエスト”のホームページと広告計画

オイシイオト お弁当の注文予約ができるホームページ制作

株式会社　大五木材 ECサイトを通じての越境販売展開のためのガイドブック開発

株式会社sopiro インスタグラムで商品が購入できるホームページの制作

立吞み屋 １８ テイクアウト商品開発及び HP構築による予約システム等の導入

六角堂 松山の里山で地産地消のBBQとジビエ

ANDBACK 音楽配信事業の開始

株式会社エイガカン 来店不要「チーズケーキサブスクサービス＆キッチンカー販売」

株式会社　松南園 新受注処理システム導入による業務属人化からの脱却

株式会社ブルースター・クリエイト 『ホームエステ用セルフメンテナンス機器サブスクサービス』

ありのままビューティーメソッド [ありのままビューティーメソッド全メソッド動画講座]

素心ヨガスタジオ 感染症対策のヨガスタジオ改装工事で新規客獲得と販促強化

有限会社 NAGI 介護脱毛・訪問可能で高齢者の肌を美しく保つエステ

想咲料理と焼酎とさすけ 「密を避け快適な食空間提供とテイクアウト事業での売上拡大」

株式会社 うつぼ屋 商品の付加価値向上を目的とした「フードプリンター」購入

株式会社あいサポート 特殊ミシン導入による新たな販路開拓と雇用の確保

株式会社　ラビア 猫と飼い主の兼用ジュエリーを開発しECサイトで販売する事業

鍼灸マッサージ こうちゃん 超音波治療および電気刺激による非接触型のコンビネーション治療

株式会社いたや 地元野菜を使ったデリバリー商品の開発、オンライン中心で販売。

ニコニコクルー 刺しゅう加工・販売事業（ネーム・マーク・ワッペン）

中華バル茶縁 個室改装と感染症対策の安心な店づくりで来店頻度・客単価向上

有限会社　西永工業 オリジナル商品ブラッシュアップとECサイト制作

株式会社　鳳洋道路興業 見積もり機能付き HP作成、民間案件受注による売上アップ

株式会社　アニバーサリー 新サービスの提供を知ってもらう為の看板設置・チラシ配布。

株式会社Ｏｒｃｉｖａｌ 無人レジ機導入によるコロナ感染症対策と生産性向上の取組み

みなと酒店 酒屋、ノンアルコールテイクアウト始めました！

株式会社ハコビス かゆい所に手が届く高齢者サービス「親孝行支援隊」事業構築

VAPE SHOP ＆ BAR 0096 愛媛県初のECサイトよる電子タバコ及びリキッドの通信販売

坂の上のレストランしののめラスカス おうちでフレンチ！テイクアウトできるフランス料理＆サンド

合同会社ＯＷＬ 配信ツールを使った新しいパフォーマンス発信

15 ichigo 愛媛県産柑橘による魔法のクラフトコーラで新たな事業展開

ストロークプラス 宇和島市のみかん農家を助ける通信販売サイトの構築

あめんぼ畑 あめんぼ畑訴求ツールによるHPへの誘導
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山中カメラ インターネットを利用した映像配信とマスタリングスタジオ経営

よつねこ堂 オリジナルキャラクターを活用したグッズのインターネット販売

株式会社FJT 動画を活用した新商品販売 PR サイトの作成

有限会社ムラゼン 自販機による宿泊・テレワーク利用者向け軽食・雑貨の非接触販売

株式会社Plus ONE キッチンカーの導入

こころ声育研究所 声の力でメンタルケアするブレインボイスアカデミー 新事業展開

小花縁株式会社 感染症に強い店舗内動線確保とショールーム型店舗運営事業

株式会社コリーナ 新たな販路開拓のためのSNSと連携させた自社通販サイトの構築

Hair　Design　QOO 自動乾燥機械の導入と新しい予約方法の構築

株式会社REGION PIECE GROUP 古民家再生事業とEC販売事業での売上拡大

iccai（イッカイ） 新ビジネスモデル【オンラインcafé＆BAR】

合同会社 Urusesi テイクアウト新商品開発の為の真空機、冷凍庫導入

株式会社ＭＳＳ コロナ禍における飲食店の小規模集客・販売支援システム開発事業

agiat-oriental spa- 『エステ出張サービス、オンラインによる非対面ビジネスの開始』

ga-fu  我風 河原学園学生インターンとの連携による「新食材の開発・販売」

葉牡丹 老舗飲食店が挑むたこ焼きの導入と昼営業開始による新規顧客開拓

株式会社　Alkana 薬局と病院の連携システムの新機能追加とHP制作による販路拡大

QUINIELA株式会社 時間貸しとして地元のためのレンタルスペース事業

有限会社リズミックガーデン IOTを活用した次世代無人フラワーショップの地域展開

自然工房麻友 新ビジネスSNS構築で皆様のお手伝い

株式会社　松山倶楽部 初心者向け楽しい木工教室

株式会社カンカク 県内企業と消費者を結ぶオンライン・コミュニティーツールの開設

株式会社開商店 既存事業ノウハウを生かしたB to Cへの事業展開

アサヒワークス 遠隔地でも商談可能「魅せる」オンライン販売の仕組み構築事業

株式会社リアルビューティー 販路拡大のための男性向け脱毛専門サロン開設

株式会社セイワホーム モデルルームのオンライン化と自社ブランドイメージの改善事業

イヤーシャリンパサロン 感染防止改装とセルフエステ機導入による非接触サービスの提供

有限会社 花乃真央 あなたの街へ訪問販売/新ビジネス花のデリバリー動くお花屋さん

株式会社manten 設計業務の新規請負ができる体制を整える。

春美住宅株式会社 ネットワークカメラによる業務効率化とサービス提供

四国ホーム株式会社 WEb媒介を通じての広告と、新規顧客の開拓

株式会社　マツモふどうさん ホームページ及び動画作成等による非対面営業の強化

白晃 海外展示会やWeb活用でCoolJapanを若者や海外へ伝達

株式会社　日本エジソン 新たな使用法を提供する新「雨水タンクと樋」の開発、販売

株式会社ONOVUS テイクアウトもできる「糸ピンス」の開発と販売展開

株式会社村田 ECサイトでの商品販売

MIRROR MIRROR　新スタジオ事務所の設置と販売箇所の設置

森松酒販株式会社 巣ごもり需要に対応した、お酒専門店舗への進出

株式会社　KEN　STORY HP作成とECサイト構築による刺繍製品の販路拡大

幸株式会社 エステ新規事業の拡大

HAIRSALON　R フェイシャル除毛エステ新ビジネス事業

ビデオプロ特機株式会社 新サービス「アイフォン修理」提供の為の新店舗オープン

Happy Cut クララ 感染症対策に留意した全年齢に対応した新サービスの提供

有限会社　オズ ＥＣ売上拡大に向けた撮影スペース及び梱包スペースの設置

株式会社　将栄産業 『ポストコロナのニーズを捉える多角化経営と機能強化』

コスメティックモリタ 接触の少ない高機能エステ事業の拡大

株式会社 Ｔａｉｓｈｉｎ 家庭密着型、テイクアウト商品開発と販売展開

愛媛スタミナ食品　今治店 生のから揚げを揚げて、新商品としてキッチンカーで販売

株式会社白石加工 新規事業におけるホームページとＥＣサイトによる販売網の構築

新日本自動車交通有限会社 教育関連施設や企業・工場等の送迎サービスの受託

友延産業株式会社 舗装工事に進出し内製化する事で需要・雇用の安定を図る事業

株式会社伊藤本舗 酒の海洋熟成による付加価値向上事業
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株式会社ミチヒロ 感染症防止の店舗づくりとヘアケア設備導入・ＰＲで新規客獲得

toi toi toi* cafe 機械導入によるパン量産・野外販売用の組立式テントの導入

株式会社 大旺 ３Ｄテクノロジーの計測及び誘導システム導入よるＩＣＴ化事業

株式会社 常進 ３次元データを活用した土木現場における計測作業の効率化

松本商事株式会社 インターネットを活用した新たな販売方法の構築。

有限会社　田崎エンジニアリング デジタルトランスフォーメーションに向けた３Ｄプリンター導入

株式会社ダードリー 自社サイト新規構築による非対面での新製品 PRと新規顧客開拓

弁当屋だいこん 新商品 おむサンドをキッチンカーで販売拡大を展開

居酒屋 つぐみ 窓口販売や新鮮メニュー開発等による客層の拡大

米長旅館 洗面台新設、客室にシャワー室新設、パーテーション購入

有限会社エスペランス 魚料理を楽しむための調味料の開発及びパッケージデザイン

渡辺パイル織物株式会社 スマホ対応自社ECサイト立ち上げによる消費者への直接販売拡大

ラン＆ガン 新しい施術を実現するオートシャンプーの導入

株式会社アブリヤ 新商品開発及び店舗リニューアルによる新規顧客獲得

有限会社　卜部蒲鉾店 自動印刷機の導入で、生産性を向上し出店販売部門を新設

株式会社スリーワン 産業廃棄物収集、運搬業

大工の越智 IT対応の導入・高齢労働環境安全推進計画による高効率化事業

チャオバンビ 経営安定化に資する新サービス提供によるミドル層の獲得

せとうちプレミアム株式会社 サイクルグッズ「カスタマイズ 事業」による新規顧客獲得

森松水産冷凍株式会社 サイクリストの心を掴む『おもてなし』

株式会社　一笑堂 法人向けオリジナル商品の販路拡大

coa.bijou カウンセリングを中心においた新しいタイプの鍼灸院の開業

なつめ テイクアウトの強化とトイレの感染症対策強化により販売促進

じゃこてんバル　まっすぐや クラフトビールで顧客開拓と地域活性化をする自動販売機の設置

薬師神かまぼこ 非対面型24時間営業、宇和島名産じゃこてんの自動販売機の設置

ａｉｌｅ美容室 スイング式シャンプー台導入による新メニュー強化

有限会社エヌ・スタイル 新設備導入による外注業務の内製化

肉吸い処 川ぐち コロナ対策店舗個室化改装による顧客満足度向上と新規顧客獲得

有限会社　中井屋 手作業からフォークリフト導入で作業効率アップとネット販売強化

三侊スタジオ 安心で快適なスタジオ空間と新サービス提供による新規顧客獲得

緑化工房 あうとてり家 さかい 高機能ＣＡＤ導入とチラシ広報活動にて更なる専門店化

BUBBLY CHAPS 店舗スペースの拡大と個室化

株式会社 ビストロプラス 「冷凍庫導入による賞味期限の長期化でのネット通販事業の強化」

秀長水産株式会社 実店舗ＥＣサイト連携で顧客数アップと売上を伸ばす。

株式会社田中蒲鉾本店 無添加じゃこ天をフックに、自社ECサイトの活性化を図る！

株式会社谷川商会 デジタルフォトフレームを活用したダイレクトな商品ＰＲ

LaureL ～ローレル～ 安心で安全なサロンつくりと新サービス PR で集客力の強化

株式会社Happy meet1129 オンラインによる富裕者層会員向けの希少部位継続販売

 株式会社晃世 下請メインから元請メインへの変更による売上増加策

有限会社　浜田光産業 レーザー加工機導入による新商品開発とＰＲパンフで売上拡大

Ponjee 飲食物の製造体制の確立による経営の多角化

Ｈ＆Ｍカスタム 弁当専用移動販売車の導入による商圏拡大での売上増加事業

Kakurega Matsui 店舗改装による完全個室化とコロナ対策

デジタルコーナー株式会社 他社との外部連携の強化、開発連携の強化

株式会社　南予整備車検センター 電子制御装置導入で新たなサービスの構築により売上アップ

モータース　ミニ 新たなリフト導入で整備可能車両の増加と生産性向上売上アップ

bobhair恵美須店 個室型サロンのための設備導入と新サービスを訴求する販促強化

創作居酒屋　夢の樹 トイレ改修によりコロナ対策・衛生面強化、顧客満足度アップ。

骨付鳥しき 店舗改装と新メニュー開発で新規女性客・高齢客の獲得

植村製菓有限会社 新商品販売に向けた設備導入及びホームページ開設で売上アップ

有限会社住吉 異業種とコラボした「プライベート成人式」プランの商品開発

もつ鍋ダイニング居食屋月天 冷凍食品開発によるＥＣサイトを利用した販路拡大事業

6 / 9 ページ



有限会社 宮川菓子舗 SNSを活用した広告配信で非接触型大量注文を受注する販売展開

有限会社ミスタータイヤマン八幡浜 安心・安全なカーライフの提供

うめちゃん 地域コミュニティの笑顔づくりに貢献するテイクアウト事業

谷口商会 製造工程の改善、生産力大幅アップ、ふるさと納税で販路拡大事業

株式会社コウ果樹園 コロナ禍におけるHP再転換と販路拡大

株式会社かわもと ECサイトによる非対面での「きもの無料相談・即売会」

有限会社くろがね工業 CADの導入によるプラント建設工程の効率化事業

株式会社エスクラフト工業 汎用加工機の新規導入による製造業の新ビジネス展開

シュクトリエ 地元に愛されるクレープ店のテイクアウト強化新事業

フレグランス 最新の美容機器と美容液による今までにないアンチエイジング

カーショップ たかはし 韓国に劣らない本格キムチ製造販売～拘りの地で拘りの逸品を～

株式会社平成エンタープライズ ギャラリー喫茶の新メニュー展開による事業再構築

有限会社　垂水味好堂 非対面販売チャネルの新設とSNSを活用した新規顧客の開拓事業

株式会社トラベルビジョン パンフレットのデジタル化とオンライン相談に対応できる店舗作り

有限会社　カネコ 酒類からの脱却、化粧品類のネット情報発信と拡販で売上２倍！

喫茶アルパカ 新メニュー開発とコロナ後を見据えた生産強化のための店内改装 

白石物産　株式会社 愛媛県産海産物によるだしパックの開発並びにECサイトでの販売

サヨリ商店街　株式会社 打倒コロナ！メイドインジャパンのダンスウェア生産倍増計画

有限会社　藤田石油商事 地域密着型サービスステーションのコロナ対応IT化事業

伊藤工業 製缶業のアフターコロナを見据えた経営基盤強化事業

新居浜ジャンドール 棚田を活用したイベント会場等多目的施設の整備

有限会社永愛ヒューマンリソーシズ 移動スーパー販売方法の変更による顧客サービスの向上事業

松家 居酒屋による「熟成肉」を活用した貸切焼肉店進出事業

株式会社オフィス ZERO キッチンカーの導入によるテイクアウトからあげ店の事業再構築

株式会社愛新鉄工所 チタンを用いた新製品の開発・商品化

クリニカルカイロラクロス 整体院の体験型イベント実施による新事業展開

いとうはりきゅう整骨院 オンライン診療と「コロナ腰痛」対応新サービスによる事業再構築

有限会社　千寿庵 テイクアウト強化！ＥＣ販売で売れるスイーツ開発

ＥｎＳ 韓国ゴルフウェア総合ブランドの輸入販売

ティンカーベル 地元密着の飲食店によるコロナ対応新ビジネス計画

株式会社神野農園 大型低温貯蔵庫の導入による安定供給力強化事業

有限会社　みそら美容室 自身の強みを活かしたスキー・スノーボードのメンテナンス事業

ひみつきち 食事処からテイクアウト専門店へ経営資源を活かした新事業展開

新居浜バレトンセンター 美顔器導入によるフィットネススタジオの事業再生

Blue note 最新超音波マシーンによる新サービスの構築事業

株式会社ＫＥＩＺ 新規取引先獲得・新分野進出に係るホームページ制作

株式会社 アイリテクノ オンラインショップでの厨房機器の全国販売事業

株式会社　春夏秋冬 光触媒の一般住宅、大型施設へのコーティング展開事業

有限会社　小野建設 家を建てたい人がスマホでオンライン相談ができるWEBシステム

(株) VIJAY GANGA INTERNATIONAL 本格インド料理店が目利きしたスパイス＆雑貨の新たな販売展開

中華麺飯茶屋佳 コロナ対応テイクアウトスペースの新設による新ビジネス展開

株式会社 アイセイ電工 新居浜大島特産を創出するサーモン養殖事業

株式会社 アルミ工房萩尾 ＣＡＤの導入による非対面・体験型エクステリアプランの提案！

cut studio J.BOY 自動洗髪機で密接回避とヘッドスパ導入で育毛に強いサロンへ

有限会社　塩出建設 見積作成業務のクラウドと連携による非対面での感染症対策

東予工機株式会社 ECサイト用フォークリフト導入で省力化・三密回避

有限会社　エナジー安田 顧客管理システム導入による業務効率化及び感染防止対策強化事業

カフェ喫茶去 焼き菓子とパンのテイクアウト用工房とコーナーの設置

Ville natale 専門機器を使った新商品開発による集客力の向上と廃棄ロスの低減

いよせき株式会社 工事店様（会員）向けネット販売（BtoB）事業

キングビスケット 倉庫を撤去し雑貨販売・飲食スペースの確保と駐車、駐輪場の確保

石鎚登山ロープウェイ株式会社 中止リスクを回避したプラネタリウム事業
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佐藤建設株式会社 見積用積算ソフトの導入によるコロナ後の事業再建

SEN cafe 大型焙煎機導入と珈琲豆の販売・コーヒーテイクアウトで販路拡大

有限会社エリア・サポート・プロ愛媛 新規開拓と既存顧客とのグリップ強化のためのホームページ刷新

ビジューヘアー 珈琲・雑貨販売による販路開拓とお客様に優しい駐車場整備事業

株式会社アイゼン SNSの活用と資料請求できるホームページ制作で売上獲得

愛媛バス株式会社 全国の旨いもの・ご当地商品をECサイト・HPで販売

杉本水産 金属検出機の導入による品質向上及び感染防止対策強化事業

越智電通株式会社 電気工事業の設備導入によるコロナ後に向けた事業基盤拡大の取組

さくら製麺所 四国では珍しい塊根植物並びに植木鉢のネット販売事業への参入

有限会社　石野商店 感染対策を徹底した安心・安全なギフト専門店のPR事業 

月ゆらり オリジナルテイクアウト商品の販売による売上向上化事業

有限会社　矢田電気 リモート社会拡大に伴い光ケーブル融着器導入による新規事業拡大

有限会社NICE 新規事業VR事業を立ち上げ。会社の一つの柱に

宮﨑土木有限会社 ワンマン測量機器導入による生産性と現場安全性の向上

有限会社近藤ソーイング 業務用ミシン増台による生産性の向上

株式会社一鳶 建設業による焼き菓子テイクアウト事業への進出

アイソス株式会社 冷凍ラーメンの商品化によるテイクアウト・EC展開の強化事業

有限会社サン電子 B型就労支援事業所が焼き菓子製造・販売に取り組む事業再構築

ジン・リミテッド合同会社 HPや動画等を用いた犬用介助具・歩行器の通販サイト構築

食彩酒屋　はまかぜ 伊賀焼土鍋、食器を使った一人メニューの開発

東予農機株式会社 農機リフト導入による作業効率化と3密回避

A・K　Fine　Jewelry ジュエリー作家を育成する非対面型オンライン教室事業

（株）とらや一甫 洋菓子店のホームページ制作によるプロモーション強化事業

株式会社　徳永産業 事業を継続させる為のコロナウイルス等感染防止対策設備事業

石鎚酒造株式会社 輸出の伸長増大を目途としたパンフレット・HPの刷新・多言語化

株式会社名水アイス コロナ禍で売れる・注目される商品開発

Café Pilz マルシェ人気店による通信販売拡充による全国展開事業

アルバトロス 新しい機械によりメニューの充実を図り顧客単価向上

有限会社樽井旅館 ECサイトで商品販売、真空包装機導入とweb広告での販路拡大

ヘアアトリエ J.Z 美容サロンのアフターコロナに対応した癒しの空間作り事業

山下農産 新設備導入による媛っこ地鶏の生産性向上と販路開拓で売上の拡大

竹本工務店 「住宅性能診断士ホームズ君」導入による売上販路拡大

有限会社田子屋 コロナ感染予防策強化と新メニュー開発で来店客・売上アップ

有限会社カマダカメラ　 新店舗への移転と新サービス（スタジオ・出張撮影）の強化

レストランH２ 冷凍加工食品製造販売による当店自慢の味を提供

(有)柿見時計店 バリアフリー化＆コロナ対策強化で高齢者に優しい店舗づくり

株式会社アイテック 柔軟剤市場の開拓へ向けた新規製造機器の導入

ＯＺＭＯＳＩＳ 新物件に移転 ！新しいトレーニングメニュー実施による売上拡大

株式会社 夢・たまご 障がい者でも出来る組立工程の導入

有限会社小谷酒店 異業種協働でオンリーワンのご当地酒の商品開発

有限会社 菊地電気工事所 業務効率化と感染対策強化 、営業力強化で売上アップ

マルわ建築工房 「リフォーム工事の受注拡大の為コロナ対策と広報活動の強化」

バリューマネジメント株式会社 ユニークベニュー×テントサウナによる新たな滞在の創出事業

株式会社共栄木材 オーダー木材をインターネットで非対面販売するECサイトの構築

しんかわ駅前薬局 「寄り添い薬局」の相談コーナー充実と調剤薬局のPRを強化

有限会社ベーカリーえびす屋 店頭販売における衛生面の充実と顧客分析で販路拡大

金沢製菓 第二工場併設の直営店で「ポン菓子・アイス・珈琲」の販売開始！

リブレス デジタル溶接機導入による生産性向上と新規顧客開拓

有限会社ボデーショップタニオカ 板金塗装の技術力アップと効率化で地域1番店を目指す

有限会社エンゼル調剤薬局 サービス向上とPR強化で皆様の「かかりつけ薬局」を目指す

（株）ソウブ 「個人のお客様からの知名度アップ」による下請けからの脱却事業

株式会社重松眼鏡 ウイルス対策に対応した新商品PRと訪問測定でサービス強化
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有限会社クリーニングオオニシ 当社の強みを活かした「Ｉnstagramアフィリエイト」事業

株式会社カメオカ電気 廃材となるエアコンケーブル「銅線」のリサイクル販売開始！

RSフーズ株式会社 非接触の自動梱包機導入と衛生面強化対策で生産性向上と感染予防

KAISEI 新たな旅のスタイル瀬戸内クルージング

おそうじ本舗伊予松前店 おそうじの新サービス導入と作業効率UPによる販路拡大

愛媛ゴム　株式会社 樹脂製品の開発と製造による経営の多角化

宝利建築設計事務所 構造計算や省エネ診断の内製化により対面が必要な業務の見直し

コスモス商事 株式会社 アイスクリーム製造販売業設立による新ビジネスモデル構築

くう食堂 地元食材を活かした弁当・総菜等の24時間非接触販売で売上確保

株式会社いしづ テイクアウトの弁当、丼の販売開始による新規顧客獲得

Yoga studio MAJORA 健康を届けるアプリ（あなたのなりたい自分になるお手伝い）

八木接骨院 最新器機導入による治療効果の向上とコロナ感染対策事業

三共オートサービス株式会社 非対面型接客での事業拡大のためのホームページリニューアル

株式会社　ケーズジャパン 新システムを導入し、顧客の囲い込みと新規顧客の獲得

有限会社伊志川 CMS導入による新規顧客開拓とホームページ更新作業の内製化

西山精肉店 調理済み惣菜でのテイクアウト事業への進出

株式会社クリーンフォレスト リサイクル品の販売展開、ＨＰ開設による予約のオンライン化

株式会社　ヤマサキ電機 機械・電気ＣＡＤシステムを活用した生産性の向上と販路拡大

有限会社　中央メンテナンス コロナ禍における価格競争に対応するための自社内製化事業

Ｌａ ｂｒｉｌｌｅｒ 脱毛機器導入による顧客満足度アップと新規顧客獲得

アイネット　株式会社 労働環境の改善によるウィズコロナ時代への対応

伊予水引株式会社 高性能スクリーン印刷機導入による生産性向上と新製品販売展開

有限会社島津寿司 中食需要の高まりに対応した生産性向上と販路開拓

有限会社しらいし 受託販売ビジネス展開による地域の「すぐれモノ」を当社から発信

石川友一商店 コロナ禍に対応したECサイトによる販売システムの確立

外山商運株式会社 「倉庫業及び発送代行業務の開始」

株式会社きし 「真空パック米の製造・販売開始」

株式会社一柳 新店舗の衛生面強化による新規顧客獲得

有限会社青木蒲鉾店 自動販売機設置による営業時間外の売上確保

山中商事 株式会社 足踏み式シーラー導入による梱包作業の拡充

株式会社エス・ケイ コロナ禍でも安心！１日１組限定のハイブリッドキャンプ場
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