
事業者名 事業名

ハイステージ4分音符 利用者向けトイレ改装　店舗改装により利用者の拡大

株式会社クローバー 重度の発達障害者のご家族に向けたサポート事業への挑戦

有限会社きよみず ローストビーフのECサイトでの物販、及びケータリングサービス

Grin アフターコロナを見据えた無人型販売事業に向けた店舗改装

山下洋品店 Webサイト広告とオンライン予約でDXへの取り組みの第一歩

株式会社　アトラクト 住みたい場所に安心して住宅購入が出来る不動産屋

株式会社トラストワン 最新調色機を導入し利便性の向上と新たな分野の顧客の獲得

株式会社　谷屋 鯛めしテイクアウトの販売強化による保温・冷蔵設備の新規導入

木下眼鏡店 非来店型販売システムの構築

オイシイオト キッチンカーによるお弁当の移動販売事業

株式会社　大倉商店 刃物研磨精度アップでお客様満足度向上＆販路拡大

株式会社中村呉服店 創業９９年、時代にあった弊社の新ビジネスへの転換と販路拡大

株式会社よつば建設工業 個人向けの造園事業の展開。

株式会社ダブリュー 伝統芸能、イベントでのムービングライトによる販路拡大事業

孔明 レコーディングスタジオの開始

花工房べっぷ 循環型社会に対応する独自の土の循環システムの構築と販路拡大

六角堂 瀬戸内星の浦海浜公園から鴨池公園キャンプ場までカヌーツアー

Café Crema おうちコーヒーやテイクアウトを促進する売場拡大と新機器導入

株式会社まるず 冷凍専用自動販売機による食肉販売のエリア拡大

株式会社　つばき 「身体にいいものまるごとパック」サブスク商品による売上拡大

株式会社　ERU キッチンカー導入による光熱費の削減及び６次産業への業務改善

有限会社　向田真珠商会 若者に選ばれる新たなパールブランドを新規に開発

LILY お客様一人一人のニーズに応える脱毛、美容サロン

JERK 廃棄野菜を利用した焼き鳥加工販売卸し事業

株式会社 ヘルメス 高齢者向け配食サービスへの新規事業展開

株式会社　ｇｌｉｔｔｅｒ　ｇｒｏｗ 冷蔵ショーケース・食洗機導入による原価及び水道光熱費の削減

株式会社アベレージ ・『修理・メンテナンス事業内製化による事業再構築』

うみ弁当 松山市外・県外の新規顧客獲得を目標とした冷凍鶏弁当販売施策

くめ駅東整骨院 新事業、ピラティストレーニングによる新規顧客の獲得、売上拡大

有限会社　アンビシャス 蓄積されたノウハウとオンライン対応によるＦＣ化への取組み事業

めじるし 食材本来の良さを引き出す健康的な新メニュー開発と作業効率化

アイファクトリー 高齢者の見守りと、日常のちょっと困った事を応援するサービス

有限会社　十・八 ドローン等を使っての新ビジネス展開

SKOOP DANCE STUDIO スタジオレンタルサービスの新規事業展開

PEACOCK BRIDE 自宅での安心なご試着を実現するブライダルドレス事業の再構築

株式会社 COMEL 新スタジオ開設による、社内での撮影事業およびイベント事業

おにぎり café＆diningBAR KOROKORO 学生とのコラボ商品展開事業と SNS 広告

株式会社インスピリット 県内事業者向けオンライン＆リアル営業強化サービス

株式会社　ビジネスアシスト四国 愛媛の食材を使ったキッチンカー事業への新規参入と愛媛県の発信

株式会社　繭 オンラインdeご相談受付ケアサービスの開設

道後プリンスホテル株式会社 旅館業における有料駐車場（コインパーキング）経営

株式会社Livre タイヤの持ち込み交換サービスで事業拡大

株式会社ｄｕａｌ－ｍｏｄｅ すごモノ・愛媛百貨選のご祝儀袋を制作体験できるワークショップ

前道後タクシー有限会社 タクシー利用訴求への動画コンテンツ及びWEBページ作成

(株)ジーウォールシステム 変形特殊ガラス設置新事業

彼とコーヒー ディナー売上アップとセルフ形式でのワイン提供

東屋 ビジネスマンの「ふところ」に優しいランチ・宅配サービスの提供

株式会社花道 未利用魚『あいご』を使用した新規メニュー開発・販路獲得により

Eternal　Beauty　NANA 生活スタイルの変化に！サブスクでトリプルサービスを提供！

新ビジネスモデル展開促進補助金（第２次）採択者一覧【通常枠】【商工会議所】



さかせん 店頭販売、テイクアウトの為の店内改装

株式会社akuos・栄実 ドッグヘルス事業で愛犬の健康寿命を延ばし飼い主もハッピーに！

株式会社ジツタ 顧客管理と販売管理を統合し、新たにレンタル事業に取り組む

道後ピクルス 海外向け愛媛県産ピクルスの新規事業展開

愛媛建設新聞社・工事情報 ・会員制ＷＥＢサービス制作・SNS強化事業

(有)松島陶器店 観光客誘致を図る新スポット「愛媛の地元アート発信基地」開設！

ブルーローズ・凜　株式会社 体組成計導入による高度で適切な指導が可能な施設の実現

有限会社カービューティーセンター 可視光線透過率測定器　PT-500導入による新規事業展開

株式会社オンコム キャッシュレス時代に相応しいミニ財布・ミニバッグの開発販売

株式会社一建設 新たなワンマン測量機導入によるコストダウン及び感染症拡大対策

Sandwich Monster 若者向けイートイン・テイクアウトの新事業展開。

株式会社伊藤架設 インターネット上での広報活動強化による販路拡大と人材獲得

日本エイジーフリー株式会社 愛媛の地産食材を使用した”とうふスイーツ”の新商品開発

有限会社青木住巧 自動販売機による冷凍食品(餃子)の販売

有限会社　二神タクシー 家族・少人数で満喫する愛媛初タクシー観光サービス進出で販路拡

有限会社濱商パーク 動画配信事業の新規事業展開

有限会社クリフ ウィズコロナ時代に即しLINEを活用した業務のDX・非対面化

株式会社ネクストライフ 家電/リサイクル中古品販売用のECサイト制作による販路開拓

株式会社エムズファクトリー ジャンボ串刺し機導入に伴う新規事業展開

スイーツラボラトリー株式会社 オリジナルソフトクリーム商品開発によるカフェの来店客の拡充

伸和環境株式会社 新規浄化槽設置工事及び修理の業務展開

株式会社ＦＥＳＲＥＣ 焼き芋の自動販売機事業の新規事業展開

株式会社ＮＥＧＩＲＡＩ経営支援研究所 ワークスペース改装による新サービスで新規案件の開拓へ！

株式会社セブンシーズ 取り扱いが難しい植物をＤＸで新たな販路開拓事業

ファーレ.ファーマーズ.ジャパン 自動車バイク鍵バッテリーおたすけサービスへの新事業展開！

椿学習塾 低学年お預かり・外イベントのための内外の整備と広告による告知

株式会社エイガカン 郊外へのケーキ製造工場移転に伴う新たな店舗展開事業

株式会社 KANSHA 県産品を取り入れたコロナ禍対応ドルチェテイクアウト商品の開発

株式会社AGRI BASE 愛媛県産農産物を中心とした通販サイトで農業界に活力を！

株式会社パーマプラザ松山 女性用ウィッグ（医療用も含む）販売の新規事業展開

玄彩窯 【新型コロナ対策】新しい生活様式に対応した陶芸体験

株式会社やなぎさわや デリバリーサービスに進出するための事前決済専用サイトの構築

エム・ジー・エムストーン株式会社 建築余剰予備材を再生商材へ転換！新リノベーション事業展開

道後観光ゴルフ株式会社 ＱＲコード決済機導入による職員効率配置及び若年顧客の誘致事業

有限会社MCネットワーク ヒューマンヒストリー動画コンテンツ作成による新規事業展開

食楽　日々家 テイクアウト、ネット販売への強化の為の改装工事

point et ligne 女性の自立支援を目標とし総合的に美と癒しを提供するサービス

Ｔ．Ｋコンサル株式会社 高性能の赤外線ドローンで精密な調査を行い、お客様に安心を

株式会社　技昇 外壁塗装で「住まい」を守る！

株式会社トモスタ カフェからエステへの業態変更

株式会社テックプログレス 子ども向けプログラミング教室向け業務管理SaaSの開発・展開

株式会社　ワークラン 有料職業紹介事業進出のための自社ホームページ作成

株式会社中央ハウジング 空き土地を活用した新しい家づくりの提案

プリントちゃん ウエアプリントの最新兵器DTFプリンター導入による販路拡大

有限会社森松交通 タクシー利用者のWEB集客

松山筋トレ道場 新たな顧客獲得のための改修工事と動画配信による販路開拓！

二神理数塾 ドローンによる遺跡調査事業

溝田　治美 稲作を有機栽培に転換し、消費者に安心・安全のお米を提供する。

イヤーシャリンパサロン 協会ビジネスの構築とオリジナル商品開発

パーカル株式会社 どこでもスマートゴミ箱化！新製品で街をきれいに！

TYNER 美・食・健康ママケーションで休暇のひと時を

株式会社G3JAPAN オンラインでのジュースの販売及び店舗への集客



有限会社たから 多目的オートキャンプスペース（災害時対応、民泊、ペット可）

ガジュマル イートインスペースと生花販売が行えるスペースを作る為の倉庫改

Y’s cafe 老舗が厳選！愛媛の美味しいものEC直売サイト

税理士法人asitao RPA活用による事務所のDX促進と生産性の向上

株式会社　篠崎工業 ノウハウを活用して多様化する解体工事に対応する事業

オフィスナテュレ ブランドコーヒー焙煎機導入とＥＣショップサイトの構築

有限会社伊台石材 生前の準備はお任せあれ！石屋発の『終活ワンストップサービス』

センチュリー株式会社 ビジネスユースでレジャーホテルの新たな在り方を！

トータルサポートサービス株式会社 Web 営業を活用したハウスクリーニング事業の拡充

株式会社象三 他社との差別化を図る新商品販売！生産能力アップによる増益！

Ｗ－ＵＰ Withコロナを生き抜く！「ストーリー型アニメ動画」普及事業

株式会社デザインハウス ブランドの再構築とホームページ強化による新規集客事業

ぷっくる　居酒屋 愛媛の食材をふんだんに使用したテイクアウト及びイートインの新

中予自動車株式会社 キッチンカーも販売！新たに取り組む販売車両動画紹介サイト

ベストパック 小ロットのテイクアウト事業等への包装資材支援事業

株式会社みなと 金属検出機導入による新製品開発事業

有限会社ネクストクルー 警備用品等販売のためのＥＣサイト構築及び働き方の多様性を見据

ワンラグ オンライン作曲スクールの開講

FERMATA オイルマッサージサービス

株式会社Yukiyanagi 愛媛での出会いから結婚までをサポート！プロデュース付婚活事業

日々コレ好日 新規集客のための予約フォームを備えたホームページの作成

なのとり バーカウンター併設のテラス席設置による新ビジネスと新規集客

Sowan セルフケアメニュー導入による集客最大化

FREE　PICK シェアリングエコノミーサービスを用いた古着販売事業の展開

株式会社　友愛 日本中に届けたい愛媛自慢の野菜と柑橘

KAN　株式会社 新しいワークスタイルの軽貨物配送でお客様の元へ

有限会社インデクス 「ポストコロナを見据えた自社製品の新たな販売体制の構築」

ＴＭトミオカ株式会社 障がい者アート×膜材キャンバスによる新ビジネス展開

HIDEMARU オリジナル植木鉢ブランドの製作による新規事業展開

山内小顔整体 健康増進に向けたカフェメニュー導入事業

株式会社ウッドランド森建 リフォーム工事業への本格進出のためLP・広告戦略

bar Mano a Mano キッチンカー移動販売事業

愛媛医療設備株式会社 「安全」と「衛生」を追求したフロアコーティング事業

四季旬魚まるふく セルフオーダーシステムの導入

melmaru 最新脱毛機を購入し脱毛施術を可能にする。

有限会社近記 新規オープンとテイクアウト販売開始の為の改装工事

株式会社愛栄建設 最新測量機導入による新事業の取り組み及び品質の上昇

有限会社博多屋 オンラインでのもつ鍋の販売及び店舗への集客

有限会社 石丸弥蔵商店 新商品開発のための製造設備導入

hair＆beauty Very ナイトヘッドスパとWEB広告を利用した新規集客と売上拡大

Mai Yoga ヨガアプリを活用した新規サービス事業

瀬戸内ＩＲＩＣＯデザイン株式会社 商品の高付加価値化による新市場開拓のための設備導入

有限会社 翁堂 小売業売上増及び消費者参加型ペットボトルリサイクル事業

ビーフラット POSとIOTを利用した混雑状況が見えるホームページ作成

松岡商事 感染症の収束を見据えた新事業展開

あなごどろぼう エプロン姿でフィットネス、私のスミスはひとりじめ。

株式会社カーオーナーズ インターネットを活用したコンテナ販売・加装・塗装

株式会社　シムデザイン デジタル上の住宅提案開始によって顧客の悩みを最小限に

合同会社　スラッシュ 北海道グルメデリバリーサービスへの新規事業展開

昭和チキン工房株式会社 安心安全な鳥の生肉の新規提供

浅本卓郎税理士事務所 新システム導入によるクライアントへのインボイス導入準備支援

Honesty Ber経営二毛作ビジネスチャレンジ、健康な蕎麦ランチ稼働

株式会社ＩＮＡ 自社ホームページと看板製作による人材募集と販路拡大



株式会社　山鮮 増産体制を整え、巣ごもり需要に対応。台紙レスラベルで脱炭素。

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

株式会社Ｉ－ＹＴＭ キッチンカー導入で新規需要を掘起しテイクアウトビジネスの確立

湯川住み方研究所 新時代への需要の変化に対応した、お部屋検索紹介サイトの再構築

長谷部組 新たな個人向け事業提供のための快適な応接コーナーの設置

焼肉ほるもん牛雅 ・ママ友や高齢者をターゲットにした新たな昼宴会事業

ｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ ｍａｇｉｃ ＫＯ

ＢＥＮＩ
美と健康をワンストップで体感できるアンチエイジングサロン

波止浜興産株式会社 オンライン学科のアピールと予約システム導入によるサービス向上

有限会社片岡商会 工作や生産のできる付加価値をつけたコワーキングスペースの提供

cafe vibo(カフェヴィーヴォ) ネットショップの開設とSNS販売による新たなビジネスモデルの

友延産業株式会社 ICT導入により三密回避と生産性向上による雇用の安定化

株式会社スリーワン 産業廃棄物積替え保管場所でのリサイクル業

野の草設計室 SDGs優良伝統建築物の良さを体感する新たなPR空間を併設

野の草いのちの台所 体と心のヘルスケアに焦点を当てた新たな料理教室への事業展開

株式会社　菅自動車 環境変化に対応した新たなエアコンガスクリーナーと診断機器導入

有限会社アーツ 先進技術自動車に対応出来る自動車整備工場づくり

株式会社　常盤モータース 車のエアコン新洗浄機｢WSC｣導入による新サービスの展開

有限会社　矢野意匠紋工所 脱・サプライチェーン！縫製機械導入による新規ニーズの獲得

株式会社　はつみ 自社ウエブサイト作成による営業・採用活動の強化と非接触化

有限会社　桑原組 自社ウエブサイト作成による採用活動の強化と非接触化

株式会社　東燃 基幹システムと集中監視システムの連携導入で新分野へ展開促進

高宮農園 栽培生産コスト高騰に対応する農地造成による花木栽培

ＷＩＮＧ 冷媒ガス回収機を使用し環境対策と新たな収益確保

越智電気工事株式会社 見積・積算ソフトの導入による新たなＤＸ化に向けた事業展開

セキモト青果有限会社 移動販売　しまトラくんのバージョンアップによる販路拡大

株式会社こもこも Shop 天然ハマチ・ブリ手釣り体験サービスを提供する新規ビジネス展開

デジタルコーナー株式会社 地域の IT 力をアップして雇用を生む！IT最先端カフェ事業

名門サカイ株式会社 洗練された動画プロモーションによる海外販路開拓事業

株式会社　イルヴェント キッチンカー導入で「待ち」から「攻め」の営業展開強化

Citrus-Line 伊達な歴史がつなぐ姉妹都市ジャム・マーマレード認知度拡大事業

予防美容サロン　木月花 頭皮とお肌からアプローチする予防美容のブランド化と新規市場開

株式会社田中蒲鉾本店 閑散期の余剰人員活用で、人手不足企業からの業務受注獲得事業

有限会社トヨハウス 来店の必要がない土地管理システムの開発

ＨＯＫＵ 宇和島とハワイが繋がる賞味期限が長い特産品づくりで販売力強化

Ponjee 賞味期限を延ばす製造方法による県外卸先の新規獲得

森田屋 自動包装値付け機設置による新製品開発事業

横山建工有限会社 高齢者向け、人にやさしい総合リフォーム事業

有限会社宇和島第一ホテル 宿泊プランの充実と業務の効率化による高付加価値サービスの提供

株式会社サプライズワン 飲食業から製造販売業へ新分野進出準備事業

秀長水産株式会社 業界初の昆虫飼料で育てた養殖真鯛の市場調査及び販売

有限会社　宮部商店 水回り設備販売及びリフォーム工事による新規事業展開

有限会社　みずせき商事 地域の高齢者への移動販売によるサービス提供事業の展開

有限会社富士写真館 Withコロナ時代における写真館の新しい売上柱の創出

ツヅキオートボディ 調合機械を導入し新たな事業分野を展開して利益ｕｐと雇用に繋ぐ

株式会社矢野自動車 自動車エアコン事業新規展開

株式会社 タステム． 製造業が取組む、焚き火台以外のキャンプギアの拡充に挑戦

チロハウス 飲食店が取組む移動販売車でのオリジナル弁当・やきいも販売事業

株式会社BANDE 昼営業とテイクアウトに対応するためのパン販売事業

Total balance-up MAHANA 瀬戸内育ちの黒にんにくで健康増進

株式会社Zippy 新型美容医療機導入による新サービス事業

サヨリ商店街　株式会社 総合スポーツメーカーに飛躍！愛媛の縫製工場の次への挑戦！

Bar　Diego 飲食業から新業界への参入による新たな事業展開



オートガレージエス ドッグランを新設する新規事業への取組

鮨若丸 地元密着の鮨店が、店舗メニューを自販機で提供する新規事業

プラザ・ユーミン 韓国グルメをキッチンカーで販売し、顧客との絆を再構築する事業

株式会社Blistall フェイス美容機「ハイフ」設備導入による新事業

焼鳥ダイニング　金太郎 地域で愛される居酒屋が秘伝のタレを商品化する事業再構築

株式会社西原製作所 女子野球選手向けグローブの開発事業

三浦綿業株式会社 店舗改装で「体験型ショップ」のネクストモデルを構築する！

有限会社サンテクノ久我 ハモ（鱧）のヒレ取り装置の開発、試作機の製作。

株式会社武田組 「街の工務店」が手掛ける新居浜オリジナルコロッケ移動販売事業

株式会社SANKARI 次世代美容機材による新サービス提案事業

株式会社 EQUIP 客単価向上の為の最新美容機器導入事業

株式会社アイアール 冷凍自動販売機で当社オリジナルスープの販売

有限会社　カネコ 温故知新！商売の原点に立ち還った自社ECサイト作り

合同会社Rework 営業活動のDX化による生産性の向上と効率化

いちふく 老舗甘味処の地元特別栽培農作物等を使った新商品展開事業

株式会社 Atsn 真空包装機の導入によるテイクアウトの新メニュー開発

株式会社　西原マシンツール 修理作業管理システムによる業務改善とクラウド活用でＤＸ推進

DRINK STAND LITER DRINK STAND LITER ℓ.の自販機

旬鮮楽家　彩季 冷蔵庫・冷凍庫・製氷機導入による企業向け宅配弁当の充実

有限会社　大新 液体冷凍機導入によるこだわりの新メニューの開発

株式会社　アール 美容・健康市場向け豆腐サプリ販売拡大事業

東田印刷株式会社 ガーメントプリンター導入によるオリジナル布製品製造販売事業進

JOHNNY’S DINER 会計と予約のDX化による作業効率売上高アップ！

らぅ麺　純 県内外で愛されるラーメン店が手掛けるテイクアウト新事業

アグフィールド株式会社 新ビジネスとして水稲・野菜育苗事業への参画

有限会社 近藤ソーイング 今治睡眠タオル、サウナハット、子供用ポンチョ等の新規事業展開

有限会社塩出建設 若者世代向け新築ブランドを活用した新事業展開による売上向上

じゃんぐる 四国のアキバを取り戻すオンラインショップ事業

木の実と種 個室型カットサロンへの新規事業展開

成龍酒造株式会社 老舗酒蔵が味噌作りに進出する事業再構築

有限会社エナジー安田 カプセルトイ販売参入による販路拡大とガス外顧客新規獲得事業

有限会社今井保険事務所 新たな販路拡大のためのネット保険申込ページ実装事業

株式会社大阪屋 蒸米機の導入による自動化から生まれる新たな事業展開

株式会社玉の家 リモートワークスペース新設による事業再構築

たゆとみる ＥＣサイトを構築し新たな顧客層獲得

株式会社かわにし 女性のみで運営する安心・地域密着型学生服リユースショップ開設

HAZUKI 「無添加ドレッシングの24時間365日非接触型販売」

セルフうどん豊水 製麺機導入で生産性向上と労働力不足解消による、販売促進事業

株式会社ユウシンプラント プラズマ切断機導入による、新事業展開への挑戦

株式会社ロイスファクトリー リラクゼーション・ルームウェアブランドの展開

有限会社井上カーセンター 自動車整備用機器導入による売上拡大

陽城建設　合同会社 非対面での高品質なVRでプレゼンテーションを実現

3゜ 脱毛が生みだす時短と快適生活を送るための新サービスの提供

梶畠釣り具 ペットのエサ用栗虫の販売展開のための作業場新設

おおず整骨院 美容整体サロンを新店舗としてオープン！！

株式会社岡どうぶつ病院 動物に負担の少ない新治療のＰＲ戦略

Sa-Rah ライブコマースを導入したリモート店舗の開設

アトリエ　ヌート 初心者向け洋裁キットの通信販売事業とオンライン洋裁教室

OZU+ OZU＋がセレクトした商品を香港で直接セールス

株式会社まちづくり郡中 高齢者に優しい「休憩・交流の場」に冷たい物の提供で賑わい創出

炭火あぶり家 省エネと新規メニューの開拓・広告宣伝で集客率アップ

鮨　三美家 寿司職人37年の達人が提供する本格寿司店の「寿司食べ放題」

旭警備保障　株式会社 ＩＰ無線を活用した質の高い警備業務モデル確立と新規売上の確保



株式会社アミュー 除草剤を使わない熱湯で除草を行う「温水高圧洗浄機」の導入

Linda terraza （リンダ テラッサ） オリーブ園開園でオリーブ盆栽・国産オリーブ漬け等の販売開始！

有限会社　岡崎鮮魚 朝獲れの地元産“鮮魚”とＢＢＱパックを冷凍販売で販路拡大！

株式会社　ケーズジャパン 新システムを導入しSDGs・環境配慮型床メンテナンスへの移行

有限会社清水防災 消防設備点検業務分野へ本格的に挑戦し、トータルサポート体制を

株式会社城下文化堂 コーヒー事業の売上拡大と認知度アップ

有限会社青木蒲鉾店 キッチンカー導入による売上アップと新規顧客獲得

麺屋ダイニング　せんばやし 「待ち」から「攻めへ」、キッチンカー導入で新たな収益源を開拓

アシスト株式会社 新規顧客及び新規取引先募集型ホームページ構築事業

有限会社進藤重晴商店 機械装置導入によるBtoC展開強化

有限会社みやび テイクアウト部門の販売強化

株式会社　サンヨ コンテナ納入/出荷対応による、ワンストップビジネスの構築

ホシタリアルティ株式会社 新事業でのボトルネック解消による生産性の向上

有限会社南自動車 高性能自動車に対応するための生産性向上の取組

炭鳥庵 インド料理店から二郎系ラーメン専門店へ転換。

株式会社　エフ・メタル 切断作業の機械化による生産性向上への挑戦

株式会社　有高扇山堂 サスティナブル結納　―水引飾りの転用プロジェクト—


