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平成２８年度「こうち産業振興基金」の 

助成対象事業の決定について（お知らせ） 

 

（公財）高知県産業振興センターでは、平成２８年５月１６日～６月２０日（一部事業については６月１３日

まで）の間に公募しました、平成２８年度「こうち産業振興基金」の助成対象事業について、７月２１日及び 

２２日の審査会を踏まえ、「経営革新支援事業」 １６件、「建設業経営革新支援事業（一般枠）」 ２件、「販

路開拓支援事業」 ４０件、「伝統的工芸品等支援事業」 ４件等を別紙のとおり決定しました。 

助成対象とした事業は、地域資源の活用による新商品開発や地産外商を進める取り組みなど、地域へ

の波及効果が高く、県をあげて取り組んでいる産業振興計画の推進にとって効果が期待されるものです。 

 

１ 今回募集を行った事業 

(1)経営革新支援事業 

(2)建設業経営革新支援事業 

(3)販路開拓支援事業 

(4)伝統的工芸品等支援事業 

 

２ 公募期間 

受付開始：平成２８年５月１６日 

締   切：販路開拓支援事業 平成２８年６月１３日 

       その他経営革新支援事業等 平成２８年６月２０日 

 

３ 助成対象者一覧（別紙のとおり） 

  全６２件   交付決定額 ４７，６２２千円 

 

※「こうち産業振興基金」とは 

  平成１９年９月、高知県が独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域中小企業応援ファンド事業を活

用し、（財）高知県産業振興センターに「こうち産業振興基金」（基金総額：１００億円）を造成しました。この基

金の運用益により、地域資源を活用した中小企業等の経営の革新や県内での産学官連携の研究成果の事

業化を支援します。こうした取り組みにより地域産業の振興を図ります。 

 

 
【お問合せ】 

公益財団法人高知県産業振興センター 

担当：吉本・筒井 

TEL088-845-6600 FAX088-846-2556 

 



◇経営革新支援事業（助成率１/２、助成限度額２，０００千円）

事業内容：地域資源を活かした商品開発や県外への販路拡大等への支援

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 株式会社Ｉｄｅａ　Ｃｒｅａｔｅ 高知市
アニメの版権やひのきなどの県産木材を活用した商品の開発および販路開拓を行い、高知県の木材
の消費の増加と高知県のアニメ聖地の地位の向上を図る

2 有限会社あぜち食品 高知市 高利益商材ポップコーンの顧客ニーズに着目した新商品開発および販路拡大

3 エムアイティーガレージ いの町
日本で数名のカーオーディオ１級という独自の高い技術力を生かした、新感覚重低音のカーオーディ
オ技術の開発と販路開拓

4 株式会社OJI 高知市
エステとフィットネスを組み合わせた新サービス「エステス」を軸に、女性専用フィットネスクラブのＦＣ展
開

5 高知県特産品販売株式会社 高知市
卸としてのノウハウと情報ネットワークを活かして、中食・外食企業や小規模店向けの業務用専門の通
販等、業務用食材の開発および販路拡大

6 株式会社ＪＵＭＩコーポレーション 四万十市
新たな観光プランとして、観光客に昔ながらの伝統漁法の体験により、リピーターとなるようなに観光
客を誘致することで幡多広域の活性化に繋げる

7 酔鯨酒造株式会社 高知市 日本酒の新ブランド「ＤＡＩＴＯ」というブランドの新商品開発と販路開拓による売上拡大を図る

8 大永造船株式会社 高知市 シカ・イノシシ用捕獲わなの販路拡大

9 有限会社特選呉服いしはら 高知市
外国人観光客に向けたお土産品等の新商品の開発や和文化体験イベントの企画による販売促進を
図る

10 株式会社土佐洋 須崎市
マグロ専門企業の独自性や須崎の豊富な水産資源の特性を生かし、独自のブランドを構築したグルメ
型回転寿司を展開するための販路開拓

11 株式会社トマトの村 高知市 廃棄されているトマトを活用した新商品の開発及び販売促進物の作成

12 株式会社西宮産業 高知市 トンネル剥落対策資材「NSメッシュ」の改良試作および販路開拓

13 有限会社ひろめカンパニ－ 高知市 ひろめ市場の施設の空きスペースや集客実績等を活かした新たな広告事業の実施

14 株式会社フードプラン 仁淀川町 自社のオリジナルブランド『TABLE*VEGI』やアウトパック商品の開発と関東圏への販路拡大

15 八重丸水産株式会社 大月町 ポン菓子製造機器の導入により、地元水産資源を活用した新商品の開発と販路開拓

16 横田きのこ有限会社 高知市 極みえのきを使った乾燥えのきの販路開拓

今回の交付決定額： 20,634千円

◇建設業経営革新支援事業
（一般枠：助成率１/２、助成限度額２，０００千円　新分野進出枠：助成率２/３、助成限度額１，０００千円）

事業内容：建設業者等の新分野進出や新技術及び新製品の開発などによる経営体質強化の支援

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 四万十とまと株式会社　他１社 四万十町 今後の販路開拓とトマトを使った加工品の製造・販売のために試作品開発を行う

2 山下組　他１社 東洋町
地元の放棄されたポンカン農園の再生による生産と販売に加え、ポンカンを使用した加工品を研究・開
発を行う

今回の交付決定額： 2,200千円

◇販路開拓支援事業（助成率１/２、助成限度額３，０００千円）

事業内容：国内外の展示会への出展等への支援

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 株式会社青柳 高知市 第５回土佐っておいしい！食の大商談会２０１６への出展

2 株式会社安芸水産 安芸市
第5回土佐っておいしい！食の大商談会２０１６への出展
第8回土佐の宴～高知家の食卓～への出展

3 株式会社アミノエース 高知市 第9回国際PB・OEM開発展2017への出展

4 井上石灰工業株式会社 南国市 マレーシアにおける自社製品のドリアン樹に対する薬効、薬害の試験

5 企業組合宇佐もん工房 土佐市
2016居酒屋産業展（福岡）への出展
フ―デックスジャパン２０１７への出展

6 株式会社栄光工業 南国市 インドネシアにおける当社製品と技術に対するニーズ等の市場調査

7 エフコン株式会社 南国市 METALEX２０１６への出展

8 株式会社オサシ・テクノス 高知市
ベトナム国におけるビジネスパートナーの確立
スリランカ国におけるビジネスパートナーの開拓

9 株式会社　小谷穀紛 高知市 Restaurant　＆　Bar　Hongkong2016への出展（海外）

10 おのストーブ 須崎市 第23回建築・建材展2017への出展（模型）

11 兼松エンジニアリング株式会社 高知市 エコプロダクツ２０１６への出展（模型）

12 カルチュア・クリエイティブ株式会社 高知市 香港における当社商品・技術のニーズ調査

13 北川村ゆず王国株式会社 北川村 DKSH　Japanese　Food　Ingredients　EXPO2016への出展（海外）

14 高知県コンクリート製品工業組合 高知市 防災製品商談会ｉｎ台湾への参加（海外）

15 高知県食品工業団地事業協同組合他６社 高知市
第51回スーパーマーケットトレードショー2017への出展
FOODEX　JAPAN2017への出展

16 株式会社高知丸高 高知市 台湾での製品ニーズ調査等の実施

17 株式会社坂田信夫商店 香美市
AJS2016年秋季商品・用度合同展示会への出展
AJS2017年春季商品展示会への出展

18 しまんと百笑かんぱに株式会社 四万十市 第20回グルメ＆ダイニングスタイルショー2016秋に出展

申請 20件、採択 16件

申請 4件、採択 2件



19 酔鯨酒造株式会社 高知市

2016年大星岡村㈱銘酒フォーラムへの出展
2016年秋今泉酒類販売㈱・日本酒類販売㈱九州支社合同酒類総合展示試飲会への出展
㈱京都酒販秋の試飲展示会への出展
㈱平喜　銘酒探訪蔵の会への出展
秋田屋グループ総合展示商談会への出展
フーデム2017への出展

20 株式会社ダイドウ 高知市 メッセナゴヤ２０１６への出展（模型含む）

21 株式会社タカビシ食品 高知市
第5回土佐っておいしい！食の大商談会2016への出展
九州外食ビジネスウィーク2016への出展

22 津野山農業協同組合 梼原町
シンガポールのJ-martにおける自社商品のテストマーケティングによる市場調査の実施
台湾における自社製品のニーズ調査

23 土佐鶴酒造株式会社 安田町 土佐酒輸出促進事業への出展（海外）

24 株式会社土佐龍 須崎市 アンビエンテ2017（messe Frankfurt）の視察と市場調査の実施

25 菜の蔵 須崎市

第11回アグリフードEXPO東京2016への出展
第5回土佐って美味しい！食の大商談会2016への出展
第8回土佐の宴～高知家の食卓～への出展
FOODEX　JAPAN２０１７への出展第11回アグリフードEXPO東京2016への出展

26 株式会社西宮産業 高知市 防災製品商談会ｉｎ台湾への参加

27 株式会社ハート 高知市

台北テキスタイルフェア２０１６への出展（海外）
CHINA　INTERNATIPNAL　ORGANIC　ａｎｄ　ＧＲＥＥＮ　ＦＯＯＤ　ＥＸＰＯ2016への出展（海外）
健康博覧会2017への出展
スーパーマーケットトレードショー2017への出展

28 ハッピーファーム有限会社 安芸市
第5回土佐っておいしい！食の大商談会２０１６への出展
第8回土佐の宴～高知家の食卓～への出展
JA・JFグループ近畿商談会への出展

29 有限会社濱川商店 田野町

26回ほんまもん試飲会への出展
地酒クルーズROUTE２２３への出展
名酒フォーラムへの出展
ジョイ・オブ・サケ　ニューヨークへの出展（海外）
酒の会への出展
秋のきき酒会への出展
土佐酒輸出促進事業への出展（海外）
ＳＡＬＯＮ　ＤＵ　ＳＡＫＥ・IPPUDO　PARISへの出展（海外）

30 株式会社浜幸 高知市
地方銀行フードセレクション2016への出展
第５１回スーパーマーケット・トレードショー２０１７への出展

31 濱村鉄工有限会社　他9社 高知市 タイにおける販路開拓にかかわる市場調査の実施

32 ハヤシ商事株式会社 土佐市 第83回東京インターナショナルギフトショーへの出展

33 ビージーエム高知株式会社 高知市 第５回土佐っておいしい！食の大商談会２０１６への出展

34 有限会社菱田ベーカリー 宿毛市 香港フードエキスポ2016への出展（海外）

35 ひだか和紙有限会社 日高村

台湾・上海・山西への販路開拓
フィリピンへの販路開拓
トルコへの販路開拓
シンガポールヘの販路開拓

36 穂岐山刃物株式会社 香美市
第28回共同貿易ロサンゼルス「Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｆｏｏｄ　and　Restaurant　EXPOへの出展（海外）
アンビエンテへの出展（海外）

37 株式会社みなみ丸 須崎市

第5回土佐っておいしい！食の大商談会２０１６への出展
第8回土佐の宴～高知家の食卓～への出展
高知家の魚商談会in築地にっぽん漁港市場（10月）への出展
高知家の魚商談会in築地にっぽん漁港市場（1月）への出展

38 株式会社無手無冠 四万十町
土佐酒輸出促進事業への参加（海外）
パリ一風堂酒の会への参加（海外）

39 株式会社山崎技研 香美市
第28回日本国際工作機械見本市（ＪＩＭＴＯＦ2016）への出展
METALEX2016への出展(海外)
ＴＩＭＴＯＳ2017（台湾）への出展(海外)

40 理工エンジニアリング株式会社 高知市
第18回ジャパン・インターナショナル・シーフードショーへの出展
第14回シーフードショー大阪への出展

今回の交付決定額： 22,752千円

◇伝統的工芸品等支援事業（助成率２/３、助成限度額５００千円）

事業内容：指定を受けた伝統的工芸品等を製造する産業の振興、発展を図る支援

番号 企　業　名 所在地 内　　　　　容

1 高知県手すき和紙協同組合 いの町 図書用の「基本修復紙キット」の商品化に向けた取組

2 全高知珊瑚協同組合連合会 高知市
宝石珊瑚の作品コンテストの実施と「第４１回土佐さんごまつり名作コンテスト」の開催、海洋資源の永
続的活用のための資源の保護育成活動等

3 穂岐山刃物株式会社 香美市 日立金属性銀紙３号鋼を利用したキッチンナイフの新製品の開発

4 株式会社山岸竹材店 須崎市 高知県特産の虎斑竹と、虎斑竹製品の販路拡大

今回の交付決定額： 2,035千円

２次募集　申請　７６件　５９，８６１千円　　・　交付決定　　６２件　４７，６２２千円

申請 48件、採択 40件

申請 4件、採択 4件


