
事業者名 事業名

大河内重機有限会社 将来性のある産業を顧客とした新ビジネス展開

有限会社浜川製作所 既存業務を生産性向上し公共部門に新事業展開する設備投資事業

小泉製瓦有限会社 新商品と広報・営業ツールの開発によるニーズ獲得の新事業展開

アドラーブル 痩身エステへのメニュー展開・強化

丸栄刺繡　有限会社 オリジナリティを高めた刺繡製品の拡散と新規販路の拡大

有限会社田中建設 解体工事の受注拡大と顧客満足度の向上を図る設備導入事業

マルヨシ 商品展示会開催による新事業計画

英会話SOL 「キッチンカー　de　英会話」 移動販売で叶える事業拡大

ペイザン 海の見える洋風居酒屋「ビストロペイザン」のオープン

しまなみ VILLA 蒼 しまなみ海道の魅力発信！特産品販売スペース設置事業

株式会社青山 「石を暮らしのインテリアに」大島石を活用したガーデニング事業

有限会社　大三島生産者出荷組合 「卸売りから小売りへ」個人販売に取り組むための環境整備

大心 旅の疲れをリフレッシュ～癒しの空間づくり～

有限会社　丸浦 柑橘の安定供給に向けた自社農園運営のための設備導入

株式会社富士見園 料理旅館の料理長から学ぶ和食料理教室

guest  house  ファーモア ワーケーションに対応するための改修事業

しまなみ流通大三島 買い物代行サービスの事業化による新規顧客の獲得

有限会社ライフテック神原 耕作放棄地の開墾事業への挑戦！

Kitchen  studio  たべものさし 発酵食品通販の伯方島新拠点での増産と新商品開発による拡販

tonari 経済環境変化に負けない地域に愛されるSDGsな事業体制の構築

ヘアーサロン・エム 女性客をターゲットとした店舗改修と設備導入

有限会社越智巧商店 クレーン車導入による販路拡大事業

三浦家具道具店 NO廃棄！古家具や古材を再生、リデザインする家具道具製作事業

永井博昭 キッチンカーでの規格外の柑橘を利用した加工物販売

井上貢商店 「待ちから攻めへ」キッチンカー導入による販路開拓事業

合同会社ＯＨＡＮＡ SDGs対応型ワーケーション宿泊施設改修

青木水産 顧客ニーズの変化対応商品「じゃこ天めしの素」の開発及び販路開

有限会社レストラン平城 人気メニューの自動販売機による非接触販売での新規顧客開拓

株式会社峠の坊ったん テイクアウト事業強化のための調理機器導入

ゆきもと農園 青果、スイーツ専用冷凍自動販売機による非対面販売方式の導入

ブーランジェリー・ラポール 人気パンの自動販売機での非接触販売による新規顧客及び販路開拓

にじとまめ。 瞬間冷凍技術によるカヌレの食感保持で焼きたてカヌレを提供する

大磯タオル株式会社 自社商品の展示会出展による新たな販路の拡大と周知

UmiMachi ベーグル 美味しい「ベーグル」製造に向けた設備導入と新たな需要の獲得

有限会社魚吉 清潔感溢れる店内に変更し、売上アップを目指す

民泊　大森 アップサイクルバッグ工房設置によるオリジナル土産品の販売強化

合同会社酵素まる ペット酵素風呂販売＆ドッグランを併設し、新規顧客獲得

チロポン村 放置竹林の竹を原料とするメンマの商品化で「三方よし」の実現

IVY HOUSE 人気カレールーの冷蔵食品化による中食市場への本格参入

忽那醸造株式会社 サニターリー遠心ポンプと電動シーラーの導入による業務の効率化

株式会社Key House ミニユンボ導入で作業効率改善と受注工事多様化による収益アップ

有限会社　塩出建設 クサカルゴン機の導入による顧客ニーズに応じる企業作り

有限会社ホクヨ 愛媛県産はだか麦のオートミールをＨＰ等ネット活用で販路開拓

モンテサント 最新パステライザー導入による新食感のアイスクリームの提供

横山自動車 大型タイヤチェンジャー導入による利益とビジネスチャンスの拡大

有限会社サンエース 最新機器導入による業務省力化・効率化と多彩なラベルで売上回復

日髙工事 ドローンを活用した新規事業開拓

有限会社村田ガス スマホ検針導入による作業効率改善と顧客満足度向上

あけまや 冷凍鰻真空パックセットのネット注文販売構築による売上拡大

さとい農園 遮光ハウス設置による農業体験（ツーリズム）の受け皿づくり

宇都宮工業 建設・林業重機の出張溶接事業部門の構築事業
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株式会社 祐 四国最標高にある自動販売機でみんなをハッピーに！

あらた水産株式会社 酸素発生器の導入で生産性向上と品質向上によるブランド化事業

つかむ株式会社 愛媛県産経産牛を活用した地球にやさしい循環型焼肉店の展開

株式会社おがた蒲鉾 独自の仕入れルートを活用した新商品の販売

有限会社三好畜産 新規フィーダー導入による新ビジネス構築事業

ロッセット 新たな無農薬、無化学肥料の農産物加工販売

やき鳥の店    いこい Withコロナを生き抜くための新ビジネスモデル構築事業

株式会社　オートウェーブ西予 高張力鋼板対応ワッシャー溶接機等板金工具一式の導入による新規

株式会社REGS 自動販売機によるテイクアウト販路ビジネス展開

のち晴れ 食物アレルギーの人が安心して毎日食べられる食パンの生産体制構

株式会社　東温モータース バイク整備相談オンラインサービス

禄城工業株式会社 解体率増加によるＲＣ解体への新事業展開

ナポリっ子 ナポリっ子謹製「東温市産冷凍ピッツァ」の販売強化事業

Sunlit 自社キッチンカーと連動した地域密着型店舗設置事業

株式会社伊予路開発 乗用モアー導入による新事業の開始

有限会社真和建設工業 新規設備投資による耕作放棄地管理の新ビジネス展開

はなぶさ整体院 高齢者向けトレーニングスペースの提供による売上増加と販路拡大

CUT HOUSE YAMAUE Hair Salon Raiponse 岩城橋開通に伴う新規顧客獲得のための設備導入

Kitchen 313 Kamiyuge サイクリスト・ツーリング観光客に対応したテイクアウト環境構築

宮脇モータース 自動車整備機器の導入による効率化と建設重機整備で売り上げ増大

アル テイクアウト用デザートの提供による顧客獲得と売上の増加

株式会社　ブルーレモンファーム コロナ禍の事業再構築における喫茶店オープンに向けた取り組み

古民家　弓削の宿 地元の魚を使用したディナーの取り組みによる売上の増加

ゆげしまダイニング彩 屋台営業の取組と新規メニュー提供に伴う売上の増加

合同会社みちしおプロジェクト ゲストとホストに協働の機会を提供するコワーキングスペース事業

株式会社LANDSKY 県内木材を使用した商品のネット販売で持続可能な街作り

面河ふるさと市場 当地内に常設の飲食店を設置し地域の安全安心を守る

株式会社　アイテック スタンプロード作成のための機械導入事業

有限会社　川﨑屋 うなぎ料理の提供に合わせた店舗改装事業

アイメディア ドローンで創る観光サイト・教育コンテンツ展開事業

BABERS　STORIA 男性向けトータルビューティー事業展開

株式会社　龍宮堂 工場見学・観光交流事業とBtoBで全国展開に向けた販路開拓

株式会社　言の葉 宅配冷凍弁当事業への新規事業展開

株式会社フードクリエイト 歌唱以外の新たな需要を創出

株式会社　向井燃料 検針システムのＩＯＴ化

Zoo’ｓ Ｋitchen 無人自動販売機設置による２４時間非対面ビジネス開始

有限会社　きよし窯 砥部焼ときよし窯を国内外に広めて販路拡大！！

株式会社電子食品流通研究所 BtoBからDtoCへの変革（競争優位性の構築)

青井商店 「設備投資と販路拡大」毎日仕事ができる環境の獲得！

渡辺家電販売株式会社 太陽光発電設備メンテナンス部の構築

Ｈａｐｐｙ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ キッチンカーを用いた移動式飲食店

株式会社ひふみ 介護タクシーサービスへの新規事業展開

株式会社 KAKU10 大型車まで対応できる出張タイヤ交換サービスの展開

株式会社フレスコ カー用品の全国販売を目指す販路拡大ネットショップ構築事業

陶彩窯 製造機械導入による新商品開発と生産性向上の実現

陶房くるみ 県内の回遊へ向けた陶芸教室の周知とペットの器による販路拡大

Ripple Links メダカの新種開発とインターネットでの販売展開事業

株式会社プログレッソ 種類日本一！愛媛の柑橘系アロマを用いたセルフロウリュ導入

tomorrow  sunrise  Ｌ.Ｌ.Ｃ 手づくりパンの増産と販路拡大のための設備整備

minion chouchou 焼き菓子の新商品開発を行い、販路拡大による新規顧客の獲得

宮岡緑地 チッパー＆シュレッダー機器導入による木くずの再利用事業

愛媛ゴルフ株式会社 フロント精算機導入に伴う接客対応の改善と若年層ゴルフ愛好者の

有限会社本田自動車 中古車取扱い事業拡大による環境整備事業

えひめスマートライフ 株式会社 太陽光システムの販路拡大に伴うPR事業



株式会社小田電器製作所 中低温空調機導入による安定した菌床椎茸の生産量増大事業

株式会社うちこ観光マネージメント 入・退数管理システム導入とパンフレット作成による販路拡大事業

お好み焼きはなみずき キッチンカー導入でイベント・移動販売に向けた営業転換事業

有限会社イヨエッグ 自動給餌機導入による効率性向上での新業態への再チャレンジ

有限会社田丸電気水道設備 自社WEBサイト構築による知名度と信用力の向上

株式会社たんぽぽ不動産 自社WEBサイト作成・開設による広報事業

Charme ブラストチラー導入によるネット便事業で新ビジネス展開へ

有限会社久保石油 店舗照明LED化によるイメージアップと省電力事業

有限会社内子化成 自社金型導入によるオリジナル商品（プランター）の製造事業

株式会社五十崎社中 新ビジネス展開のための拠点の整備事業（トイレ改修）

株式会社内子龍王バイオマスエネルギー バイオマス発電稼働に伴うペレットタンク導入事業

株式会社武田林業 空き家等の不要家具をリデザインする古道具のアップサイクル事業

株式会社フレッシュパークからり 自社栽培の小麦を使用したパンの製造および販売

atochi インド菓子製造開始による新たなビジネスチャンスへの取組み

有限会社　ひじかわ特産開発 「江戸歌麿のロマンを今に！タイムスリップ」体験事業

株式会社 OSN ライブコマースによる販促とフォークリフト導入によるスピード配

有限会社山下蒲板 箸置き材料生産によるSDGs対応の新規顧客開拓

みかん屋太陽と海 贈答用新ブランド「農家物語」販売用サイト開設による販路拡大

株式会社  古屋野水産 飲食店向け高付加価値商品提供事業による販路開拓

大和倉庫株式会社 愛媛県産フルーツを活用した、新製品開発と販売促進

居酒屋なかい 鯨を使った新メニュー開発による売上アップ作戦

コオノヤ 多肉植物と観葉植物製造販売による売上アップ

おかし屋  ShanShan ベーグルサンド開発による新規顧客獲得および既存顧客客単価アッ

有限会社　加藤商店 愛媛県産枳実を活用した生薬生産事業への進出による新規販路開拓

中山産業　株式会社 ３Ｄ施工データを用いたワンマン測量による再構築と生産性向上

彩肉専門店セキモト キッチンカー導入による対面販売の軽減及び新規顧客獲得

若宮電工　株式会社 施行管理システムの導入による業務効率化と事業再構築

La Base Secrete M 新機材の導入で生産体制の整備とオリジナルグッズで集客力アップ

山田防虫 チラシ・ＤＭ発送による新規顧客獲得と適正サービスで地域貢献

山笑ふ 間伐材の六次産業化による新たなビジネスモデルの展開

株式会社　井上設備 最新機器導入による事業の持続的発展と地域ライフラインの営繕

有限会社セイケ電設 電気製品・家具の一時預かりサービス新展開事業

中尾建設 新規事業「建築物解体事業」に取り組むための設備投資事業

株式会社フェザンフィレール キッチンカーを活用した、移動販売の実施

有限会社　フォーライズ 買い物難民への御用聞きサービス事業

ごろく屋 宿泊事業の参入に伴う年間売上と地域収益の拡大

有限会社愛南総研 道の駅みしょうＭＩＣの配達サービス・新商品展開事業

お好み焼きひらの 冷凍手作り餃子のテイクアウト販売による事業展開

マルヤス食品株式会社 集客システムで攻めの営業展開

髙森　浩司 自社生産のサツマイモを利用した焼き芋店舗

大晴水産 待合・休憩所完備！誰もが楽しめる海釣りへの新事業展開！


