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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２月９日～３月４日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、３月２５日の審査会を踏まえ、「経営革新支援事業」２１件、

「建設業経営革新支援事業（一般枠）」４件、「販路開拓支援事業」２３件、「伝統的工芸品等支援事業」２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 

(8)経営改革計画モデルプラン策定等支援事業 

 

２ 公募期間 

  平成２８年２月９日～平成２８年３月４日 

 

３ 助成対象者一覧（別紙のとおり） 

  全 ５６件   交付決定額  ８８，４０６千円 

 

※「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 株式会社和泉塗装 高知市
顧客管理システムの構築による営業力強化及び新たな事業分野の広報周知並びに建築工事の内製
化に向けた技術習得

2 株式会社ケンセン３５ 高知市 「宝石珊瑚の数珠」の商品開発及び販路開拓

3 高知ケンベイ株式会社 高知市 お米のパッケージング機械導入による県産米の県外・海外販路開拓

4 有限会社四国浄管 高知市 災害用の備蓄とトイレ問題を同時に解決できる「２WAYS大地くん」の改良及び販路開拓

5 株式会社TSシール工業 高知市 配管の継手接合部に使用される「TSシール」製品の訴求力向上及び販路開拓

6 株式会社土佐塾 高知市 タブレットPCを活用した速読講習の導入と販路開拓

7 株式会社岩や 越知町 新商品「ユニット型壁面緑化システム（自動灌水調整装置付）」の販路開拓

8 有限会社臼井エステート 高知市
幼児から小学校児童・中学校・高校生まで連続性のあるPLS方式(英語脳で考えることができる教育プ
ログラム）による英語教育の推進

9 株式会社エレパ 高知市 総合病院向けシステムの販路開拓

10 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

11 株式会社山のくじら舎 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

12 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

13 株式会社サンライズクリーニング 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

14 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

15 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

16 荒川電工株式会社 高知市 太陽光発電システムの、自社ブランドパネルの販売事業「パネルDo」の認知向上及び販売促進

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

今回の交付決定額： 33,873千円

◇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 遺品整理事業から派生するリサイクル事業の新ブランド化の取り組み

2 しまんと新一次産業株式会社 四万十町 自社生産する栗を使用したペーストを主とする加工品の開発及び販路開拓

3 株式会社トラスト建設 高知市 マンションや商業ビルの耐震・省エネ改修を主としたリノベーション事業の販路開拓

4 有限会社ワープ 高知市 小型自給式２液混合型液肥混入装置等の開発及び販路開拓

今回の交付決定額： 6,255千円

◇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

第42回ジャンボびっくり見本市OSAKAへの出展
第42回ジャンボびっくり見本市TOKYOへの出展
こども環境NEXT100への出展
Ｉｎｔａｒ AQUA2017への出展

2 株式会社朝日技研 土佐町
中部ライフガードTEC2016にかかる模型等の作成
防犯防災総合展ｉｎ関西2016にかかる模型等の作成

3 宇治電化学工業株式会社 高知市 第1回名古屋機械要素技術展への出展

4 株式会社オサキ 高知市
全国地方銀行合同商談会inホーチミンへの出展
Mfairバンコク2016ものづくり商談会への出展

5 株式会社オサシ・テクノス 高知市 第2回気象・環境テクノロジー展への出展

6 関西仮設株式会社 土佐市 第３回ライブ＆イベント産業展への出展

7 高知県食品工業団地事業協同組合　他２社 高知市 第１９回ファベックス2016への出展

8 土佐食株式会社 土佐清水市 THAIFEX2016ジャパンパビリオンへの出展

9 株式会社パシフィックシステム 宿毛市 国際モダンホスピタルショウ2016（第43回）への出展

10 松田医薬品株式会社 いの町
あらたなKizuki商談会への出展
NID展示会への出展

11 株式会社モリサ　他４社 土佐市 インテリアライフスタイル2016への出展

12 山本貴金属地金株式会社 香南市
Dental salon2016への出展
The Dental Technology Showcase 2016への出展

申請 22件、採択 21件

申請 5件、採択 4件



13 和光製紙株式会社 いの町 METALEX2016への出展

14 株式会社小谷穀粉 高知市 ベトナムの販売パートナーの開拓

15 株式会社泉井鐵工所 室戸市 ベトナム・シンガポールの水産関連市場調査

16 株式会社垣内 南国市 タイへの地産外商および海外展開への拠点づくりへのための市場調査

17 株式会社フロムハート 高知市 台湾の防災関連製品のニーズ等の市場調査

18 松田医薬品株式会社 いの町 台湾販売先の開拓と、商習慣把握を行う為の市場調査

19 株式会社岡林農園 越知町
THAIFEX2016ジャパンパビリオンへの出展
GOOD FOOD＆WINE SHOW への出展

20 酔鯨酒造株式会社 高知市

2016名酒フォーラムin横浜赤レンガ倉庫への出展
FOOD NAVI2016への出展
FOOD TAIPEI2016への出展
FOOD AND HOTEL THAILAND2016への出展
第23回　New York Mutual Trading レストランショーへの出展
第28回LA Mutual Trading レストランショーへの出展

21 土佐鶴酒造株式会社 安田町 第９回WISMETTAC ASIAN FOODSへの出展

22 株式会社土佐テック 南国市 Manufacturing EXPO 2016への出展

23 ひだか和紙有限会社 日高村

AIC（アメリカ文化財修復学会）への出展
文化財保存修復学会第37回大会への出展
ＩＣＡ（ソウル）への出展
ＩＩＣ（ロサンゼルス）への出展

今回の交付決定額： 16,557千円

◇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 土佐恵紙会 日高村 図書用の「基本修復紙キット」のPR及び販路開拓

2 株式会社浜田兄弟和紙製作所 いの町
高知県の天然楮（土佐楮）を用いた手漉き和紙の海外販路開拓及び異素材と合わせた新素材の開発・
販路開拓

今回の交付決定額： 721千円

◇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、２０，０００千円）

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に参加する中小企業者等の支援

2 公益財団法人高知県産業振興センター 高知市 県及び当センターが主催する見本市出展事業に参加する中小企業者等の支援

今回の交付決定額：　21,000千円

◇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

◇経営改革計画モデルプラン策定等支援事業（助成率１０/１０、助成限度額３，０００千円）

番号 企　業　名 所在地 内　　　　　容

1 一般社団法人高知県工業会 高知市
小規模な機械・金属系ものづくり製造事業者のモデルプランとなりうる経営改革計画の策定・支援及び
共同受注手法等の開発を行う

今回の交付決定額：　3,000千円

事業内容：高知県アンテナショップでのテストマーケティング事業やセンターの見本市出展事業等に参加する中小事業者に支援を行う産業支援機関への支援

申請 23件、採択 23件

申請 2件、採択 2件

申請 1件中、採択 1件

申請 2件中、採択 2件

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

事業内容：経営改革計画モデルプランの策定や共同受発注の仕組みづくりによって、製造業の活性化に取り組む産業支援機関への支援

申請 1件中、採択 1件


