新ビジネスモデル展開促進補助金（第１次）採択者一覧表【通常枠】【商工会議所】
事業者名

事業名

結はりきゅう治療院

はりきゅう治療院の新ビジネス「エステ事業」への進出

麺酒場かもがわ

全国1位の鍋セットの自動販売

株式会社ＭＡＲＵＳＨＯ

もつ鍋冷凍商品製造における生産システムの構築

エミフィットネス

プロ仕様の新たな機械を導入し体験型ショールームとして販路拡大

OSMM（おしゃれサロン
株式会社

ママ）

松山丸三

エステ事業に進出し、美容室との複合事業での新規顧客開拓
新たな顧客層との法人取引推進のためのＨＰ環境整備事業

ゴッドスピード

船舶修理事業への業態転換による利益向上

わいんと地酒の店かたやま

名前入れ機械

株式会社カタリナハウス

ライフサイクルカーボンマイナス住宅を供給する新規事業展開

合同会社ミーチュー

脱コロナ！脱ストレス！女性の味方！育毛専門鍼灸サロンの開店

有限会社

ペットの命が守られ、安心して一生を過ごせる老犬老猫ホーム事業

ナガオ印刷

３Dファイバーレーザー事業展開

アッシュ・インテリアワークス

片付けから始める快適インテリアのコンサルティングサービス

有限会社フリーダム

新機械導入で新サービスを展開し、広い客層の取込みを図る事業

サロンドゥマープル

真空包装機導入による、保存期間も長い自販機向け新商品開発

株式会社英語アカデミー

『メモライズこれだけ英単語』シリーズの開発と販売

居酒屋

規格外養殖マダイ利用！冷凍鯛めしEC販売で売り上げUP！

うり坊

株式会社MobyDicksTea

フレバーティーとベーグルの店舗構築事業

株式会社

新規注文住宅事業からリノベーション事業への進出

アトリエバウ

ビジョンフーズ

空いているスペースを利用してランチに郷土料理を提供する事業

株式会社青木塗装店

工事受注アップにつながるスマホ専用オリジナルアプリ導入事業

有限会社

既存外装工事業＋外構・エクステリア業への進出

福田瓦工業

株式会社ビジョンマップ

長年培ったプログラミング技術や知識を利用した学習塾の開設事業

有限会社ラリアート

真空包装と瞬間冷凍を使用してインターネットで新たな販路開拓

Caffe spazio botanica

24時間稼働の冷凍自動販売機を使った新しくラーメンの販売事業

株式会社石丸商事

ホームページで新たな販売戦略に再挑戦

株式会社

中小企業へのセキュリティー対策事業

ＫＳＰ

寝装・寝具専門店Ｈana

新しく実用新案特許を取得した「コレガマクラ」の宣伝活動事業

株式会社 匠PAINT

訴求力向上のためのWEBマーケティング強化事業

株式会社 olga lab.

コーヒー販売と地域と繋がる緑の休憩所で新たな職業訓練事業

さきやま鍼灸接骨院

個別トレーニングルーム・メニュー作成と広告による売上向上計画

フロア

主原料が県内産メニューの取り組みと清潔感のある店内への改修

アルプ

株式会社ビスタ

木製ガードレールの販促活動のための営業ツールを作成

新日本建設株式会社

バーチャル住宅展示場ライディングページ開設による新規集客事業

りらく

既存業態から新業態への転換を機としたデジタル化推進

大和酸素工業株式会社

新時代への需要の変化に対応した非接触型サービスへの展開

ゆかりんごネイル

おしゃれで高級感ある店舗取得、出張ネイルによる集客力強化

株式会社Ｄ．Ｉ．Ｇ

三津浜地区散策の新たな定番を作るテイクアウト事業への進出

合同会社

あらゆる世代への脱毛エステの事業の展開

南えど整骨院

ハングアウト・ランゲージ・スクール

英語以外の教科にも対応する個別指導事業による新規顧客の開拓

ウィステリアカンパニー

ペットと一緒にグランピング！BBQや星空など一緒に楽しむ事業

廣瀬

主にネットを使った、宇和島産バロックパールのジュエリーの販売

麻衣

椿のおもてなし

実店舗とオンラインが融合した体験型ショップへの転換

SAMURAI 木山

他社にないオーダーメイドスーツでの新たなビジネス展開

有限会社髙山時計店

海外のECモール出店による越境ECへの取組

酒処はる

家族連れ観光客の取り込み

ANDBACK

音楽スタジオの開始

Koko'o

加工・包装機導入による、オリジナル製品の自社製造開始事業

カラオケホールさえ

カラオケセラピー推奨店としてのお客様の健康増進と業績拡大

BLUE MOSQ

各階の個室構築と SNS 広告での感染対策と集客

株式会社 Commit Corporation

出産祝いのお返しギフトに特化したECサイトによる新事業展開

株式会社 うつぼ屋

冷凍商品（生ロールケーキ）販路拡大事業

pupuKani

脱コロナ！働く女性が自分らしく輝くためのスペシャルプラン

Hair & Make emoa

10年後もスタイルを維持する為の頭皮毛髪エイジングケア開発

檜垣司法書士事務所

放置されている不動産の対応相談についての新サービス提供事業

３３５株式会社

SDGs食品ロス

板金本舗

『配合データの財産化』で産業機械塗装分野へ進出

株式会社吉田ファッションギャラリー

『世代を超えて受け継ぐ着物をリメイク』

はりとお灸よもぎ

高齢者を中心とする養生サービス新設とＢＣＰ支援サービスの開始

Act Kie

アロマ・ナチュラルクリーニングとホームケアのオンライン講座

株式会社

日本文具

ゼロ作戦

「プロがすすめるセレクト文具のワークショップサロン展開」

株式会社ミック

オンラインで保険見積ができるホームページ制作

株式会社Ｃ＆Ｃベーカリー

ネット販売による販路拡大（魔法はいらない楽天市場店オープン）

株式会社

『自社で栽培した野菜・果物によるマルシェを開催する。』

ミドリ

コートナ

ペットの健康寿命を伸ばす筋膜リリース事業

秀伝

移動販売及び配達業務の導入・既存商品の販売促進・PR

有限会社プロスタッフ・ジャパン

清掃、生前・遺品整理から買取までプロにお任せ新規事業

愛麺株式会社

テイクアウト主体の新規飲食店事業展開

有限会社

HEART&BODY

物販機能を付けたホームページ作成で情報発信強化

株式会社

GOOD FIELD

～「愛媛の食文化への愛を深める」ご当地のお好み焼きを全国に～

株式会社アイラブ

アフターコロナの新生活様式のもと、世界の味を熱々でお届け！

株式会社

新たに導通検査機セットの導入により新規の獲得を目指す

兼電

有限会社ラポール

グループ連携による障がい者雇用促進とパイシリーズ展開

GoGo Island

ホームページとECサイトを使った販路開拓

川島

座敷部屋の改装による快適で魅力的な店舗環境への整備

ビューティー・プロデュース華みずき

脱毛から育毛まで！人生を応援するウィッグの新サービスの導入！

株式会社マーニー

多店舗運営をデータ活用で支援する業務システムの構築

ricarica

食器洗浄機導入による光熱費の削減及び業務改善

有限会社

ベーカリーみき

廃棄食パンの再生加工によるアレルギー対応商品の開発

青広株式会社

24時間グッズ丸ごとおまかせシステムの構築

株式会社

自社プライベートブランドの構築・商品開発

珍味堂

株式会社門田商店

愛媛発！全国ご当地冷凍食品無人販売推進計画

くるる

クリエイターが行う移動ワークショップカー事業

創作點心
Papa’s

鑫斗雲
jam

株式会社

本町地所

キッチンカーでアツアツほかほかの本格点心を提供する事業
農業経営プロセスのスマート化を目指した販売生産体制の確立
新規「コンサルティング事業」PRのためのWebサイト新規構築

株式会社THINK REACH

愛媛県産有機野菜を使った野菜中心のメニューが並ぶ健康重視なカ

Fleur 松山

葬儀社向け・故人の月命日に花を贈るサービスの展開

ViVi ヘアーグラフィック

エステ、アートメイクを軸とした新店舗への転換

有限会社アオノシルクスクリーン印刷

自動プレス機導入による新たなる挑戦

素質研究会 西岡律美事務所

誰にも相談せず分析シートが購入できるECサイトの構築

ハーミットクラブ鈑金塗装

作業環境整備による作業効率と集中力向上で収益力拡大を行う事業

株式会社ライアル

顧客予約管理システムの導入

株式会社日本エイジェント

お部屋の撮影業務の効率化・新サービス提供

株式会社 アブル

Web広告での集客アップとショールーム改装での購入率アップ

有限会社Ｒ・Ｉ・Ｅ

多様化していく消費者ニーズに対応する調味料やソース開発販売

ＫＳＫ株式会社

ICT機械導入による柱脚アンカー工事、測量工事への新分野展開

金井食品

残渣など廃棄予定食材を有効活用した飼料製造事業

株式会社

WEB予約対応による新規顧客獲得

Mana salon

新感覚テントサウナとハワイ式トリートメントの融合、セルフ脱毛

合同会社

冷凍ミールキット、冷凍惣菜のネット販売および通販事業

ベータビジネス

株式会社あひるのみずかき

～一次会から二次会まで～自社ビルを利用した複合店舗への改革

有限会社

野菜のプロが選んだ美味しくヘルシーなみかんジュースで物販推進

福助珍味

有限会社木村屋精肉店

肉の定期便（サブスク）を告知するホームページの制作

合同会社いたれり

オンラインシステムによる介護お困り事ノンストップサービス

中ちゃん

ゴーストキッチンで販売チャネルを増やし売上向上を目指す

株式会社ごごしま

マルチタイプの自動販売機設置による興居島のお土産販売事業

太陽惣菜
株式会社

店舗改装と新事業の展開
花森

生花と撮るニューボーンフォト・ベビーフォト素材の提供

有限会社i-rose

「顧客のニーズを細かく分析したデジタルマーケティングの展開」

ビストロファミーユ

地産地消ジェラートの製造販売の開始

株式会社リエル

新規事業開始に伴うＥＣサイト制作とＷＥＢ広告運用

Lazuli

地域初新ビジネス！頭浸浴(とうしんよく)で頭や体に癒しを！

道後いなり

ゆのや

販路先拡大を図り、観光客中心のお店から地元の方へ。

久米開発有限会社

サウナ活用促進による地域貢献と顧客ニーズに応えるサービス改善

OneloopClothing

古着活用による副業支援、サブスクリプションサービス事業

垣本商事株式会社

IOT技術を活用したコンサルタント事業への新規展開

株式会社 古湧園

愛媛県の厳選した商品を販売するためのECサイト構築

Koi.kitchen

客単価アップに繋げるための新ビジネス展開

ウッドリペアKINOWA

物不足の今、廃棄物を処分するのではなく再生する事業

プリンセストラベル株式会社

愛媛県内の魅力溢れる観光コンテンツを結ぶ二次交通サービス

株式会社Bacchus

スーツ、ドレスで安心して楽しめる居酒屋

株式会社groove

アナログレコードの魅力発信＆グッズ販売

株式会社創苑

キッチンカーの導入による食堂経営の多角化

株式会社シールズ

海鮮料理店の新規出店

Ａｋａｔｓｕｋｉ

Ｂｌｅｕ

アフターコロナを見据えた雇用創出と新商品開発事業

水素ラウンジ H（エイチ）

水素を用いたリラクゼーション、水素ラウンジの新規事業展開

有限会社ミヤザキ

カフェから植物店に改装して新規顧客獲得

和願

コロナ禍における供養のお手伝いをする自社ホームページの構築

Sparkめがね

個室の設置と高級ワインの取扱い開始による新しい客層の取込み

株式会社KuruSPO

法人向け1日10分パーソナライズエクサイズ動画の開発・普及

有限会社遠藤商事

一般の方向け新規事業「チーム福」PR活動

株式会社ＷＥＳＴ

新たに（３DCAD）ソフトの導入により、新規顧客の獲得を図る

株式会社ＯＫ

ストレッチ動画配信のための新規ホームページ作成

オムニテック・ジェイ・エム株式会社

黒にんにく熟成加工事業及び全国販売展開

有限会社ひめや

トキ消費・コト(体験型)サービスを軸としたワークショップ事業

株式会社薄墨羊羹

キッチンカーで人をつなぐ和と洋のお菓子の販路拡大

株式会社愛媛インフラ

ドローン導入による従来業務の効率化及び新規事業拡大

笑酒場 いっけん

テイクアウト・オンライン販売

株式会社洒落

リモートワーク特化型！お試し職業サービスの新規事業展開

高松石油株式会社

中古車販売事業拡大のため自社通販サイトの構築

Happy Tails Club

個別レッスンと飼育前マッチングで殺処分ゼロを目指して・・・

合同会社しまなみベース

3Dプリンターを用いた植木鉢製作及び販売用ネットショップ製作

麻とき

グラスワインの自動販売

プライベートサロンMICCORO

エステサロンから心も癒せるメンタルケアサロンへ

LANTANA FOOD SERVICE 株式会社

廃棄食材を利用したシロップ及び台湾式かき氷販売事業

CoffeeCub

ソフトクリームマシンの導入

合資会社艶吉

急速冷凍機を活用した愛媛の素材のＢＢＱ用缶詰の開発

浅野食品株式会社

少子化、高齢化、核家族化に対応した製品の個食、トレーレス化

株式会社

新しいブランド「カカオキャット」（チョコレート）の展開

アペ

ユナイテッドシルク株式会社

愛媛シルク×フードテックで実現する新商品開発事業

株式会社奏

急速冷凍機導入で「新」ふるさと納税返礼品を目指すパウチ作成

有限会社ニックサービス

冷凍自販機で非対面式の新たな外食を見出し、コロナ不安を払拭

株式会社Allest

キャンプ用品サブスクリプション専用サイト導入

株式会社エムズ

ECサイト導入による販路拡大と愛媛の安心ブランドの確立

株式会社

金属検出機の設置による新製品開発事業

海工房

NEXT PROGRESS

高齢者向けいきいき生活できるためのネイル新規事業展開

有限会社カワハラ

新受注形態確立を目指したホームページ開設

有限会社

個人客取り込の為の車両管理支援システムの導入

拓南自動車

有限会社マツオカ

屋外エリアを活用し、新規客の獲得と顧客満足度向上！！

株式会社ビーナス

セミセルフエステ機器導入による低感染型ビジネスモデルへの転換

Lucia B×STUDIO

一般向けジム・ジュラシック筋膜リリースの公開

Marche de musique

古民家で行うコンサートやオンラインレッスンで地域活性事業

Cafe&Dining Bar TONNY’S HOUSE

キッチンカーで地産地消！愛媛の素材を美味しくスパイシーに

LIVE HOUSE BAR YAHMAN33

カレールーの冷凍販売のための設備投資

有限会社

最新プリンタ導入による環境に配慮した製品の提供と新事業参入

ネオクリエイション

株式会社 THREE FISH COMPANY

キッチンカーで販路拡大・新規顧客開拓事業

有限会社リスクマネジメント愛媛

住宅購入・ローンご検討の方必見！お金の相談ウェブサイト作成

株式会社ワークショップ

子育てに悩むママさんへ！マザーズケアのサイト作成

松山武道具

大量受注を受け入れる販売管理システム導入

株式会社ベンテン

出張買取強化のためのLP制作と認知度アップのための広告出稿

M.S.S 株式会社

ＥＣサイトによる販売展開とエアレジの設置

カラリエ株式会社

塗装業とのシナジー効果を発揮する塩ビシート防水事業への参入

株式会社TASU

愛媛のミカンジュースを全国に広める

古川屋台ソウヅ

キッチンカーを利用した移動「カレー＆スイーツ店」事業

炭焼MARKS

真空パック機器を使ったテイクアウト商品の強化

有限会社川商

無人券売機の導入

有限会社 カーバーハウス

車内抗菌コーティングの出張サービス事業

株式会社あいか

フルーツサンドの販売

フットケアサロンKOKORO.

最新機器導入・専門家との連携による質の高いサービスの提供

yukasoin

病院外での化粧療法に特化したサービスの提供

アースハウジング株式会社

360度オンライン見学会で安心な一生の買い物を提供する

自然食品店 furatto

環境変化に負けないパワー食材で免疫アップ・お試ししてから買い

グラッチェグラッチェ

急速冷凍機活用で愛媛県産品イタリアン料理の缶詰・パウチの開発

株式会社やみいち

フードロスト削減のため開発した加工食品販売用ECサイト制作

Petit Nail Luire

おしゃれなインナーのご提案でトータルビューティーサロンへ

株式会社MAKNEL

海外向けECサイト導入による販路拡大と愛媛の安心ブランド確立

株式会社タクミフードサービス

キッチンカー移動販売車事業

La・chande Ciel

新商品開発及び大量生産のための設備導入検討

天ぷら

電波振動技術を使ったヘルシーな天ぷら新規テイクアウト事業

武蔵

もがみ今治店

テイクアウト・オンライン販売の開始

炉端焼き

キッチンカーによる店舗以外での新たな営業・販売・配達事業

酒仙

ビデオプロ特機株式会社

360度VR撮影をドローン空撮に組み合わせた新たな空撮事業

今治観光開発株式会社

カートナビ導入による新サービスの提供と顧客満足度の向上

株式会社ＭＩＳＵＫＡ

スキャンツール導入による新ビジネスで新規顧客の獲得

株式会社

県内の高い技術を持つ溶接工と溶接業務オンラインマッチング事業

大一産業

スタイリッシュガーデンみたか

医療用ウイッグの販売と抗がん剤治療後のアフターケア

カーサービスウノ

ＡＤＡＳのエーミングによる新規事業の確立

西染工株式会社

「イベントカーを利用して、ＰＲ活動・販売を増強する」

新日本自動車交通有限会社

空き車庫を利用した新たな車両預りサービスの開始

合同会社みしま

女性と高齢者への利便性向上による新規開拓と食品ロス削減の取組

髙橋石材興業株式会社

体験もできる！！焼き立て石焼き芋焼きドーナツ＆café

コハク

ギターレッスンを中心とした総合音楽レッスンの事業化

路地裏カフェアヴォンリー

食×カルチャーで集客新規事業展開

株式会社 東管工

新サービスに伴うリニューアルオープン

からたち

地域住民をターゲットにした新たなテイクアウト事業の開始

株式会社伊藤本舗

キッチンカー導入によるイベント出店機会獲得及び店舗での活用

御料理

新たにしぐれ煮等の商品開発を行いインターネット販売を行いたい

神谷

株式会社オートガレージアラン

国産車や外国車まで対応出来るエーミングセンター開設

クスコラボ

設計業務のＤＸ化による業務効率化の向上

有限会社

サニタリースペースと商談スペースの設置による商談率アップ事業

亀和建設

RADHANGOBAR

コワーキングスペースの提供とマルシェへの出店

もの作り工房わこブランド企画

上絵付用窯を導入する事で生産向上と陶芸教室開設で新規顧客獲得

食い道楽

個室化による感染対策と新たな客層の獲得

有限会社菅原

売上げ回復に向け、顧客満足度を高める美容効果UPの設備導入

株式会社宇和島プロジェクト

デジタルとオンラインを活用した新規ビジネスの展開

株式会社Kashi et.

ギフト、祝い菓子専門オンラインショップ開設

株式会社コバヤ

長期常温保存が可能な缶詰商品の開発・製造および販路開拓

株式会社

POSレジ導入による若い顧客層の獲得と売上アップを目指す

若松屋

有限会社エヌ・スタイル

新設備導入による二輪車整備・カスタマイズの内製化

唐草

個室化による集客増と新メニューの開発

東海林鮮魚店

逃していたニーズを掴む！鮮度が高い魚介類の生食用冷凍化

鮨権太

掘りごたつ席への店舗改装と新メニュー開発

株式会社DEMONA

アフターコロナを見据えた観光事業への新規ビジネス展開

じゃこてんバル

コロナ禍から脱却、ランチ営業主体とした居酒屋からの転換

まっすぐや

まごころ整体院

女性向けの美容整体、エステティックサロンの新事業展開

株式会社岡野工務店

家具・インテリアのネット販売強化に向けたウェブサイトの改修

有限会社

鉄骨CADソフト導入により鋼構造物設計加工における業務効率化

松本鉄工

株式会社マルミ

養殖魚を高品質のまま海外へ流通事業

小山水産有限会社

当社ネットワークを活用した高品質養殖魚を物流させる事業

有限会社

HACCPに準じた精米設備を再構築し生産向上による販売拡大

川里商店

アイシンメンテナンス

マスクフィットテスター導入による新ビジネスモデル展開

鳥鶏

地元密着型飲食店のキッチンカー導入事業

おでん

よし

地域密着の飲食店によるテイクアウト進出事業

中国菜館 華月

地元密着の飲食店がハイブリッド型店舗に生まれ変わる取組

居酒屋咲

地域密着の居酒屋によるキッチンカー導入事業

株式会社ヒロケン

餃子店の人気メニューを２４時間提供する新ビジネスモデル

新居浜ジャンドール

千町棚田会場の飲食スペース、地元食材販売スペースの整備

株式会社萬歳峰爺

キッチンカー導入によるカレー販売の新事業

愛媛果汁食品株式会社

自社ブランド構築におけるオリジナルラベル製造機導入事業

株式会社

別子飴本舗

「カリットカリー愛媛甘とろ豚」で販路拡大

有限会社

イイオフーズ

ホームページでのWEBショッピングサイトの新規事業展開

合同会社しっぽり

スマホで注文！後は行くだけ！地元食材に拘った海鮮丼！

株式会社菅工務店

事務所・店舗建築に特化した集客型ホームページ構築事業

有限会社竹本自動車

自動車整備工場による、EV対応を見据えた新ビジネスモデル構築

株式会社

マイントピア別子

閑散期の営業強化と新名物浸透のため、キッチンカーを導入する

有限会社

土岐家具店

思い出もよみがえる家具修理を通した体験型店舗作りと広報事業

五城洋菓子店

当店1番人気「タマゴロール」を自販機で販売する新事業展開

SECRET BASE

地域密着飲食店のキッチンカー導入による認知度向上の取組

株式会社 LAND MARK

マンションオーナーと職人を繋ぐ受発注アプリの営業・広報DX化

株式会社

手動式隔膜電解法における不働態皮膜生成条件の探索

ツヅキ

有限会社Win測量設計

最新測量機とドローンによる災害予測提案事業

戸川

ITツールを活用化したバックオフィス効率化！

康平

道前運送株式会社

廃棄ストレッチフィルムの再資源化事業

ビジュアルイメージング株式会社

フォトスタジオによる小規模結婚式場の新規プロモーション展開

株式会社

電子黒板を利用した自社オリジナルコンテンツの開発

数理研

SENcafe

自家栽培による無農薬野菜や果樹の販売と提供への設備導入を行う

雑貨店 KotaKota

オリジナルブランドを軸とした新ビジネスモデルのための店舗改装

東予工機株式会社

インバーターホイスト導入による油圧シリンダー整備事業の拡大

有限会社

荒廃農地や耕作放棄地の整備を行う事業

三浦種苗園

たこやきおかだ

プレス機による自家製無添加煎餅販売

有限会社

高機能スキャンツール導入による先進安全自動車への対応

中路自動車整備工場

有限会社日松なかよしファーム

顧客獲得のため、オリジナル弁当・総菜の生産販売を行う新規事業

株式会社ゴーゴーアドベンチャー

団体客誘致の新コンテンツ、バブルサッカーの導入

有限会社広安産業

処分材料を活用した新商品開発事業

Hino Factory 株式会社

実測困難な現象の可視化による新規事業展開

越智建築

ショベル用先端機器他導入による「終活リフォーム」の推進

Total Beauty Salon Cherir

痩身エステのメニュー展開、商品販売の強化

株式会社神戸鉄工所

自社での加工作業の拡大による新たなビジネス

有限会社

NICE

格安SIMの通信事業代理事業

くらしとごはんリクル

【自家性の発酵調味料と材料の量り売りを店舗販売】

有限会社

非対面式による営業方法で、安定供給できる国産製造品の販路拡大

東予割箸

有限会社大栄建設

ドローンとVRを使った新規事業展開

藤本自動車

門型リフト導入による顧客サービスの向上と売上拡大

Ｂｏｕｒｔｏｎ

テイクアウト事業の新規展開で、売上を確保し経営体質を強化する

iino assemble

健康志向・自然志向の顧客への新たな無添加レトルト食品の開発

沢井青果有限会社

さつま芋の冷凍保存による長期販売

株式会社

『農薬散布ドローン導入による地元農業支援と業務効率化』

清中測量

やまもと学習サポート教室

夜間を中心とした学童クラブへの新規事業展開

大野鮮魚店

加工食品・郷土料理事業の量産化による新規案件獲得

株式会社

衛生管理された移動販売車の導入

夢・たまご

酒乃さわだ

動画による通信販売とライブコマースによる地酒愛を世界へ発信

Ten Hundred Works

ギャラリー（展示会）事業へ主軸の転換を図るための改装

有限会社

愛媛産農産物商品開発、ECサイト構築及び新規開拓事業

玉井民友商店

有限会社ヒロファミリーフーズ

新商品の開発による新規販路開拓、売上・営業利益の拡大

西大洲動物病院合同会社

ドッグランスペースの運営

バリューマネジメント株式会社

プレミアムダイニング実施に向けたチャンバー設置事業

土地家屋調査士蔵谷事務所

ＧＮＳＳ受信機を使った高精度な測量への新規事業展開

はたご屋 霧中

新店舗でのテイクアウト専門のピザ屋の開業

ひとみヨガスタジオ

夜のスキマ時間に気軽に安心して通えるヨガスタジオの環境整備

つくねやべん慶

テイクアウト（土産品）商品開発による売上拡大

レッスンスタジオチーズ

コロナ禍で運動不足の子供たちの基礎体力向上に出張体験会を開催

愛媛少林武術団

少林寺の武道家がキッチンカーで本場中国茶ほか商品を移動販売

有限会社共和

特殊クリーニング店が販売する洗濯洗剤とサブスクメニューの導入

炭火あぶり家

焼肉店のＤＸ化で感染対策の充実と作業効率アップで売上増加

まるイチゴファーム

プレハブ冷凍庫を導入し新商品の開発と販路の開拓、売上高の拡大

株式会社共栄木材

焼杉を中心に日本語・英語２言語の新サイトでブランディング

有限会社カフェー工房松山

坊っちゃん珈琲専用ＨＰ開設と愛媛県産いちごフレーバー珈琲発売

有限会社たけちスタジオ

撮影用衣装の貸出・ドローン空撮への新規取組みによる販路拡大！

ざきさんふぁーむ

農業からコロナ禍にも強い新たなセルフ方式の焼き鳥店を事業化

三好食品

物価高に対応しファンを獲得するための工場併設型豆腐直販店事業

有限会社

慶美

デジタルサイネージを利用した新規顧客獲得事業

あいオート

「キャンピングカー・キッチントレーラー」の製作・販売事業

株式会社mk

ＨP開設によるブランド認知度の向上と弁当受注作業の自動化

株式会社セトクィーン

「新型自動ラベル貼り機の導入」

株式会社富士工務店

木材の端材を有効活用することで、建築業のSDGｓに取組む

西岡建材株式会社

コーポレートサイト新設と店舗サイトリニューアルによる業務DX

ナガイ株式会社

大型農機具等の出張引取り修理サービス開始で販路拡大！

有限会社エンゼル調剤薬局

調剤薬局のＤＸによるオンライン指導のＰＲとお客様の利便性向上

CBR＠さもんず//入口は裏側

キッチンカー導入で移動販売・フードデリバリーサービスの開始！

シェ・ボヌール・篠﨑

地産地消で幸せを呼ぶ、地域初女性向けフレンチ洋食レストラン

株式会社エンゼル

門前薬局から地域に必要とされる薬局への取組ＰＲ

坂ダイ．ニング

デジタルコンテンツを活用した物販事業の販路拡大

株式会社四国中央テント

ホームページリニューアルによるBtoC志向への転換

くう食堂

屋外出店を中心としたキッチンカーで販路開拓と売上向上を目指す

株式会社渡辺商会

品質管理技術と人脈を活かしたＴシャツプリント事業への進出

有限会社

「地域にやさしい安心・安全な解体工事」の実現

エムエム商事

株式会社四国クオリティ

ハザードマップに基づく安全な空き家のリノベーション事業

十川製紙株式会社

生産性の向上と新商品開発でネット販売の売り上げアップ

ヴァンヴリット株式会社

生産能力向上・品質管理向上による安心安全な製品作りと取引拡大

ダイニング縁

魚料理惣菜のインターネット販売開始による非接触販路拡充

ダイニングカフェ

のまん

株式会社サニープレイス

バーベキューサービス開始
オンライン内見予約システム導入による3密回避及びＣＳ向上

株式会社マール・コーポレーション

JR川之江駅での駅カフェ弁当販売事業開始による地域丸ごと活性

マルショウ

新規素材に対応する為の製造工程おける自社一貫体制確立

株式会社

