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】
事業者名

補助事業名

有限会社

スポーツスピリットオチ

携帯電話修理業へ進出し、相乗効果による自社売上増加を目指す

喫茶ともえ

感染対策による顧客開拓で目指す地域活性化と港賑わいの創出事業

季節料理

オープンテラス席の設置で新業態への参入と新規集客

おかわり

パティスリーｍｏｍｏ

感染対策強化と店外新設カウンターでの新商品販売による顧客開拓

アドラーブル

痩身エステ機器導入し、エステへのメニュー展開

椿工業

パレット整理ツールの自社製作とリース販売展開

株式会社Ｋ．フィールド

感染対策強化と個室化で安心安全を「見える化」する顧客開拓事業

小泉製瓦有限会社

設備導入の新商品開発と広報強化によるコロナ需要の販路開拓事業

カフェ

テラス席設置とテイクアウト事業による新ビジネス

アンフィル

アローズ水道

有限会社

積算ソフト導入による販路開拓事業

野間モータース

新たなイベント事業に取り組むための店舗充実化計画

渡辺自動車

整備作業効率化と整備対応車両の拡大による販路開拓事業

合同会社しまなみ池田

子犬と触れ合える屋外スペースの開設事業

しまなみVILLA蒼

アウトドアを楽しむ一棟貸の貸別荘への転換事業

藤村石材興業株式会社

墓石から災害復旧へ！石材の新しい販売先の開拓事業

玉屋

新商品の開発とネット販売による販路拡大

有限会社

馬越工務店

HP作成によるＷＥＢ戦略

合同会社OHANA

新たなアクティビティ導入で販路・集客力向上

光産業

新事業による販路開拓と地域課題の解消

有限会社堀田青果

生産性向上と業務効率化のための設備導入

金子電設

新設備導入による販路開拓事業

丸大青果

耕作放棄地の開墾による柑橘の安定供給

ほうきぼし

焼菓子やセレクト商品のテイクアウト販売とネット販売の店舗運営

越智産業有限会社

巣ごもり需要を取り込むための新たなサービスの提供

伯方塩業株式会社

見学が再開した時の為のアピール動画撮影

株式会社藤原造船所

ECサイトによるグッズの販売

山口写真館

撮影スタジオの感染症対策による販路開拓

株式会社井上モータース

車両整備の高度化・安定化のための設備導入

藤原青果

巣ごもり需要に対応するための販売体制の確立

大栄建設有限会社

災害・防災工事を受注するための設備導入

紺玉

～感染症対策の徹底～お客様に選んで頂ける宿へ

有限会社

大島葬儀社

ホームページ、ECサイトによる仏具、生花販売

有限会社おおしまタクシー

レスキュータクシーの利便性向上へ！サイクリスト需要の拡大事業

塩見石材有限会社

生産性の向上と新しい販路の開拓

有限会社千年松

体験型アクティビティ事業の顧客満足度向上による売上拡大

株式会社宮窪モータース

コロナ禍に対応するための自動車整備拡大事業

株式会社藤田工務

内製化による作業効率アップ事業

ゆきまる

大型キッチンカ―の導入による事業拡大・販路拡大事業

株式会社 フレッシュつちやま

愛媛県指定無形民俗文化財の吉田秋祭でのコラボ商品開発

株式会社KAIKA

花木栽培のためのポンプ設置

株式会社日進鉄工所

機械導入による生産プロセスの改善、三密回避並びに生産性向上

有限会社レストラン平城

創業50周年変わらぬ味をミールキットの形に変えてお届け事業

株式会社今井工務店

非対面型商談環境を整備して、強みの営業スタイルを強化する

合同会社HBM

テイクアウト向け機材の導入と生産体制の構築

株式会社

コロナに打ち勝つ「つじ丸グループ」の挑戦

つじ丸

INFINITY PEAKS

ECでの直接販売強化と新商品開発ブランディングでの顧客開拓

いとうスタジオ

スタジオ中心の撮影から、屋外での撮影へ

上灘水産株式会社

新商品開発・販売による収益力増強

有限会社ホクヨ

空きスペースを有効活用したコロナ対策と製造力アップ
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IVY

HOUSE

株式会社

「ポストコロナ時代に対応した店舗改修工事」

陽だまり

簡易加工場兼店舗の設置によるいちご大福のテイクアウト促進事業

有田モータース

ディーゼル車向け新メンテナンスと看板による認知度アップ

有限会社

トプコンワンマン測量機の導入による測量分野の需要開拓。

塩出建設

食農舎

「遠方の新客層開拓を目的としたECマーケティングの確立」

株式会社ＣＨＥＺ
ドライブイン

ＴＡＣＨＩＢＡＮＡ

アウトゼア

食材貯蔵設備の増大による地域住民へのテイクアウト拡大事業
オープンテラス席の拡充と食器洗浄機の導入による顧客開拓

amitie

「お家でゴージャス」西洋料理のテイクアウト・宅配事業

３４４ＦＡＲＭ

設備導入による新商品開発と移動販売で地域内外の顧客獲得

マルーンベーグル

愛媛県南予地域初のベーグル専門店開設による新たな販路創出事業

食酔坊 宝

新分野「抗ウイルスコーティング施工事業」構築による販路開拓

株式会社ゆうぼく

ＡＩ技術を用いた自社繁殖事業と新ブランド牛の確立

株式会社新和自動車

ＩＴ機能を駆使したオーダーメイド移動販売車両等制作事業の周知

赤坂水産有限会社

無魚粉飼料育成マダイのブランディングによる新養殖システム確立

池上塗装有限会社

室内塗装及び除菌塗装の新たな事業を周知するホームページ作成

有限会社オートウェーブ西予

大型特殊車両整備対応工具の処理能力向上による新規顧客獲得事業

綜合広告ビコー

新分野となる「木工品製造事業」への進出による新たな販路開拓

えひめ活き生きファーマーズ株式会社

販売ターゲット大転換！非対面を取り入れたＢｔｏＢ販路開拓事業

有限会社フローラルクマガイ

新ビジネスモデル「ジェラート部門」立ち上げによる新規顧客獲得

有限会社マルヨシ水産

ブランディングと動画等配信による販路開拓事業

木工 ノニネ

県初！最高峰家具ブランドの新たな流通チャネルへの進出体制構築

Coogoo

機器引取り納品と修理受付の安心ドライブスルーサービスの提供

TREE BAKERS

飲食スペース(テラス席)新設による顧客満足度向上と売上拡大

やきとりぼるが

テイクアウト向け商品の開発・保存管理の強化及び販売手法の確立

山内建設株式会社

草刈りアタッチメントの導入による耕作放棄地再生ビジネスの実施

株式会社合田鉄工所

4軸ＸＹＺＡの4軸仕様加工技術の導入に伴う販路開拓

有限会社アーバンホームズ

社宅、ペット対応貸家としての空家企画提案や保守管理事業

株式会社エイブル

BtoC向けホームページによる販売チャネルの拡大

渡辺建設株式会社

３次元測量器導入による測量業務での非接触化と効率化

有限会社浜田鉄筋

ホームページのリニューアルによる鉄筋加工技術のPR

アップティー美容室

「ネイルサロン」と「出張美容」開始による販路開拓

株式会社トキワ工業

消費者向けホームページへのリニューアルによる新商品の販路開拓

株式会社 森髙リゾート

キッチンカー導入によるスイーツ移動販売の開始

松浦農場

商品の通年販売体制構築による売上増加と廃棄ロスの改善

上島モータース

自動車用修理・整備機械の導入による売上増加と利益率の改善

ととや

３密回避・少人数利用の昼夜営業を実施するための店舗改装

株式会社

幸福丸

高齢者向け宅配弁当事業の取組による売上の増加

浜田建工

新たな設備導入による新築住宅工事・外注基礎工事の受注件数増加

久万造林株式会社

新事業/山林の調査・測量事業の立ち上げ

株式会社久万山

ポストコロナを見据えた収益構造の合理的再構築

有限会社

ラジコンコース経営と物販販売展開

ヒガシオカ自動車

西永表具
株式会社

店舗ギャラリー改修での販売展開
さんさん久万高原

キッチンカー購入、新メニュー開発での販路拡大

仕七川自動車

高度化する自動車整備対応機器購入と接客充実での販売拡大

Bambi

キッチンカーによる強み商品のテイクアウトで新規顧客開拓

お好み焼・鉄板焼

jupiter

チラシによる新商品宣伝等による新規顧客の開拓事業

Lupo hair

福祉車両で入店可能な福祉美容室

アイメディア

満天四国ECショップ「お買いもの四国 」

ラヴィアローズ

店舗営業の強化と新事業展開による売上増加計画

株式会社 アイテック

杭ナビ導入による生産性向上事業

株式会社 いぶき建築

顧客満足度向上のための設備導入支援事業

株式会社オートプロジェクト

新事業オリジナルキャンピングカーの販売促進ツール制作
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株式会社まさき村

特産品「はだか麦」使用商品及び珍味のＰＲによる売上向上事業

ヤマキフーズ

手洗い設備増設による衛生管理レベルと生産性向上

株式会社

株式会社レイベル

自社整備工場の改築による中型トラック車検事業への新規参入

株式会社

橋本ガラス店

運搬機器の導入で重労働からの解放と作業効率アップ

株式会社

言の葉

新調理システムの導入による一般向け惣菜料理販売事業への参入

小手川工業株式会社

３次元計測システム導入による生産性向上

新興工機株式会社

単身専用住居販売のための設備導入と広告宣伝事業

株式会社世起

非対面を踏まえたBtoBの受注システムによる生産性向上計画

株式会社潮食品

商品拡販を図る為の抗ウイルス洗浄を活用し安心・安全の商品開発

株式会社

桃建設

非接触化機械の導入による生産性向上

株式会社

鈴木建設

最新測量機による3密回避と測量作業の効率化及び新規販路開拓

三栄堂菓子舗

ソフトサーバー導入による新商品開発事業

福八モテナス合同会社

移動販売車で緊急時厨房支援給食システムの構築

有限会社 Ｗｅｓｔ Ｈｉｌｌ

除菌水の製造による顧客の安全と快適な車内空間の提供

KIZOKU（珈琲貴族）

珈琲の自家焙煎＆ECサイト新設による他店との差別化

STUDIO ECCO（スタジオエッコ）

『真空士練機』の導入による効率アップと制作数・販売数の増加

株式会社オートサービス砥部

自動車整備工場改修で作業効率向上・感染対策強化を図る事業

有限会社すこし屋

電子カタログの作成による愛媛県外への商圏拡大

みみたす補聴器店

スマホ社会に対応した難聴者向け新アプリの開発

SORA

非接触で脂肪減少と筋肉強化ができる機器導入でV字回復！

有限会社 大星

作業レベルの平準化と人員削減による売上拡大

RIE DAIFUKU DESIGN

地場産業を活かしたプロダクトのブランドの創出と販売事業の確立

株式会社 LINK WOOD DESIGN

ライブコマースシステム構築による個人向け商品の販路拡大

atelier LUXE

「砥部焼×ガラス」アクセサリー販売で売上増＆他社との差別化

ハイサブ

砥部町内の顧客を対象にオンラインプラットフォームの事業化

（有）丹下陽子美容室 ふぁっと

ECサイトでオーダーメイドウィッグオリジナルヘアケア商品販売

ぶぅ～ふぅ～うぅ工房

ファミリーや若者へ「田舎暮らし」体験＆宿泊施設の開設

株式会社 H・S・F

ドローン導入で「調査・測量」事業の立ち上げ＆新たな需要の創出

自動車トーマス

オープンテラス開設で感染リスクを抑えた客席の拡充

株式会社アグシス

新商品の加工受注に向けた設備導入による製造工程完備

松浦商販株式会社

介護施設等を中心とした移動販売参入に係る車両の導入

池田タクシー株式会社

アフターコロナでの高齢者ツアー需要に対応した車両改造

株式会社 ジェイジェイ旅行センター

アフターコロナ需要を取り込むオリジナルツアー広報

Café＆Bar 奏

アフターコロナに対応する店舗改装と顧客サービス事業

モイステイーヌ内子サロン

密を避けるサービス提供とオンライン予約システム及び広報

有限会社 益榮自動車

アフターコロナを見据えた自動車診断機器導入による売上確保

株式会社山彦

ふるさと納税向け返礼品の開発による新規事業の取組み

スマイル農園たかの

商品の栽培日記を掲載した自社ECサイトの作成で新規顧客獲得

有限会社 井口農園

移動販売車両購入によるイベント出店事業

株式会社石畳つなぐプロジェクト

クラファンからネット販売、そして観光振興へ

HaveFun

ネイルサービスの独立事業

酒六酒造株式会社

ECとWeb改修による国内外の販路拡大と直販体制強化

ProSpread frUH 合同会社

新規事業「FRP用ガラスマットの裁断請負と販売」事業

三嶋建設有限会社

宅配ボックス設置により、競合との差別化を図り入居者を確保する

新井産業

木製折箱を中心としたエコ製品容器の開発と拡販

株式会社

株式会社四国刷子工業

「鱧」のデザインを取り入れた歯ブラシ開発プロジェクト

いごこち

ランドリースペース新設による新サービス提供事業

好好食堂 Champa

食べるエスニック風ラー油商品開発とテイクアウト販売作戦

古田塗装

エアレス塗装機と高圧洗浄機による新規サービス事業

谷口自動車

診断機器導入による高レベルの精密診断事業

朝日石材店

現場戒名彫刻導入による新規顧客開拓事業

petit bonheur

配達車両購入による宅配サービス
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株式会社

ニノズコンフィチュール

新商品開発（ジャム）とランディングページ作成等による販売強化

株式会社山下石材

『HPをリニューアルしECサイトによる非対面での販路拡大』

株式会社

HP改修による非対面型営業の確立で商圏拡大と知名度UP

山崎農機

株式会社グリーンダイヤ

オンライン事業強化の広告PRで新規顧客獲得と販路拡大

そうこ cafe とんとん

新たなテイクアウト事業の展開による販路開拓と収益の向上

大山蒲鉾店

最新製造設備を導入し、新商品開発と販売チャネルの多様化

ISOシステムズ四国

ICTツールを活用した全国対応可能なISOコンサルティング

株式会社

善家自動車

デジタル測定機の導入による既存事業を生かした新ビジネス展開

株式会社

タカノ

最新機器導入による演出花火事業への事業展開

渡辺自動車販売

車内や空間を清潔で安心、快適にする新サービスの構築

上甲商会

より高度な浄化機器導入による安全な養殖牡蠣の販路開拓

Cut house Ｌ’z (ｶｯﾄﾊｳｽ ｴﾙｽﾞ)

新規顧客獲得への衛生改善

有限会社 尾崎商店

ホームページを活用した新規事業の情報発信と新規顧客獲得

4 / 4 ページ

