
平成２７年４月 1日 

 

 

 

 

平成２７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２７年２月１０日～３月３日の間に公募しました、平成２７年度

「こうち産業振興基金」の助成対象事業について、３月２３日の審査会を踏まえ、「経営革新支援事業」２２件、

「建設業経営革新支援事業（一般枠）」１件、「販路開拓支援事業」５１件、「伝統的工芸品等支援事業」１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 

(5)ベンチャー企業育成支援業 

(6)外商活動コーディネート支援事業 

(7)技術人材育成支援事業 

 

２ 公募期間 

  平成２７年２月１０日～平成２７年３月３日 

 

３ 助成対象者一覧（別紙のとおり） 

  全 ７９件   交付決定額  ７５，０３０千円 

 

※「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：西森 

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 井上石灰工業株式会社 南国市 海外、特に中国・東南アジアにおいて作物の生産システムを導入、農薬の販路開拓

2 株式会社岩や 越知町 「ユニット型壁面緑化システム」の販路開拓

3 株式会社エレクトリックパーツ高知 高知市 総合病院向けシステムの販路開拓

4 Car Wash KTEX 高知市 「水なしワックス出張洗車」の顧客発掘、ステップアップ

5 株式会社カツマジャパン 四万十市 糖質カット商品「ブランうどん」「ブラン生パスタ」の製造、販路開拓

6 株式会社上町池澤 高知市 ケータリングサービスの商品開発と販路開拓

7 有限会社高知サンライズ 高知市 アレルギー体質の方に特化したクリーニングの販路開拓

8 有限会社太平洋マリン 高知市 「ラジコンヘリ操作・空撮技術講習」の周知と満足度向上

9 有限会社アフロディア 高知市 オリジナルオーガニックコスメの開発

10 荒川電工株式会社 高知市 太陽光発電システムの、オペレーション＆メンテナンス事業と自社ブランドパネルの販売事業

11 株式会社オフィスアプリシエイト 高知市 新商品の販路開拓

12 高知県特産品販売株式会社 高知市 北海道と高知のコラボ、農畜水産品の拡充、首都圏、北海道での販路開拓

13 株式会社コスモ工房 高知市 竹を使用した製品の提案、高級ブランド用竹パーツメーカーとしての地位の確立

14 ストローファーム 安芸市 テーブルウェアの新商品の開発とブランディングによるプロモーションの強化

15 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

16 だるま味噌株式会社 高知市
従来の「おかずみそ」製造の既存領域に加え、「チーズケーキ」を中心とした冷凍スイーツ製造の商品開
発、販路開拓

17 有限会社特選呉服いしはら 高知市 呉服の保管預かりサービスの販路開拓、認知度向上

18 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

19 株式会社mimoto 高知市 綿おしぼりのバリエーション増加と特に海外向けの販路開拓

20 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

21 有限会社ユニックス 高知市 スジアオノリの高品質・促成養殖にかかる養殖用高機能水槽の試作

22 株式会社りぐり自然農園 田野町 オリジナルブランド野菜・果物の販売と農産物のブランド化

今回の交付決定額：　３３，９３６千円

◇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 株式会社アールズ 高知市 推進工・地盤改良工の研究開発と産業廃棄物処理運搬事業・遺品整理事業への進出

今回の交付決定額：採択件数が１件のため未公表

◇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 エフコン株式会社 高知市 中国における製品のニーズ調査の実施

２ 株式会社岡林農園 越知町 GOOD FOOD＆WINE SHOWへの出展

３ 株式会社沖の島水産 宿毛市
FOOD TAIPEI2015への出展
展示商談会（仮称）への出展

４ 株式会社垣内 南国市 タイに自社製品を輸出する為の市場調査の実施

５ 株式会社シーフロアコントロール 高知市 シンガポールにおける自社製品の需要調査の実施

６ 株式会社シーフロアコントロール 高知市
秋の受注展示会（大阪）への出展　マレーシア展示会への出展　アイビック冬の展示会への出展　フィッ
シングショーOSAKA2016への出展　アイビック夏の展示会への出展

７ 酔鯨酒造株式会社 高知市
ミラノでの自社製品のニーズ調査の実施
シンガポールにおける自社製品のニーズ調査の実施

８ 酔鯨酒造株式会社 高知市

FOODNAVI2015への出展　　カナカン秋季展示会への出展　FOODTAIPEI2015への出展　　カナカン春
季展示会への出展　展示商談会（仮称）への出展　大星銘酒フォーラムへの出展　フーデム2016への
出展
第22回New York Mutual Tradingレストランショーへの出展　Northen California Premium Sake Festへの
出展　第27回LA Mutual Tradingレストランショーへの出展

申請２２件中、採択２２件

申請１件中、採択１件



９ 株式会社ハート 高知市
第80回東京インターナショナルギフトショー秋2015への出展
第81回東京インターナショナルギフトショー春2016への出展
BioFachドイツ2016への出展

１０ 株式会社浜幸 高知市 台湾での自社製品の需要調査の実施

１１ ひだか和紙有限会社 日高村
ICOM年次大会への出展
AIC年次大会への出展
文化財保存修復学会第37回大会への出展

１２ 松田医薬品株式会社 いの町 台湾での自社製品の市場調査の実施

１３ 山本貴金属地金株式会社 香南市
Dental Salon2015への出展
Zilele Tehnicii Dentare2015への出展

１４ 株式会社アｰクリエイト 高知市
第2回震災対策技術展大阪への出展
第6回震災対策技術展宮城への出展
建設技術展2015近畿への出展

１５ アクアデザインシステム株式会社 高知市
第3回中部ライフガードTEC2015への出展
防犯防災総合展inKansai2015への出展　　　※模型作成を含む
第9回オフィス防災EXPOへの出展

１６ 株式会社一宮技研 高知市 2015NEW環境展への出展　※模型作成を含む

１７ ウシオ製作所 南国市 第25回西日本食品産業創造展への出展

１８ 宇治電化学工業株式会社 高知市 第19回機械要素技術展(東京）への出展

１９ エフコン株式会社 高知市 第25回西日本食品産業創造展2015への出展
第24回2015NEW環境展への出展

２０ FTY　Factory 高知市 第9回オフィス防災EXPOへの出展　※模型作成を含む

２１ 株式会社オサシ・テクノス 高知市 気象・環境テクノロジー展への出展

２２ 有限会社海昇 高知市
高知家の魚商談会への出展
高知家の魚商談会in築地への出展

２３ 有限会社カワサキマシン 南国市 2015森林・林業・環境機械展示実演会への出展

２４ 株式会社技研製作所 高知市 第15回国際地盤工学会への出展　※模型作成を含む

２５ くじらハウス株式会社 高知市
防災・防犯総合展inKANSAI2015への出展
第9回オフィス防災EXPOへの出展

２６ 株式会社ケンセン35 高知市 インテリアライフスタイル2015への出展

２７ 株式会社坂本技研 南国市 第24回NEW環境展2015への出展

２８ 株式会社三彩他４社 土佐市 インテリアライフスタイル2015への出展

２９ 三昭紙業株式会社 土佐市 第42回国際福祉機器展への出展

３０ 澁谷食品株式会社 日高村
FOOD TAIPEI2015　ジャパンパビリオンへの出展
展示商談会（仮称）への出展

３１ 四万十うなぎ株式会社 四万十町
FOOD TAIPEI2015　ジャパンパビリオンへの出展
展示商談会（仮称）への出展

３２ ジュエリー倶楽部murakami 高知市 インテリアライフスタイル2015への出展

３３ 株式会社スカイ電子 四万十町
第24回2015NEW環境展への出展
危機管理産業展2015への出展　　　※模型作成を含む

３４ 株式会社相愛 高知市 第24回2015NEW環境展への出展

３５ 株式会社太陽 高知市 第24回2015NEW環境展への出展

３６ 株式会社タナカショク 高知市 第6回関西居酒屋産業展への出展

３７ 土佐食株式会社 土佐清水市
FOOD TAIPEI2015　ジャパンパビリオンへの出展
カナカン夏期総合企画商談会への出展



３８ 株式会社土佐テック 南国市
第24回2015NEW環境展への出展
びわ湖環境ビジネスメッセ2015への出展
エコプロダクツ2015東京への出展

３９ 株式会社土佐農機 土佐市
国際養鶏養豚総合展2015への出展
愛媛農林水産参観デ－協賛農機展への出展
第5回国際農業資材EXPOへの出展

４０ 有限会社菱田ベーカリー 宿毛市
防災・防犯総合展inKANSAI2015への出展　伊藤忠食品展示会　2015年夏季展示会への出展　第18回
買いまっせ！売れ筋商品発掘市2015への出展　スーパーマーケットトレードショー2016への出展

４１ 株式会社フロムハート 高知市 第3回中部ライフガードTEC2015への出展

４２ 株式会社ポテトシブヤ 日高村 丸菱展示会への出展

４３ 株式会社マシュール 宿毛市
第3回中部ライフガードTEC2015への出展
インテリアライフスタイル2015への出展
第9回オフィス防災EXPOへの出展

４４ 松田医薬品株式会社 いの町 第80回東京インターナショナルギフトショー秋2015への出展

４５ 美津和産業株式会社 南国市 FOOMA　JAPAN2015への出展

４６ 室戸マリンフーズ株式会社 室戸市
第3回中部ライフガードTEC2015への出展
防災・防犯総合展inKANSAI2015への出展
第9回オフィス防災EXPOへの出展

４７ 株式会社ユーチカ 奈半利町 第5回国際農業資材EXPOへの出展

４８ 株式会社ユーチカ 奈半利町 国際養鶏養豚総合展2015への出展

４９ 有限会社横川鉄工所 高知市 第3回中部ライフガードTEC2015への出展

５０ 有限会社吉村デンソー いの町
EE東北2015への出展
危機管理産業展2015への出展

５１ 理工エンジニアリング株式会社 高知市 第25回西日本食品産業創造展2015への出展
FOOMA　JAPAN2015への出展

今回の交付決定額：　３０，７５１千円

◇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 株式会社浜田兄弟和紙製作所 いの町 天然楮（土佐楮）と使った手漉き和紙、土佐和紙新製品の開発

今回の交付決定額：採択件数が１件のため未公表

◇ベンチャー企業育成支援事業（助成率１０/１０、助成限度額５，０００千円）

事業内容：ビジネスプランのブラッシュアップ、マッチングなどによりベンチャー企業支援・育成を行う産業支援機関への支援

番号 企　業　名 所在地 内　　　　　容

１ 特定非営利活動法人こうち企業支援センター 高知市 ベンチャー企業の発掘と支援等

今回の交付決定額：　５，０００千円

◇外商活動コーディネート支援事業（助成率１０/１０、助成限度額１，０００千円）

番号 企　業　名 所在地 内　　　　　容

１ 一般財団法人高知県地産外商公社 東京都 「まるごと高知」におけるテストマーケティング

今回の交付決定額：　１，０００千円

◇技術人材育成支援事業（助成率１０/１０、助成限度額１，０００千円）

番号 企　業　名 所在地 内　　　　　容

１ 一般社団法人高知県技術者協会 高知市 講習会開催及び専門技術者派遣

２ 公益財団法人高知県産業振興センター 高知市 県内企業（技術職員）の技術力向上等のための視察交流研修等

今回の交付決定額：　２，０００千円

申請１件中、採択１件

事業内容：高知県アンテナショップにおける県内中小企業者のテストマーケティングにかかる旅費支援

事業内容：中小企業者等の経営者や従業員等対象の講習や実習により、人材育成を支援する産業支援機関への支援

申請２件中、採択２件

申請５１件中、採択５１件

申請１件中、採択１件

申請１件中、採択１件


