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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５月１８日～６月２６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、７月２３日の審査会を踏まえ、「経営革新支援事業」１３

件、「建設業経営革新支援事業」３件、「販路開拓支援事業」４８件、「伝統的工芸品等支援事業」１件を別紙

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 

  平成２７年５月１８日～平成２７年６月２６日 

 

３ 助成対象者一覧（別紙のとおり） 

  全 ６５件   交付決定額  ３６，８８４千円 

 

※「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：小松 

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 有限会社オフィスりぼん 高知市 写真撮影公開型チャペルの周知及びウェディングサービスの向上

2 企画・ど久礼もん企業組合 中土佐町 鰹を使った新商品の開発及び販路開拓

3 株式会社ケイフローリスト 高知市 植物を用いた空間施工サービスの周知及び利用促進

4 有限会社高知製本 高知市 土佐和紙を活用した高級御朱印帳と芳名帳の開発

5 小島水産有限会社 土佐市 乙女鯛の加工品や養殖用飼料開発による付加価値向上及び販路開拓

6 サークルＫ高知万々店 高知市 エナジー系ノンアルコールビールの開発及び販路開拓

7 株式会社ＳＯＬＡ 高知市 体幹機能再学習エクササイズ「コアコンディショニング」サービスの実施及び広告宣伝

8 株式会社ダイドウ 高知市
住宅用小型処理システムの開発と循環式水洗トイレ「リサイくるん」シリーズの県外及び海外への販路
開拓

9 土佐市場寿し 高知市 室戸魚の高付加価値化及び流通促進を図るための販路開拓

10 株式会社ビーウェーブ 高知市 小企業向け勤怠管理システムのウェブ販売の強化及び営業スタッフのレベルアップ

11 本山印刷株式会社 高知市 小ロットPB商品作成パッケージの販路開拓及び経営管理体制の強化

12 有限会社山本かまぼこ店 室戸市 「たらすりみ天」を活用した商品の認知向上及び販路開拓

13 株式会社ライフ・カラーズ 高知市 DIY可能中古住宅の認知度向上及び普及促進

今回の交付決定額：　１４，４３０千円

◇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 有田建設株式会社 宿毛市 小水力発電による売電事業分野進出の実現可能性調査

2 有限会社宿毛砕石運輸 宿毛市 高品質魚粉の販路開拓及び収益率の向上

3 株式会社ＢＲＣ高知 高知市 両断熱兼用型枠締め金物製品の開発

今回の交付決定額：４，０９９千円

◇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 アクアデザインシステム株式会社 高知市
危機管理産業展2015への出展
びわ湖環境ビジネスメッセへの出展
第20回震災対策技術展横浜への出展

２ アクアデザインシステム株式会社 高知市 高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展

３ アジアマリン有限会社 高知市 第８回居酒屋産業展への出展

４
株式会社アミノエース
他３社

高知市
第８回居酒屋産業展への出展
AJS2015年秋季商品・用度合同展示会への出展
まるごと高知・食の商談会への出展

５ 株式会社アメニティコーポレーション 高知市 コスモプロアジアへの出展

６ 株式会社泉井鐵工所 室戸市 インドネシアの水産動向と漁業現場、水産加工における市場調査

７ 株式会社泉井鐵工所 室戸市 第17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

８ 有限会社いずま海産 室戸市 第17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

９ 企業組合宇佐もん工房 土佐市
第17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13回シーフードショー大阪への出展
フーデックスジャパン2016への出展

１０ エフコン株式会社 高知市 第１８回関西機械要素技術展への出展

１１ m.e.works 高知市 建築・建材展2016への出展

１２ 株式会社沖の島水産 宿毛市
第17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８回居酒屋産業展への出展
第13回シーフードショー大阪への出展

１３ 株式会社オサキ 高知市 日中ものづくり商談会＠上海への出展

１４ 株式会社オサシ・テクノス 高知市 高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展

１５ おのストーブ 須崎市
第６回震災対策技術展への出展
第１７回エコプロダクツ2015への出展

１６ 兼松エンジニアリング株式会社 高知市 高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展

１７ 兼松エンジニアリング株式会社 高知市
びわ湖環境ビジネスメッセへの出展
第１７回エコプロダクツ2015への出展

申請１５件中、採択１３件

申請３件中、採択３件



１８ カルチュアクリエイティブ株式会社 高知市
ダイエット＆ビューティーフェアへの出展
ビューティーワールドジャパンウエストへの出展

１９ 関西仮設株式会社 土佐市
建設技術フェアin中部への出展
建設技術展2015近畿への出展
建築・建材展2016への出展

２０ 高知トップ教材 高知市
第6回震災対策技術展宮城への出展
危機管理産業展2015への出展

２１ 株式会社高知丸高 高知市
高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展
危機管理産業展2015への出展

２２ 興洋フリーズ株式会社 高知市
第17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
九州外食ビジネスウィーク2015
第８回国際PB・OEM開発展

２３ 有限会社サンワールド川村 高知市 第17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

２４ しまんと百笑かんぱに株式会社 四万十市
第５回通販食品展示商談会への出展
第17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13回シーフードショー大阪への出展

２５ 株式会社末広 土佐町 AJS2015年秋季商品・用度合同展示会

２６ 大紀商事株式会社 高知市 2015森林・林業・環境機械展示実演会への出展

２７ 株式会社太陽 高知市 EIMA Agrimach India 2015への出展

２８ 有限会社土佐通信 土佐市 第6回震災対策技術展宮城への出展

２９ 株式会社土佐テック 南国市 第５回国際農業資材EXPOへの出展

３０ 内外典具帖紙株式会社 いの町 タイ、バンコクのデパート、タニヤストリートでの需要調査

３１ 菜の蔵 須崎市 第10回アグリフードEXPO東京2015へ出展

３２ 西川建設株式会社 いの町 2015森林・林業・環境機械展示実演会への出展

３３ ハッピーファーム有限会社 安芸市
JA・JFグループ　近畿商談会への出展
第２回JAバンク　四国商談会への出展

３４ 有限会社浜吉ヤ 土佐市
第17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13回シーフードショー大阪への出展

３５ ハヤシ商事株式会社 土佐市 第８１回東京インターナショナル・ギフト・ショーへの出展

３６ ビージーエム高知株式会社 高知市 第８回居酒屋産業展への出展

３７ 有限会社菱田ベーカリー 宿毛市 高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展

３８ フジ物産株式会社 香南市
第17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８回居酒屋産業展への出展

３９ 松田医薬品株式会社 いの町 第８６回健康フェアへの出展

４０ 株式会社丸昇農材 須崎市
第５回国際農業資材EXPOへの出展
アグロイノベーション2015への出展

４１ 株式会社ミロクテクノウッド 南国市 第３７回ジャパンホームショーへの出展

４２ 望月製紙株式会社 土佐市
第８０回東京インターナショナル・ギフト・ショーへの出展
第８１回東京インターナショナル・ギフト・ショーへの出展

４３ 森田鰹節株式会社 高知市 第８回居酒屋産業展への出展

４４ 八重丸水産 大月町

第17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26回NAGOYAフードビジネスショーへの出展
ファベックス関西2015への出展
まるごと高知　食の商談会への出展
フーデム2016への出展
第13回シーフードショー大阪への出展

４５ 株式会社山崎技研 香美市
高知発の製品・技術に関する商談会in台湾への出展
17ｔｈ Ｃｈｉna Ｄｏｎｇｇｕａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏｕｌｄ，Ｍｅｔａｌｗｏｒｋｉｎｇ，Ｐｌａｓｔｉｃｓ，Ｐａｃｋａｇｉｎｇ＆Ｒｕｂｂｅｒ Ｅ
ｘｈｉｂｉｔｉｏｎへの出展

４６ ヤマト商工有限会社 南国市 第５回国際農業資材EXPOへの出展

４７ 山本貴金属地金株式会社 香南市 東京デンタルショー2015への出展

４８ 和光製紙株式会社 いの町 METALEX2015への出展

今回の交付決定額：　１７，３５５千円

◇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 全高知珊瑚協同組合連合会 高知市
「第４０回土佐さんごまつり名作コンテスト」を行い、珊瑚製品の魅力、加工技術、芸術性を広く県内外に
発信し、業界全体の発展への貢献

今回の交付決定額：採択件数が１件のため非公表

申請５０件中、採択４８件

申請１件中、採択１件


