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東京営業本部
〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番16号
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TEL 03-6452-8830　FAX 03-6452-8831
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［ものづくり地産地消・外商センター 東京営業本部］

高知ぢばさんセンター全景高知ぢばさんセンター全景

交通アクセス
　・JR 高知駅より車で
　・高知龍馬空港より車で
　・JR 一宮駅より徒歩で
　・高速道高知 I.C より車で
　・高速道南国 I.C より車で

・・・・・・・・・・10 分
・・・・・・・・20 分

・・・・・・・・・15 分
・・・・・・・・3 分
・・・・・・・15 分

ものづくり地産地消・外商センター（高知県中小企業会館2階）

高知県よろず支援拠点（高知県中小企業会館5階）

Ⅰ ものづくり産業の経営力強化と外商の促進
　 ～ものづくりのアイデア段階からプラン策定、企業同士のマッチング、
　　 試作・商品開発、販路の開拓・事業拡大まで一貫サポート～
　 ～経営ビジョンの実現に向けた事業戦略づくりや磨き上げ・実行を支援～
　 ～東京営業本部の設置、メイドイン高知の製品・技術の県外・海外展開を支援～
　 ～経営と両立した労働条件や労働環境の改善による魅力ある働く場づくりの支援～

Ⅱ 経営の革新や事業化支援
　 ～経営革新や新分野等へ進出しようとする企業の支援～

Ⅲ 人材育成の支援や情報化の推進
　 ～研修・交流の場の提供～

Ⅳ 地場産業振興センターの活用
　 ～イベントやセミナー、会議・商談等の場の提供～

高知県働き方改革推進支援センター（高知県中小企業会館1階）

TEL 088-846-7087　FAX 088-846-3077
フリーダイヤル　0120-899-869

幡多出張所
〒787-0029 四万十市中村小姓町 46
中村商工会館 2 階
TEL 0880-34-8061　FAX 0880-34-8062
フリーダイヤル　0120-899-869
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　高知県では、官民協働で産業振興計画の「地産地消が進み、地域地域で若者が誇りと志
を持って働ける高知県」の実現に向けて取り組みを進めているところですが、本年度は
その第３期産業振興計画の最終年度となっています。時代が大きく変わっていく中で先
も見据えて取り組む必要もあり大変重要な年度であると考えています。
　当センターにおいてもこれまでの取り組みを活かし、本県のものづくりがさらに飛躍
できるよう、丁寧さとスピード感を大事に全力で取り組んでまいります。
　主な取り組みでは、平成28年度からセンターの最重点施策としています「事業戦略
の策定・磨き上げ・実行支援」は、皆様のご賛同もいただき、３月末の累計で着手企業が
171社となり、そのうち既に148社は、完成されＰＤＣＡを回されています。引き続
き１社でも多くの企業の皆様に事業戦略を持っていただけるようセンターを挙げて取
り組んでまいります。
　また、人材確保、定着のためにも働き方改革が重要となる中、昨年４月から国の委託と
県の支援、高知県社労士会のご協力によりセンター内に設置しました「高知県働き方改
革推進支援センター」では、新たに４月５日、四万十市に幡多出張所を設置しました。今
年度からは改正法の施行もあり、引き続き事業戦略等の取り組みとも融合させ、将来に
わたって安定した経営基盤のもとで魅力ある働く場づくりが進むよう、専門家（社労士）
による労働条件や労働環境の整備等の支援をきめ細かく行ってまいります。まずはお電
話で結構ですのでお気軽にご相談ください。
　外商の拡大では、県外への販路開拓の支援拠点である「ものづくり地産地消・外商セ
ンター東京営業本部」の東京事務所と大阪事務所の人員を増やし、体制を強化いたしま
した。これまでの企業訪問による販路開拓や見本市への出展支援、ミニ展示会の開催に
もさらに力をいれるほか、商社との一層の関係強化等も行い販路拡大に取り組みます。
海外展開においても、県とジェトロなど関係機関とのさらなる連携強化のもと、海外見
本市や展示会のほか、企業同行訪問や商談支援、バイヤー招聘など、海外に挑戦される企
業の皆様を積極的に支援させていただきます。
　令和元年度、県や市町村、金融機関、工業会や製紙工業会はじめ関係団体ともこれまで
以上に連携を密にさせていただき、事業戦略をベースに企業の皆様のお力になれるよう
センターの職員一同、力を合わせて取り組んでまいります。

設立趣旨

沿　革

昭和42年度

昭和45年度

昭和46年度

昭和55年度

昭和59年度

平成　5年度

平成　8年度

平成　9年度

平成11年度

平成24年度

8,205万円

現在に至る

　当センターは、高知の良さや強みを活かした地域産業の活性化を総合的
に支援する事業を行うことにより、高知県の産業振興を図るとともに、活力
ある地域経済の発展に寄与することを目的として設立されました。

基本財産

高知県、高知市、室戸市、安芸市、香南市、香美市、南国市、土佐市、須崎市、四万十市、宿毛市、
土佐清水市、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村、四万十町
高知県商工会議所連合会、高知県商工会連合会、高知県中小企業団体中央会、
一般社団法人高知県工業会、一般社団法人高知県製紙工業会、全高知珊瑚協同組合連合会
高知県土佐刃物連合協同組合、高知県鋳造工業協同組合、高知県伝承工芸協同組合、高知県手すき和紙協同組合
高知県木製品工業連合協同組合、四国銀行、高知銀行

出資団体（35団体）

平成１１．４．１　　新事業創出促進法（現中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律）に基づく中核的支援機関の認定
平成１２．５．１１　中小企業支援法に基づく中小企業支援センターの指定
平成２５．３．２１　経営革新等支援機関の認定

（財）高知県中小企業公社
[設備貸与]

（社）高知県中小企業振興協会
[近代化資金]

（財）高知県中小企業公社

（財）高知県中小企業公社
（財）高知県中央地域地場産業

振興センター

　（財）高知県産業技術
振興機構[研究開発]

（財）高知県産業高度化
支援財団[ベンチャー]

（財）高知県産業振興センター

（社）高知県下請企業振興協会

（財）高知県産業振興センター

（公財）高知県産業振興センター

※当センターの設立は、昭和５９年１２月１５日。（登記簿上は、（財）高知県中央地域地場産業振興センターを引き継いでいます。）

はじめに 当センターのあらまし

平成 31 年 4 月

公益財団法人 高知県産業振興センター
理事長　松岡　哲也
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Ⅰ　ものづくり産業の経営力強化と外商の促進 527,967

内部取引

予算額合計

▲ 45,488

1,051,596

1
2
3

ものづくり地産地消推進事業
ものづくり外商支援事業
外商コーディネーター活動事業

249,119
172,831
106,017

Ⅱ　経営の革新や新技術の開発・新産業の創出 206,771
1
2
3
4
5
6

企業ハンズオン支援
こうち産業振興基金等事業
こうち農商工連携基金事業
起業・創業支援事業
くろしお博覧会記念基金事業
よろず支援拠点運営事業

3,204
68,921
73,783
1,998
2,115
56,750

Ⅲ　人材育成の支援や情報化の推進 17,623
1
2
人材育成事業
情報化推進事業

5,622
12,001

Ⅴ　その他 255,110
1
2
3

管理運営費
債権管理事業
法人会計

212,920
29,953
12,237

Ⅳ　地場産業振興センターの活用 89,613
1 会館事業 89,613

役職員数

事務所

７6名（平成３1年４月１日現在）

■　公益財団法人高知県産業振興センター　高知市布師田 3992-2
　　　ものづくり地産地消・外商センター　　　　　　同 上
　　　　東京営業本部
　　　　・東京事務所
　　　　　東京都港区浜松町２丁目７番１６号　第３小森谷ビル別館６階
　　　　・大阪事務所
　　　　　大阪府大阪市中央区本町 2-6-8 センバセントラルビル１階高知県大阪事務所内
　　　　・名古屋事務所
　　　　　愛知県名古屋市中区栄 4-16-8 栄メンバーズオフィス 8 階 803 号
　　　高知県働き方改革推進支援センター　高知市布師田 3992-2
　　　　・幡多出張所　四万十市中村小姓町 46（中村商工会館 2 階）

TEL 088-845-6600
TEL 088-845-7110

TEL 03-6452-8830

TEL 06-6244-7934

TEL 052-684-4904
TEL 088-846-7087
TEL 0880-34-8061

評議員会

理事会

理事長

ものづくり
地産地消・
外商センター長

総務企画部
・センターの管理・運営
・高知ぢばさんセンターの貸出 ( 外部委託 )
・情報誌の発行

経営支援部

地産地消推進部

外商部

働き方改革推進
支援センター

・経営革新・事業戦略策定企業へのハンズオン支援
・中小企業者等の経営課題への対応
・基金を活用した助成
・起業・創業への支援
・高知県地場産業大賞による顕彰
・中小企業者等の研究開発への支援
・ＩＴを活用した販路拡大等の情報化支援
・企業のＩＴ化の促進
・賛助会員事業

よろず支援拠点

東京営業本部

・中小企業・小規模事業者のワンストップ総合支援

・事業戦略の策定・実行支援
・ものづくり総合技術展の開催
・「ものづくり」に関する総合相談窓口
・「ものづくりの地産地消」の推進
・事業化プランの作成・実行支援

・事業戦略・経営戦略と融合した働き方改革の普及、啓発
・電話等による個別相談や企業訪問による
　個別コンサルティング
・関係機関等と連携したセミナーの開催

・事業戦略の策定・実行支援
・ものづくり企業の外商支援（見本市等含む）
・技術の外商支援、受発注取引商談会の開催
・防災産業の支援
・県外・海外への販路開拓支援

・首都圏等におけるものづくり企業の外商支援

●高知県における「中小企業支援センター」・「中核的支援機関」・「経営革新等認定支援機関」
　として位置づけ

●ものづくり企業を中心とした事業戦略の策定・磨き上げ・実行による企業経営力の強化

●全国レベルの技術開発・市場調査など企業の経営全般をサポートするエキスパートを配置

●プロパー職員に加え、豊富な経験を有する民間企業出身者など、幅広い専門職員を配置

●多様なネットワークと企業情報・支援情報の蓄積

センターの 「強み・特色」

組織図・業務概要

副理事長
兼専務理事

H31 当初予算（千円）
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１　ものづくり地産地消推進事業　249,119千円

　県内ものづくり企業の経営ビジョンを実現する「事業戦略（中長期の経営戦略）」の策定・磨き上げ・実行のサポート
を最重点施策としてセンター挙げて取り組みます。またその中で、製品開発のアイデア段階からの具体化に取り組む
「事業化プラン（製品企画書）」の作成・実行のサポートを通じて、生産性、付加価値の向上や雇用拡大など、企業の飛躍
的な成長や拡大再生産の取り組みをさらに促進します。
　また、県内での機械製造や一次産品等を活用した商品開発、マッチング等の「ものづくり」に関する様々な相談への
対応や、県内製品、技術を紹介する「ものづくり総合技術展」の開催などを通じて、県内での「ものづくり」の連携の重
要性への理解を高め、ものづくり産業の底上げにつなげます。
　さらに、昨年4月から国の委託等によりセンター内に設置しています「高知県働き方改革推進支援センター」では、
事業戦略等の取り組みとも融合させ、将来にわたって安定した経営基盤のもとで魅力ある働く場づくりが進むよう、
専門家（社労士）による労働条件や労働環境の整備等の助言を積極的に行います。

（１）事業戦略策定等支援事業
　　　「事業戦略」の策定・磨き上げの取り組みをさらに充実させるため、企業の抱える経営、財務、企画・マーケティ
ングなどの課題解決を、「働き方改革」の知見者などを加え充実を図った「事業戦略支援会議（金融機関、大学な
ど）」と企業ごとに編成する事業戦略支援チームでサポートするとともに、実行支援を通じて生産性向上（省力
化・高付加価値化）及び働き方改革の取り組みを推進します。

　　　併せてさらなる事業戦略策定への動機づけ、意識の醸成を図るため従来の普及啓発セミナーに加え地域（安
芸、高幡、幡多）での普及啓発セミナーや、ココプラと連携した課題解決型のセグメント別セミナーなどを開催し
ます。（６セグメントのうち２種はセンターで、４種は土佐MBA（７コース）に統合し充実実施）

　　　また、事業戦略策定支援の中で、全国に通用する製品づくりを目指した製品開発の企画段階から販路拡大まで
を盛り込んだ「事業化プラン（製品企画書）」の作成をサポートします。

（２）ものづくり地産地消・外商総合相談
　　　県内で必要とされる機械設備の製造や食品加工など、付加価値を生み出す「ものづくり」の工程をできる限り
県内で行い、一次産業の省力化や生産性の向上につなげていけるよう県（生産性向上PT、IoT推進室）や関係機関
と連携し、「ものづくり」に関する機械化案件など様々な相談にワンストップで対応します。

（３）ものづくり総合技術展の開催
　　　県内企業の優れた製品や技術を広く県内外にアピールするとともに、企業同士のマッチング機会の創出や県
外・海外企業との商談及び高知県の将来を担う県内の若者の来場を促進し、県内企業を知ってもらうとともに、
県内就職につながる取り組みとしていくことを目的とする「第８回ものづくり総合技術展」を開催します。

　　〇開催予定日：平成31年11月7日（木）～9日（土）

（４）働き方改革推進支援センター事業
　　　「高知県働き方改革推進支援センター（本所及び幡多出張所）」を設置し、各産業分野をはじめ高知労働局が設
置している「高知県働き方改革推進会議」を構成する県や経済団体、金融機関、労働者団体など関係機関ともさら
に連携を図り、県の進める事業戦略や経営計画の取り組みをベースにして労務管理・企業経営等の専門家による
電話・来所による相談対応やセミナーを開催するとともに、国が実施するアウトリーチ型支援への斡旋を行うこ
とにより、県内企業の労働条件や労働環境の整備等、働き方改革に関する取り組みを進めます。

　　　加えて、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業等のさらなる拡大を図り、人手不足の改善につなげます。
　　〇広報等による普及・啓発
　　〇電話、来所等による企業等からの個別相談対応
　　〇関係機関等と連携したセミナーの開催
　　〇国が実施するアウトリーチ型支援（企業への個別訪問支援及び商工会等相談窓口への派遣）への斡旋
　　〇訪問先企業のワーク・ライフ・バランス推進企業認証に向けた助言、支援
　　〇一般事業主行動計画の広報及び策定支援
　　〇ワーク・ライフ・バランス推進企業認証申請書の作成指導及び書類審査　等

Ⅰ

～高知県の産業振興と活力ある
　　　　地域経済の発展を目指して～

高知県産業振興センターの
取り組み

平成31年度

公益財団法人
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「事業化プラン（製品企画書）」の作成・実行のサポートを通じて、生産性、付加価値の向上や雇用拡大など、企業の飛躍
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ます。（６セグメントのうち２種はセンターで、４種は土佐MBA（７コース）に統合し充実実施）
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　　　加えて、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業等のさらなる拡大を図り、人手不足の改善につなげます。
　　〇広報等による普及・啓発
　　〇電話、来所等による企業等からの個別相談対応
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　　　ものづくりの地産地消・外商をさらに進めるため、東京営業本部を中心に県内企業の外商活動を支援します。

（１）東京営業本部
　　　東京営業本部に配置している外商コーディネーターを東京1名、大阪1名増員し（東京５名・大阪３名・名古屋
１名）体制強化を図り、さらなる県内ものづくり企業の外商活動の支援を行います。

　　　また、防災製品、紙製品等の見本市への出展により、成約の可能性の高い事業者等を招いたミニ商談会を都内
で５回、大阪2回、名古屋１回の計８回開催し、成約・販路拡大を目指します。

　　〇ミニ展示商談会の開催

（２）外商コーディネーターの活動
　　　外商コーディネーターが、新たな商談先の開拓や、商談への同行、見本市でのサポート活動や県外自治体、企
業・団体等に対し、県内企業の商材のＰＲなどを行うとともに、外商活動で得た情報を県内企業にタイムリーに
提供します。

　　〇新たな商談先の開拓　〇見本市出展サポート　〇防災製品の販路開拓

３　外商コーディネーター活動事業　106,017千円２　ものづくり外商支援事業　172,831千円

　県内企業のものづくりや販路開拓に関するサポート活動を行うとともに、見本市への出展や商談会の開催など、県
外や海外への企業の販路拡大と外商を支援し、本県産業の活性化に寄与します。

（１）企業ごとの専任担当者による支援
　　　企業ごとに専任担当者を配置し、ニーズに応じた情報提供や提案等を行うとともに、県内外での販路開拓に関
するサポート活動を行います。

（２）技術の外商商談会開催事業
　　　県内企業の技術の外商として、県外発注企業の開拓や発注案件の情報収集を行うとともに、他県との合同商談
会の開催や、県単独商談会として、ものづくり総合技術展併催の商談会、発注企業を招いて県内企業の加工技術
のデモや工場視察を行う「工場視察型商談会」等の開催を通じた受発注企業のマッチング支援を行います。

　　〇合同広域商談会（大阪、京都、愛媛計３回）
　　〇県単独商談会（工場視察型商談会１０回、ものづくり総合技術展併催商談会１回）
　　〇関西機械要素技術展への出展

（３）見本市への出展
　　　首都圏や関西圏で開催される大規模な見本市のほか、防災分野や一次産業機械分野、水産加工分野など専門性
の高い見本市に高知県ブースを設置し、県内企業の出展・商談サポートや販路開拓・拡大支援を行います。

　　〇平成３１年度出展（予定）　２４見本市１５６小間

（４）海外展開支援事業
　　　県内企業の海外での販路開拓を支援するため、海外展開に向けた戦略づくりから海外での展示会・商談会の出
展サポートとしてコンサル等を活用し会期前、会期中、会期後のマッチングサポートの実施や海外バイヤーを招
聘した商談などを行うとともに、同行支援等も実施し、成約に向けたサポートを行います。

　　　また、支援機関と連携した各種セミナーでの普及啓発や専門家派遣などを活用したサポートを行い、海外展開
に取り組む企業数の拡大を図ります。

　　　国内外の商社等の発掘や関係強化、県内企業とのマッチングを図り、海外での営業展開の促進とアフターフォ
ロー体制を構築します。
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３　よろず支援拠点運営事業　56,750千円

　中小企業や小規模事業者からの幅広い相談に応じるため、国が行う「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支
援事業」を活用して、チーフコーディネーター及びコーディネーターを配置し、既存の支援機関では十分に対応でき
ない課題の解決に向けた支援を行います。

(相談対応事例)
　①商品が認知されていない ⇒ プレスリリース ⇒ 全国にオンエア ⇒ 売上増、販路拡大
　②優れた技術があるものの集客に課題 ⇒ 集客法伝授 ⇒ 顧客獲得に ⇒ ふるさと納税返礼品にして売上UP
　③創業間もない体力の無い企業 ⇒ ヒットの予感のする商品 ⇒ 増設意向 ⇒ 助成金獲得と販路開拓
　④創業したい ⇒ 資金がない ⇒ 創業計画をイロハから ⇒ 金融機関を紹介 ⇒ 融資決定
　⑤売上低下 ⇒ 経営改善が必要 ⇒ バンクミーティング(金融機関調整)が必要 ⇒ 実施 ⇒ フォロー

高知県よろず支援拠点
連絡先：０８８－８４６－０１７５
http://www.joho-kochi.or.jp/yorozu/

２　くろしお博覧会記念基金事業　2,115千円

　　県内で作り出された優秀な地場産品や地域産業の振興に貢献のあった活動を「高知県地場産業大賞」として顕彰
することにより高知県経済の活性化を図ります。募集開始は９月を予定しています。
　　○高知県地場産業大賞　○高知県産業振興計画賞　○高知県地場産業賞　○高知県地場産業奨励賞
　　○高知県次世代賞

　こうち産業振興基金事業は平成２９年度に１０年間の終期を迎えましたが、引き続き関係機関のご協力を得て新
たに基金規模１００.１億円で新ファンドを設置し、平成４０年までの１０年間運用します

１　こうち産業振興基金等事業　68,921千円

（１）経営革新等支援事業
　　　「事業戦略」や「経営革新計画」、「経営計画」の承認を受けた中小企業者等が新分野進出・新商品開発・販路開拓

等により計画の具現化を図る取り組みを支援します。

経営の革新や新技術の開発・新産業の創出Ⅱ

事業概要

事業戦略や経営革新計画、
経営計画の実現化に向けた
取り組みを支援

補助対象者 補助率及び限度額

・1/2以内　200万円

◆経営革新等支援事業費補助金

事業戦略、経営革新計画、経営計画を
策定した中小企業者等
・新事業動向調査　
・新商品、新技術、新役務開発
・販路開拓　　・人材育成

（２）販路開拓支援事業
　　　中小企業者等が行う海外及び県外市場に向けた販路開拓・拡大の取り組みを支援します。特に、事業戦略

の実現を支援するため、同計画に基づく取り組みは、優先採択を行います。

事業概要

海外及び国内展示会への
出展を支援

助成対象者

・中小企業者等

助成率及び限度額

・海外展示会　1/2以内　100万円
・国内展示会　1/2～1/4以内　30万円
　過去3年間の活用実績なし：1/2以内
　　　　　〃　　　　1年：1/3以内
　　　　　〃　　　　2年：1/4以内
　　　　　〃　　　　3年：対象外

◆販路開拓支援事業費助成金

※ 海外展示会と国内展示会の両方に出展する場合は、助成限度額100万円
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２　情報化推進事業　12,001 千円

（１）情報の提供（賛助会員事業、情報化支援基金事業）
　　　県内事業者への各種支援施策や取引のための企業情報の提供、情報化推進のための専門家派遣等

の支援など、経営向上に役立つ事業を実施します。
　　○月刊情報誌「情報プラットフォーム」の発行(1,500部/月)
　　　県内企業の取り組みや役立つ情報を提供します。（センターのHPや県民室・県立図書館で閲覧で

きます。）
　　○ＤＶＤ･図書の貸し出し
　　　新入社員・従業員の方々の教育・啓発・自己研さん等に利用できる「新入社員の育て方」「改善の進

め方」といった７０タイトルを超えるDVDや統計書等の貸し出しを行っています。（詳細は、当セン
ターホームページをご覧ください。）

　　〇メールマガジンの発行
　　○賛助会員向けサービス
　　　・企業情報の検索(賛助会員は１口５件まで無料、会員以外は1件2,000円)
　　　・セミナーへの参加（通常有料が無料又は会員料金へ）
　　　・センター研修室利用料金の割引（20％）　 等
　　〇ホームページによる施策・イベント等の情報発信

（２）専門家等の活用・派遣（賛助会員事業、情報化支援基金事業）
　　○ＩＴ　１１０番
　　　パソコンやネットワークに精通した専門家が、企業の方々からの電話相談等を無料で支援します。
　　〇ＩＴ専門家派遣
　　　事業者の具体的な情報活用方法やシステム構築等に適切なアドバイス等を行います。
　　〇高知県製造業ポータルサイト
　　　県が運営する高知県製造業ポータルサイトへの県内事業者の加入促進を図ります。
　　〇ホームページ作成支援
　　　小規模事業者のホームページの構築や効果的な運用等、事業者ニーズに応じた支援を行います。

人材育成の支援や情報化の推進

１　人材育成支援事業　5,622 千円

（１）経営セミナー等の開催（賛助会員事業、情報化支援基金事業等）
　　　地産地消・外商の取り組み促進のため、取引先開拓や人材確保、インターネットの効果的な活用手法等について、

経営者や従業員を対象とした各種の専門的知識やノウハウを習得できる各種のセミナー、講習会等を開催します。

Ⅲ
賛助会員（年会費１万円）募集中！

分　類 テーマ 内　容 備考

商談会・見本市出展
における販路開拓セミナー

プレゼン資料の作成ポイント、交渉術、成約までのフォ
ロー等を学び、販売・営業力（You Tube動画、SNS活用
等）向上を目指すセミナー

新入社員や若手社員の
早期戦力化を図る研修

人材難、労働人口減少など、ものづくり企業を取り巻く
経営環境は「人」の面で厳しさを増している。ものづくり
現場で必要とされる５Ｓ･安全･改善･報連相などの基本
を理解してもらい新人社員や若手社員の早期戦力化を
図り、ものづくり事業者の生産性向上等を支援する研修

Webマーケティングの
ための基礎セミナー

ビジネス情報発信のための
ホームページ作成講座

ネット上での集客、販売に必要な基礎知識を習得するた
めのセミナー

中小企業・小規模製造事業者を対象に、人材確保や取引
先開拓を目的に、会社の魅力を発信するためのホーム
ページ構築を学ぶ講座

会計セミナー（基本編）

会社の魅力を見せる
ホームページ改善セミナー

ネットショップの
売上・収益アップ実践セミナー
(3回)

Ｗｅｂ写真セミナー

中小企業会計の基本要領に沿った決算書の作成から、財
務情報の活用方法等 について理解を深めるとともに、
自社の経営状況把握を学ぶセミナー

中小企業・小規模製造事業者を対象に、人材確保や取引
先開拓を目的に、会社の魅力を発信するためのホーム
ページ構築を学ぶセミナー

ネットショップ事業者のサイト改善ポイントやコツを
学び、自らサイト改善を行うことで、売上･収益アップを
目指す実践 セミナー

より多くのファンを作る写真の撮り方、選び方、考え方
等を学び、顧客に魅力のあるHPの作成を目指すセミナー

検索エンジンで露出するための
コンテンツの作り方セミナー

検索ユーザーにヒットするコンテンツの作り方として、
SEO対策習得のためのセミナー

Ｗｅｂサイト運営における
ＡＩツール活用セミナー

Google Analytics
ビジネス活用セミナー

Ｗｅｂサイトの運営にＡＩツールを導入することに
よって、サイト運営を効率的･効果的に行い、売上アップ
等を図るための実践的なセミナー

アクセス解析ツールの活用から、自社の売れている製品
等を把握し、Ｗｅｂサイト改善を図るセミナー

会計セミナー（応用編）
中小企業会計の基本要領に沿った決算書の作成から、財
務情報の活用方法等 について理解を深めるとともに、
自社の経営状況把握を学ぶセミナー

ＩＴ・インターネット
活用セミナー　
*ｅ商人養成塾との共催（2回）

インターネットで先駆的な取り組みをしている企業の
成功事例から、自社のHP等の改善ポイントを学ぶセミ
ナー

入門編

中級編

上級編

応用編

新

新
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　当センターでは、より多くの皆様に、様々なサービスを活用していただくため、「賛助会員制度」を設けて
います。 法人・個人を問わず、どなたでも入会いただくことができますので、是非ご加入いただき、さらなる
経営の向上にお役立てください。(年会費1口1万円、複数口の加入もOKです。)

❶ 企業情報の検索
 
　新規のお取引を始める場合などに必要となる企業の信用情報を検索して提供します。 
　1口5件まで無料。1口5件を超える場合は、1件2,000円の負担が必要となります。
　*なお(株)東京商工リサーチまたは(公財)高知県産業振興センターは、企業情報の使用により、如何なる損害
が生じたとしても、対価の減額、損害賠償、その他一切の責任を負いません。

❷ 賛助会員 IT 110 番、IT 専門家派遣  

　「ホームページを作りたい」「社内で情報を共有したい」「顧客管理をしたい」などのご要望に対し、パソコン
やネットワークに精通した専門家が企業の情報化をサポートします。 また、IT活用による経営の合理化・効率
化の実現を目指す意欲ある企業に対し、継続的に個別指導を行います。 

❸ 月刊情報誌「情報プラットフォーム」の送付

  国・県等が進める中小企業の支援に関する事業をはじめ、県内外の企業の取り組みや先進事例の紹介など、
経営に役立つ様々な情報を毎月お届けします。

❹ 商品・製品・サービスの紹介

　「情報プラットフォーム」で賛助会員企業の皆様の商品・製品・サービスなどをご紹介させていただきます。

❺ DVD貸出

　働き方改革や経営の効率化、社員の技術やマナー教育などに役立つビデオ教材を無料でご利用いただけます。

❻ 有料セミナーやぢばさんセンター利用料金などの割引

　当センターが開催する有料セミナーをはじめ、
ぢばさんセンター施設利用などを割引価格でご利用いただけます。

　県内最大のコンベンション施設である地場産業振興センター
（通称：高知ぢばさんセンター）の大ホールを経済効果の大きいイ
ベントの場として貸し出すとともに、研修室や相談室等を事業者
や各種団体が行う研修や商談の場として提供し、地域経済の活性
化に寄与します。
　　○ぢばさんセンター（大ホール）の貸出
　　○中小企業等事業者の皆様への研修室･商談室の貸出
※駐車場のみの貸出も行っています。

１　会館事業　89,613 千円

地場産業振興センターの活用Ⅳ

割引制度の拡充等
　○県内企業応援割引
　○単年度複数回割引
　○賛助会員割引　外

【基本使用料金】　※ 消費税率が改正された場合は、料金を改定します。

冷暖房使用料金は別途

面　積

大ホール

256

48

24

128

80

132

20

12

100

45

36,000

6,910

3,450

18,140

11,450

109,000

141,900

17,130

3,240

1,610

8,640

5,400

145,000

189,200

22,900

4,530

2,260

11,550

7,230

159,400

208,800

25,190

5,000

2,490

12,700

7,950

15,100

19,800

8,380

1,650

820

4,220

2,640

9：00～17：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18:00～21：00 1時間につき

平　日

土日休

227,300

297,200

多目的ホール

会議室

商談室（No.1～4）

第1研修室

第2研修室

収容人員
全　日 午　前 午　後 夜　間 超過料金

消費税込（単位：円）

5,000人3,000m2

（株）四国環境管理センター　ぢばさん事業部
TEL：088-846-0311　FAX：088-803-8510

E-MAIL：diba-yonkan@cup.ocn.ne.jp
URL：http://www.diba3.i-tosa.com

賛助会員の皆様には、
様々なサービスを企画し、
お役に立つ情報を提供します。

賛助会員制度のご案内賛助会員制度のご案内
賛助会員随時募集中 !!

高知ぢばさんセンター利用に関するお問い合わせ先

［主な駐車場］

・その他、約230台駐車可能。
・第1駐車場は、大ホール利用者は無料です。
・利用料金は、利用面積・利用時間により異なりますのでお問い合わせください。

第1駐車場

第3駐車場

第5駐車場

137台

400台

30台

16,200円～75,600円

16,200円～151,200円

無　料

収容台数 利用料金

ご利用をお待ちしています。お気軽にご相談ください。
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JR浜松町駅
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東京営業本部

浜松町
浜松町バス
ターミナル

商工組合中央金庫
東京支店

世界貿易
センタービル
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［ものづくり地産地消・外商センター 東京営業本部］

高知ぢばさんセンター全景高知ぢばさんセンター全景

交通アクセス
　・JR 高知駅より車で
　・高知龍馬空港より車で
　・JR 一宮駅より徒歩で
　・高速道高知 I.C より車で
　・高速道南国 I.C より車で

・・・・・・・・・・10 分
・・・・・・・・20 分

・・・・・・・・・15 分
・・・・・・・・3 分
・・・・・・・15 分

ものづくり地産地消・外商センター（高知県中小企業会館2階）

高知県よろず支援拠点（高知県中小企業会館5階）

Ⅰ ものづくり産業の経営力強化と外商の促進
　 ～ものづくりのアイデア段階からプラン策定、企業同士のマッチング、
　　 試作・商品開発、販路の開拓・事業拡大まで一貫サポート～
　 ～経営ビジョンの実現に向けた事業戦略づくりや磨き上げ・実行を支援～
　 ～東京営業本部の設置、メイドイン高知の製品・技術の県外・海外展開を支援～
　 ～経営と両立した労働条件や労働環境の改善による魅力ある働く場づくりの支援～

Ⅱ 経営の革新や事業化支援
　 ～経営革新や新分野等へ進出しようとする企業の支援～

Ⅲ 人材育成の支援や情報化の推進
　 ～研修・交流の場の提供～

Ⅳ 地場産業振興センターの活用
　 ～イベントやセミナー、会議・商談等の場の提供～

高知県働き方改革推進支援センター（高知県中小企業会館1階）

TEL 088-846-7087　FAX 088-846-3077
フリーダイヤル　0120-899-869

幡多出張所
〒787-0029 四万十市中村小姓町 46
中村商工会館 2 階
TEL 0880-34-8061　FAX 0880-34-8062
フリーダイヤル　0120-899-869


