コロナ対応新ビジネスモデル補助金（第3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

スリーイーデザイン株式会社

・LPを利用した個人のお客様の獲得

エミフィット

新たな運動メニュー提供のためのトレーニング機械導入

株式会社シライシプランニング

テイクアウト等の新商品開発と生産性拡大による売上促進事業

有限会社

ホテルと提携した飲食店（鉄板焼き）の新規店舗開業

東雲亭

渡邉商事株式会社

衛星系EPIRBの検査の受注及び相乗効果としての事業の拡大

rica rica

真空包装機・低温調理器の導入、新商品の展開及び業務改善

株式会社

新栄食品

海外向けECサイトの構築・ランニングコスト削減

羅座亜留余戸店

テラス席増設による多種用途販売展開

アロマテラピーサロン Ruby

ホテルスパ新規導入による非接触対応設備への取り組み

リラクゼーションルーム・ワンネス

県内産の木材を使ったアウトドア商品の製作と販売展開

株式会社 FLOW ERS

ECサイト制作による販路拡大

Django’s Burrito

テイクアウト販売の為の店舗内改装工事及びデザイン制作

居酒屋

テイクアウト＆デリバリーで「まつやま鯛シウマイ弁当」商品開発

うり坊

椿のおもてなし

「愛媛・松山を旅する香り」新ブランドの開発

株式会社 TOYCAFE

スイーツ新ビジネスによるテイクアウト強化事業

株式会社ラフ

実店舗でのゴルフクラブのカスタム、修理、販売

Noodle シロノトリコ

テイクアウト向けラーメンの販売。

あい整骨院 雄郡小学校前

会員向け・整骨院経営者のためのオンラインセミナー実施

ビッグ珈琲 株式会社

冷凍冷蔵食品の積極販売による新規取引先開拓と売上拡大

花香 ーkakaー

オンラインサービスを取り入れた自社店舗での教室事業

Ｎ’ｓＫｉｔｃｈｅｎ＆ｌａｂｏ

自動販売機の設置と自動販売用商品の開発

どるちぇ

ホームパーティー向けホールケーキの販売展開

余戸店

Asunaro

キッチンカーによる、名物たまごカツサンドの拡販

三和 Join 株式会社

テイクアウトメニューの開発と自社HP作成で売上向上を目指す

株式会社ｽﾏｰﾄﾂﾘｰｽﾞ・ｱｼﾞｱ

松山市が誇るリサイクル事業の効率化「古着プレス機」の導入

有限会社 新鮮組

市場食堂およびテイクアウト販売店舗の設置

Noah’s Ark

脱毛及びフェイシャルエステを主体とする、美容サロンに事業転向

株式会社和勇園

おうちで楽しむ、癒しの「室内盆栽」販売事業

松山炭火焼鳥鶏じ

食器洗浄機設置による業務効率化と調理器具導入でのメニュー開発

株式会社雁飯店

感動と驚きを美味しさに変えるお客様参加型の新しい食体験の提供

HAIRSTAGE BECOMPANY

Marbb導入、スロープによる顧客満足度アップ、新規顧客獲得

有限会社 石丸弥蔵商店

「 ポストコロナ時代に対応する自社店舗での取り組み強化」

フェザード・フレンズ株式会社

個室型ヘアサロン開設によるトータルビューティサロンへの転換

株式会社スピーシーズ

歩くことは生きること！屋外歩行訓練場整備計画

西日本薬業株式会社

やさしいアルコール除菌ヒアルロン酸クリームの開発と販売展開。

ハングアウト・ランゲージ・スクール

電子黒板を活用したICT教育による分かりやすい授業の提供

美 cell

セルフエステメニュー導入で顧客満足度UPと新規客獲得

有限会社

アンビシャス

学習塾だけじゃない楽しく学べるプログラミング教育の開設事業

青広株式会社

販路拡大に対応したフルカラーＴシャツ・プリント事業

万里 an

月命日のお花に想いを託してあなたに届けます。

株式会社ＣＡＬＭＥ

独自のダメージ予防システムを活用した新メニューで新規客を開拓

株式会社 和ガレージ

来店しやすく個別で安心できる商談スペースへの店舗改装

株式会社

・オンライン打ち合わせ・施工実績の紹介できるホームページ制作

ツダ企画

ぷっくる いざかや

テイクアウト向け漬けマグロ商品の開発と販売展開

有限会社キホク

クラウド受発注システムの構築による自社ネットショップ開設

株式会社さつき

外出自粛によって急増する巻き爪！もみほぐし店での施術導入と販

マルナカ通商 株式会社

感染リスク防止のためインターネットによる商品アピール

合同会社フォーチュン

キッチンカーでみんなを元気に！無添加食品の製造・販売

天領

混雑状況が一目でわかるPOSレジシステムとホームページ作成

二番町店
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株式会社笹源

新規事業ラーメン業界の『呼称認定試験事業』の創設

板金本舗

ミラクルスタッド機導入でニーズに対応した新しいサービスの提供

株式会社タケシカンパニー

キッチンカー製作の新ビジネスモデル展開

株式会社ル・コンセイユ

「サブスク」の新ビジネスモデル構築

有限会社

真空包装機導入で新しいサービスの提供

仙波企画

FERMATA

【新規獲得】予約システム搭載ホームページ開設と広告展開

Dee

快適な生活を支える１番身近な木工所

株式会社セブンスクリエイト

【完全個室エステ】感染症に配慮した内装を用いた新規事業参入

株式会社マクロ

ドローンによる高精度画像診断、保守、メンテナンス業務の拡張

三宝水産株式会社

自宅の食事を贅沢に彩る通販サイトの構築

株式会社Allest

ECサイトによるキャンプ用品の販売・レンタル事業

オート.マーナ

コロナ除菌施行の提供とディーゼル分野への新ビジネス展開

有限会社

酒量り売りを核とした酒・食品のセレクトショップ

酒吉

株式会社イーズコーポレーション

保険商品の営業をするためのホームページ制作

株式会社カドタ

自動販売機による無人冷凍食品の販売推進計画

株式会社スポフィット

ショッピングモール・デパート等での、店頭販売及び催事販売

株式会社

健康志向の豆乳ジュース移動販売展開のためのキッチンカー導入

EDGE

株式会社アール・カンパニー

洋服のお直し事業における非接触型オンライン接客の導入

一心庵

コロナ禍を生き抜く為に～新WEBサイト開設と新サービス開始～

有限会社

上地車体

自動車高度化に向けた設備導入による売上UP計画とコロナ対策

株式会社シールズ

当店自慢の肉料理のテイクアウト・オンライン販売

株式会社エル・エス・エム むかい酒店

【飲食店様向け】オンライン商談が出来るホームページの作成

株式会社丸山食品

ホームページリニューアルによるネット販売開始と新規顧客の獲得

株式会社 冨永金物建材

ＷＥＢサイトと連動したマンションリフォーム事業の拡大

Mai

オンラインでの『ヨガ講師養成講座』の開講事業

Yoga

株式会社高都組

W E Bを使用した新たなビシネスモデルの確立

栗田建築

コロナ禍にマッチした小部屋販売による、工事下請業者からの脱却

株式会社 milestone

食と香りで健康を目指す商品開発及び企画コンサル並びに販売開拓

ソーイングハウス

ララハート

家庭型ロボット（LOVOT）のオーダーメイド服の作成

株式会社スイッチプラン

テイクアウト・デリバリー向け韓国チキンの販売展開

合同会社毘沙門坂

先進自動車に対応した高度化点検の積極受注と効率化

ステーキ

ナップファクトリー

ドラミ

【大切な人に送るオーダープレゼントお弁当の宅配】

スイーツラボラトリー株式会社

テイクアウト向けの焼菓子、ギフト菓子の販売拡充

fol設計株式会社

完成見学会の自粛に伴うウェブ（リモート）による建築案件の開発

株式会社名所堂

「ECサイト構築とホームページ作成による販路拡大事業」

株式会社smairo

テイクアウトとネット販売の受注システム構築による売上拡大策

ACE

高齢で外出が難しい方、外出を控えたい方に代わって買い物を代行

HAIR GARDEN

レストランWAKUSEI

テイクアウト強化のための設備導入・広告

株式会社ＦＥＳＲＥＣ

コロナ時代に対応したLINE利用による業務の非対面化

ハートクロス・インターナショナル有限会社

『一日一組限定貸切り・癒しの古民家雑貨店＆カフェサービス事業

有限会社

ドライフルーツ及び県産品の野菜による乾燥野菜の製造

大徳

株式会社ユウショク

スチームコンベクションオーブンと炭台の導入で新商品開発

株式会社シェリーベリーコーポレーション

アクセサリーの商品開発とECサイト制作による販促事業

株式会社

顧客の付加価値を高めるパーソナルスタジオと動画配信事業

たさわ堂

banabee

急速冷凍で作る話題のバナナジュースの通信販売事業

麵屋十銭

キッチンカーで松山に「できたて尾道ラーメン」を届けたい！

ＷＯＮＫＡ

ＨＡＩＲ

安心のヘッドスパできるヘアーサロン作り

しまのテーブルごごしま

校庭を活用した今までにない魅力的な空間提供及びサービスの開始

未来創研株式会社

廃タイヤ処理事業で日本のゴミ問題・再生エネルギー開発に貢献

松山餃子酒場 皮咲

超希少冷凍自販機で24時間買えるお家で焼ける肉汁溢れる餃子

アヴァンジェラート株式会社

愛媛産のフルーツをふんだんに使ったアイスバーの商品開発

株式会社ＭＩＫＡＷＡＹＡ

三密を避けた店舗前屋外テントでの野菜・果物販売
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株式会社 住まい工房まつやま

ドローンを使って、保守点検事業等の自社新サービスを展開

株式会社グラスプクリエーションズ

リモート会議向け個別会議室への改装

高本歯科技術研究所

折畳み電動自転車新規販売代理店開業

株式会社さくらんぼ

テイクアウト・出前商品の強化

株式会社ネクストコード

ウェブページリニューアルで新サービスを広報し売上アップを狙う

株式会社

【建設ICT施工を行う現場の効率化・高度化による生産性向上】

吉野土建

株式会社エス・ピー・シー

地域密着型「アプリでオーダー」新ビジネスプラットフォーム開発

Vinaella ヴィナエラ

松山三越店半無人化ワイン販売アンテナショップ開業

株式会社SOUND GARDEN

論理的思考教育型ロボットプログラミング教室

株式会社 S ・ GLASS

ＨＰ開設による新規顧客獲得と診断機導入による作業の充実。

ヨーヨーキッチン！

「店内のクオリティをテイクアウトでも！」

株式会社 THREE FISH COMPANY

ＨＰを利用したＰＲとＥＣを活用した販路開拓。

有限会社Whitedress

急速冷却機（ブラストチラー）の導入で食品ロスを削減する

ストレッチLIFE

非対面型、オンラインを活用した売上増加システム構築

株式会社ピース不動産

建売住宅販売仲介事業の展開と物件確認しやすいHPの作成

株式会社ふく紗

ＥＣサイト構築による新規の顧客獲得と販路開拓

松山酒販株式会社

飲食店開業トータルサポート事業と非対面営業事業

株式会社横本建築

WEBシステムを活用した非接触型ビジネスモデルの確立

有限会社

創栄果実

非対面販売（EC販売）の実施

株式会社

ウィルビー

『テイクアウト事業の強化と安心・安全な店づくり』

株式会社

MOBURU CORPORATION

台湾特産物通販サイトの新設と運営

株式会社 レオ自動車

ホームページの作成とネット上での簡単予約で新規顧客の確保

Ａｒｔ Ｌａｂ

ジャイアントアートフラワーの販売、講習事業

株式会社

コロナ対策の改装計画と新商品開発と店内のイメージアップ

アペ

マッサージ・あんま
株式会社

ますみ

EIKO

治療室の環境を整え清潔、安全を保ち集客に努める
ホームページ作成とウェブ上での各種見積もり

株式会社クリエイトラボ

キッチンカーを通して地元愛媛の飲食店様のお手本になりたい！

株式会社美洗若松屋

【非接触型新サービス】サブスク型宅配サービスの導入と展開

椿学習塾

オンラインレッスンアピール・英語クラス生徒増加への新たな告知

株式会社

繭

北海道物産をキッチンカーでお届けする訪問販売事業

株式会社temo

「空袋ラベラー導入による衛生の向上と販路開拓」

おおもり整骨院

脳疾患等、四肢麻痺患者様の機能回復訓練に特化した施術導入。

株式会社

B型就労事業所。無人餃子自動販売機

Ryono

中野商会

ホームページ作成とウェブ上での修理・販売見積

あいすいフーズ株式会社

食品ロス防止の為の急速冷却機導入による新たな販売展開

OHGA

出張音楽レコーディング事業

STUDIO

Gファクトリー

「水中ドローン」を導入、撮影と養殖施設、建造物の点検・調査

合同会社山おか

テイクアウト事業拡大と予約システム構築による業務最適化

アロケア・ビー松山

セルフ脱毛器を用いたお客様自身によるセルフ脱毛サロン事業

瀬戸内ＩＲＩＣＯデザイン株式会社

「商品包装後のウェイトチェッカー付きカウンター機の導入」

株式会社

ホームページでのテイクアウト予約拡販、コロナ禍での売上安定化

雅道

松岡商事

非対面での見積りから完了報告までの構築と大幅効率化で売上増加

カプリーン（CAPPURIーN）

漢方指導で健康的であなたらしいライフスタイルを提案するカフェ

株式会社

すばらしき愛媛産品を全国に発売するための販路拡大事業

THE

つばき

POTATOFISH

セルフレジ導入による非接触、非対面でのテイクアウト業務の実現

アリエッタ

ECサイトによるアウトドア家電のサブスクと販売

rico

非接触型セルフハイフでの顧客獲得

株式会社

アルファ

クラシックモデルを最新機材とクラフト技術で刷新させる

結はりきゅう治療院

自宅でお悩み解決！女性鍼灸師の『安心往診』新サービス

行政書士

事業のオンライン化に向けた環境整備及び広告宣伝対策の強化

善

法務事務所

株式会社メディカルネットワーク C3

女性向け完全個室エステサロンメニューの開発と販売展開

株式会社レイライン

キッチンカーでたこ焼きの移動販売を開始
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森とカンパニー株式会社

急速冷凍機を使用した冷凍商品の開発と販売

山の手リゾート株式会社

ガーデン整備による屋外結婚式とフォトウエディング

株式会社

オンライン不動産鑑定による新サービスの提供と販路・売上拡大

彩都マネジメント

伊予のおばんざい

ゆきみや

おばんざいの真空パック販売事業

アイテック

ホームページでの予約、船舶内トイレ設置で新規顧客獲得

森酒店

自店ホームページを通して新規分野の顧客獲得を目指す

ハマダゴルフプランニング

トラックマンによるコロナ対応ソーシャルディスタンスレッスン

有限会社

仕出し料理及びテイクアウトの販売強化

酒味工房つかさ

野の草設計室

木造構造計算ソフト導入による機能強化とプレゼンテーションコー

有限会社 栄光石油

新たにウェブ上での配達依頼を予約できるホームページの作成

SOL BARBERSHOP

大型草刈り機の導入による新ビジネス「耕作放棄地整備事業」

kau’i

非接触非対面の新サービス「自己免疫力を上げる温活事業」

nail

とまと食堂

テイクアウトと通販事業参入での経営の多角化

株式会社 東燃

スマホ決済できるサブスク洗車の導入による若者世代層の取込み

村上タオル株式会社

ＥＣを活用し日本世界に向け新商品を周知するブランディング事業

株式会社ATELIER

宅飲み層に向けたWebサイトとECアプリの作成

Body school Sufu

自主学習型オンライスクール設立と物品販売による経営力強化

アイハラ電気有限会社

新事業のためのモデルハウス

西染工株式会社

「個人顧客向け、高級オリジナル繊維製品の製造販売」

株式会社愛媛総合センター

相続対応の新サービス提供に向けたホームページの改修

エス・クリエイト

BtoBに向けた新サービス提供のためのECサイト構築

有限会社 小林船舶設計

「船舶専門サイト」による次世代型営業スタイルの構築と販路開拓

株式会社 伊予捺染

タオル糸ごみ除去自動化による品質向上、及び作業距離確保

おそうじ本舗

新サービスの充実による販路拡大と新規顧客の獲得

今治北店

有限会社 東和

ドローンによる、農薬、肥料散布

合同会社GTO

飲食事業部の開設に伴うキッチンカーの製作

有限会社

トイレ改修によるコロナ対策顧客満足度アップ、新商品の告知強化

麺や創造

タイラデザイン

デザインスキルを生かしたプロダクト制作及びＥＣサイト運営

越智勝建設株式会社

工事現場に自動追尾測量機導入で生産性の向上を実現

株式会社 中川オート

中古車の鉄スクラップ加工・販売事業

苅田園芸

新型機械導入による耕作放棄地、空き地の管理、農地化ビジネス

株式会社 テン・ノット

プレハブ冷凍庫導入によるEC事業への本格参入

株式会社RASTA

屋外型打ち合わせ室の創設・身体を動かせるキッズルーム創設

四国溶材商事株式会社

新型コロナウイルスに対応した営業活動のＤＸ化

四国環境整備興業株式会社

個人顧客獲得に向けた事業の広報活動

ｐａｉｎｃｕｌｔｕｒｅ

おうち時間充実のための新商品開発と量産化のための設備投資

一広株式会社

「タオル美術館」予約・顧客等総合管理システムの導入

はまだ農園

愛犬向け加工食品の開発による新規顧客発掘

株式会社 神明水産

IOT自動給餌システム導入で生産体制省力化による生産の向上

合同会社

韓国グルメお惣菜テイクアウトで新ビジネス展開

ミジョン

華艶

コロナ対策として小料理屋業態への新分野進出事業

焼とりびんびん

トイレ改修によるコロナ対策と顧客満足度アップ事業

味丸

ターゲット層拡大に向けたトイレ改修と広報活動による顧客獲得

名門サカイ株式会社

ブランド力強化とPR動画によるEC強化事業

株式会社チェリッシュスタジアム

配達および移動販売にて、大洲店売上の底上げ

株式会社WHEELERS

ドッグランの新設

株式会社ファインフードシステム

設備導入と冷凍商品開発による売上拡大・販路の全国展開

こはく製菓

ネットショップ及び店頭用冷凍マフィンの増産と販売強化

協徳ガーデン株式会社

太陽光パネルチェッカーを導入し、管理業務の充実で売上UP

株式会社アズテック

アフターコロナ需要を見据えた組立作業場の新設

農ぷらす愛媛株式会社

新たな販路拡大のための販促による新規顧客の獲得。

株式会社

感染対策と合理化を可能とする出荷環境の構築

三代目みかん職人
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昭和建設有限会社

抗菌の自然素材の住宅商品（自然派抗菌住宅）の開発と販売展開

有限会社オオウエスポーツ

グローブ用刺繍ミシン導入による他店との差別化構築事業

合同会社5SECONDS

企業・個人向けオリジナルタオル製品製作事業

進学塾

AO・推薦入試で大学受験を行う人向けオンラインサービスの提供

白修学院

株式会社 タステム.

コロナ禍を乗り越えるための、製造業のプロモーション強化事業

株式会社ホージャクリエイト

紙面広告と連動したWeb求人サイトの構築事業

水野土地家屋調査士事務所

最新測量機器導入により測量業務を効率化し生産性向上を図る事業

三浦綿業株式会社

ぐっすり眠れる寝室をつくる！住宅関連企業とのBtoB連携確立

有限会社佐々木洋行

『賃貸管理に特化した不動産事業部の立ち上げ』

近藤酒造株式会社

世界最古の醸造酒ミードを愛媛県産みかん蜂蜜で製造販売

KJコーポレーション株式会社

求職者の見たい！感じたい！を解消する『動画で見る求人広告』

向日葵

サウナ好きによるサウナ好きのためのアウトドアサウナ施設開業

株式会社SANKARI

“美“に特化24時間いつでもどこでもビューティー商品をお買物

季節料理

食材ロス削減のために、懐石料理店が取組む加工肉EC販売事業

花山椒

有限会社フジ宅建不動産

不動産事業者が取組む安心安全の店舗作り事業

DRINK STAND LITER

店内から町中へ笑顔を運ぶℓcar

CATERINA

エステ事業への新規参入による美容室の付加価値アップ

中国四川酒房

東風

ウィズ・コロナを見据えた中華料理店のテイクアウト強化事業

尾﨑ライス株式会社

急速冷凍機導入による商品開発と販売展開

株式会社日本テック

校正サービスの提供による地域のものづくり品質の強靭化

株式会社

東新建設

最新測量器による非接触化と現場施工の効率促進

有限会社

ＳＰＥＥＤ

HP構築及び新予約システム導入による知名度＆生産性向上事業

株式会社ビューティーマテリア

温活で身体の免疫を上げ、美と健康、コロナ感染予防対策を！

福ちゃん

居酒屋の喫茶店業態への進出とテイクアウト対応

絆代行サービス

お車の鍵を専用の窓口にて一時預かりする業務と回送業務

株式会社

熟成機械導入による海苔の品質向上事業

宮嶋水産

株式会社アン・クレア

次世代痩身マシンの導入による非接触型施術の実施

有限会社ユウビイ

10代向けのネットを活用した来客施策と美容師発掘事業

共栄プロパンガス株式会社

非接触型検針・キャッシュレスの導入によるコロナ後の事業拡大

有限会社

【ドローン・無線機を使った新工法による新規顧客開拓】

平田通信

手のぬくもりサロンりむりむ

エステティックサロンの物販売上UPの仕組み作り

成龍酒造株式会社

老舗酒蔵改修による飲食新サービス開始と新顧客・新分野開拓事業

高瀬媛子

テイクアウト専門のカレー店舗と冷凍カレー商品の開発・販売展開

BispApa ビストロパパ

ご来店いただくためのハンデの解消・バリアフリーの店づくり

株式会社四国機器サービス

計測機器の遠隔管理化による受注増加

永易年春畳店

新規設備投資により「畳のテイクアウト」を実現する事業

株式会社エムアドバンス

「新規顧客の獲得のための3DCADソフトの共有化で売上拡大」

Mom Smile

Mom Smile bake

株式会社近藤呉服店

呉服は予約販売、婦人服は委託販売に業態変更で客数・売上アップ

アリラン

排煙ファン付コンロ導入でコロナ感染予防座敷をテーブル席に改装

食味園

コロナ感染予防策強化とテイクアウト事業で来店客・売上アップ

ときわ補聴器センター

３Ｄスキャナーの導入とコロナ感染対策強化で客数・売上アップ。

OZU+

ふるさと大洲産原材料でつくる商品を世界へ

つくねやべん慶

ファミリー、カップルが喜ぶような快適な空間の提供

有限会社岡山青果

ＨＰ、ＥＣサイトの立ち上げ、販売及び販路展開

大洲印刷所

多目的デジタルプリンター導入とＨＰ作成で受注・売上アップ

カフェ＆キッチン ココチ

地元食材を使用したごだわりスープカレーをキッチンカーで販売

阿川食品株式会社

個食時代に対応した個包装商品の開発及び製造事業

株式会社ヤツヅカ

第二工場「破砕作業」開始・作業効率アップと販路拡大

トータルリペア・クロダ

ｗｉｔｈコロナ抗菌・車内清掃プラスでトータルリペア業に転換

福岡自然農園

プレハブ式冷蔵装置設置による新商品販売、品質向上計画

Nemo.

商品・メニュー・特産品撮影の新規獲得
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～新サービスによる売上拡大～

有限会社エンゼル調剤薬局

かかりつけ薬局となるための設備投資で生産性アップと３密の解消

株式会社富士工務店

ミニ体感型ショールームでコロナウイルスに負けない環境住宅造り

寺尾製紙株式会社

フォークリフト導入による作業効率化とネット販売部門体制の構築

有限会社

エムエム商事

重機用アタッチメント導入による新たなビジネスモデルの構築

株式会社

ＧＯＨＡＮ

日常生活や住宅のお困りごとの雑事代行業務による売上向上を計る

株式会社かがやき総合保険企画

電子黒板の導入で顧客満足度の高いオンラインセミナーの展開

有限会社エムワイシー

テイクアウト・デリバリー向けのモバイルオーダーシステム

有限会社コモダ商会

大型商品・大型資材の取り扱い開始による売上アップ

ええとこ鳥

受注システム導入による売上アップと販路拡大

アシスト株式会社

テイクアウト専門のベーグル店の開業事業

有限会社へご

テイクアウト専門移動型販売店
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