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TEL：088-845-6600
FAX：088-846-2556

セリーズ

（1F）
高知県働き方改革推進支援センター

0120-899-869（高知・幡多共通）

(幡多出張所：四万十市中村小姓町46）

（5F）
よろず支援拠点

TEL：088-846-0175

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）
経営支援部
中小企業の経営課題に関する窓口相談
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の支援
ITを活用した販路拡大等の情報化支援
企業のIT相談窓口
賛助会員事業
情報誌の発行
高知県働き方改革推進支援センター（１F）
来所、電話等による働き方改革に関する個別相談やセミナーの開催
よろず支援拠点（５F）
中小企業・小規模事業者のワンストップ総合支援

〈ものづくり地産地消・外商センター〉
地産地消推進部
「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
ものづくり総合技術展の開催
事業戦略の策定・実行支援
事業化プランの作成・実行支援
外商部
ものづくり企業の外商支援
見本市への出展支援
技術の外商支援、受発注取引商談会の開催
防災関連産業の外商支援
県外・海外への販路開拓支援
東京営業本部
首都圏等におけるものづくり企業の外商支援

東京営業本部

大阪事務所

名古屋事務所

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3
内幸町ダイビル8階

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-6-8 センバ
セントラルビル１F 高知県大阪事務所内

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-8
栄メンバーズオフィス8F 803号室

TEL：03-6452-8830
FAX：03-6452-8831

TEL：06-6244-7934
FAX：06-6244-7933

TEL/FAX：052-684-4904
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第35回高知県地場産業大賞

に応募いただいている

企業・団体をご紹介します！

令和2年9月1日〜10月30日まで公募を行った第35回高知県地場産業大賞。県内各地から地場産品部門、活動
部門あわせて53件ものご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
高知県地場産業大賞は、昭和59年に開催された
「くろしお博覧会」
余剰金を基に基金を造成し、
その運用益を基に
昭和61年から毎年、優秀な県内企業の製品や地場産業振興に貢献した活動を表彰しています。
また、本年度に限り、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む事業者を応援するため、大賞や計画賞など各賞の
中からコロナ感染症対策への取り組み1件を特別賞として選出します。
（該当案件がある場合のみ）
今月号では、地場産品部門ならびに、活動部門にご応募いただいた企業・団体を一挙にご紹介させていただきま
す。
（順不同）
機械
製品

一般部門の今後のスケジュール
12月中旬
1次審査

➡

1月7日㈭
最終審査

➡

1月下旬
結果発表

「アネシスQ

※11月末時点での情報を掲載しております。

株式会社高知丸高

高知市
しゅんせつ

流木廃棄物収集・土砂浚渫船

機械
製品

株式会社ユーチカ

2600」ハウス内外のセンサーから得た環境情

報に基づき、ハウス内の温湿度、CO2、
潅水などの制御機器をバランスよくコ
ントロールして、作物にとって最適な環
境を作り出す統合環境制御システム。
換気窓、冷暖房、カーテン、炭酸ガス、
日射比例潅水、養液や循環扇などの制
御項目について最大96点、センサー入
力最大72点、接点入力最大16点を実
現した機能性と拡張性に富んだ製品。

凸版印刷株式会社

南国市

ミョウガ-パックトレイの自動箱詰め装置

ダム、ポンプ場、河川などに流入し
た大量の流木を先端に取り付けた
流木収集用の器具で取り囲み、
その
まま陸揚げ場まで運搬することがで
きる自航艇です。
流木収集用器具は取り外しが可能
で、橋脚点検機材を搭載し、
ドラグラ
インまたは水中ブルドーザーを取り
付けることで橋桁下2ｍの低空橋脚
における浚渫も可能となるなど、幅
広いシーンでの活躍が見込めます。

機械
製品

香南市

作物にとって最適な環境をつくり、収量・品質の
向上と省力化を実現する統合環境制御システム

各応募企業・団体の詳細は
HPでチェック！

機械
製品

有限会社イチカワ

奈半利町

養豚用給餌器 トンキッスB型
世界初機構のエサ棒の揺れ動かし
でエサを出す特徴を持つ養豚用自
動給餌器。主な特徴は、鼻口でモノ
を押すという豚の習性を利用し、前
後左右に動くエサ棒を取り付けるこ
とによって、エサこぼしの少ないス
ムーズな給餌が可能となります。本
製品を導入した養豚農家が昨秋、全
国最高飼料効率を達成し、
日本農林
漁業振興会会長賞を受賞する等、
農家経済の改善に寄与しています。

野菜の集出荷場での箱詰め作業の
自動化！手作業が中心の野菜の箱詰
め作業。人員不足解消、あるいはコ
ロナの3密対策としての自動化をお
望みではありませんか？我々が自動
化装置で解消いたします。

紙
製品

河野製紙株式会社

高知市

形状記憶エンボス技術により製造された
衛生用紙製品およびその加工機械

「形状記憶エンボス技術」
により製
造された衛生用紙製品および加工
機械。世界で初めて形状記憶性を
持つエンボスを衛生用紙（ティシュ
ペーパー、
トイレットペーパーなど）
に付与することで従来にない高吸
水性、弾力性、ふんわり感を実現す
ることが可能になりました。
この技術は国内では高知県との共
同特許として登録されています。
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【特集】第35回地場産業大賞 応募企業・団体紹介
紙
製品

金星製紙株式会社

高知市

さらふあシリーズ
（さらふあマスク、
さらふあマスク用とりかえシート）

紙
製品

MY WET除菌シート350枚

有限会社大国印刷所

いの町

紙
製品

紙飛行機専用紙
「ハイタカ」

内外典具帖紙株式会社

いの町

紙
製品

香美市

土佐っ子はし

高知県産の桜の木を使用してお箸を作りました。特徴としては全て手
作業でかんなで削って作っています。箸の先端まで5角形になってお
り、先細りしていて箸を使うのが苦手な人、初めてお箸を使う小さいお
子様でも持ちやすく握りやすいと好評をいただいております。箸を持つ
3本の指が自然と正しい持ち方になるといわれています。塗装も自然の
素材を使い、
お子様にも安心して使っていただけます。
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いの町

ひだか和紙有限会社

日高村

世界一薄い典具帖紙の名刺

土佐和紙を使用｡土佐まき和紙のシ
リーズ商品の一つ。表紙のデザイン
は
「御朱印=各寺社とご縁を結んだ
証」
ということから、
「緣＝円」
をモチー
フにしている。寺社廻りや旅先からで
も便りができ、絵手紙としてもお使い
頂ける。熟練工による技術を用い、一
つ一つ手で製本した御朱印帳。
写真などを和紙の奉書紙に貼り、ア
ルバムとしても使って頂けるように、
デザインをカジュアルにしています。

キキ工房

内外典具帖紙株式会社

弊社の主力商品である土佐まき和
紙から誕生したもう一つの主力商
品。高知県の伝統工芸品である土
佐和紙の素材と活版印刷の技術を
組み合わせ、新しい価値を生み出す
ことができたオリジナル商品。手漉
き和紙風の耳付きと、独特な和紙の
風合いを備え持ち、12カ月をこの一
枚に収めている。謙虚さを持つ活版
カレンダは、時間に追われる私たち
にユタカな心を作ってくれる逸品。

御朱印帳 「DARUMA、YUZU、UMI」

その他
製品

本体・詰替

活版カレンダ

紙のプロ、印刷会社が考えた紙飛
行機専用紙で、印刷加工で紙の強
度を上げ、薄くてもさらに強い紙に
仕上げることで、
「折りやすく」
「破れ
にくく」
「 良く飛ぶ」
という紙飛行機
に最適な紙を厳選しました。

紙
製品

土佐市

アルコール、塩化ベンザルコニウム
を配合した、大容量タイプのウエット
シート。
ドアノブ、スイッチ、テーブル、カー
ト、買い物かごの除菌に！ お手拭き
としても！

さらふあマスクは、繊維直径5μmの
超極細繊維を使用したエアレイド不
織布『リモレイ』
（アジア不織布産業
総合展示会ANEX2018にて新製
品賞受賞）
を肌側部分に使用し、一
度体感するその違いが実感できる
なめらかな肌触りが持続するマス
ク。

紙
製品

三昭紙業株式会社

世界一薄い機械すきの土佐和紙
0.02mm
（3.5g/平方m）
を使用し
た2枚と同じものがない典具帖紙の
名刺です。紙の向こう側が透けるほ
ど薄い紙にも印刷できる特殊な技
術で印刷されています。

その他
製品

株式会社キタムラコンピュータ

高知市

勤怠管理システム
「快勤くん」
病院や介護施設などの勤務シフトを
自動で作成するソフトウェアと生体
認証で打刻できるタイムレコーダ、
勤怠を管理するソフトウェアです。
勤務シフトと打刻から残業時間など
の勤怠情報を自動で計算でき、勤怠
管理の作業効率をアップできます。

その他
製品

機能素材株式会社

高知市

パンおいしいまま

その他
製品

黒鳥鍛造工場

土佐打刃物 黒鳥 HACCP対応 一体成型 ステンレス包丁

「パンおいしいまま」
はパン専用鮮度
保持袋です。
新鮮なパンを入れると、香りと品質
の劣化を抑えて味をキープしたまま
長持ちさせることができます。さま
ざまなパンに使えて、常温でも冷凍
でもお役立ちする保存袋。
焼き立ての芳醇さを長持ちさせる
「パンおいしいまま」
でパンを保管し
てみてくださいね。

その他
製品

有限会社サーマル工房

高知市

世界初！ 老舗 創業130年黒鳥ブラ
ンド HACCP対応一体成型 オールス
テンレス土佐打包丁。
これまでにない高級な質感とデザイン
でオーダーメイド可能な切れ味抜群の
土佐打刃物を、半永久的な耐久力を持
つ、衛生的かつメンテナンス性に優れ
た食品加工現場のプロユース仕様に。
顧客のニーズに合った形状で作業性を
向上させる一生物のこだわりの逸品。

その他
製品

有限会社サーマル工房

高知製簡易パーテーション

株式会社サンライズクリーニング

高知市

抗ウイルス･抗菌・防臭加工つき
剣道防具・相撲まわしクリーニング

飛沫感染予防が期待できる個人防
護具で、頭部に固定して使用する製
品で洗浄・消毒し繰り返し利用する
ことが可能です。

その他
製品

有限会社じぃんず工房大方

株式会社ダイセン

高知市

ウイルス飛沫 飛散防止 H型アクリルパーテーション

黒潮町

デニム生地を使用した立体マスク
「isa立体マスク」
綿100％の布製の立体マスクです。
洗って何度でも使用できます。裏地
も綿素材で肌への刺激を抑えてい
ます。デニム素材でネイビーとホワ
イトの2色展開でファッション性があ
ります。
サイズも子ども用、大人用（普通、
大）
と揃えています。紐は結ばずに
自分で調節できるようにしていて、
予備の紐をつけています。

剣道防具・道着・袴すべてにクリーニ
ングと同時に抗ウイルス加工ができ
ます。効果は次回クリーニングに出
すまで続くため、試合などで遠征さ
れた際でもウイルスを持ち帰る心配
が軽減します。
「防具がくさいのは仕
方がない？」
「これからは『くさい』
と
言わせません」

その他
製品

高知市

高知製フェイスシールド

工具等を使わずに簡単に組み立て
分解ができる構造。
透明ポリカーボネイト板と合板の組
み合わせにより安価で軽量に仕上
げました。

その他
製品

四万十町

その他
製品

株式会社タケナカダンボール

香南市

暖ダンルーム
（間仕切りⅠ、
Ⅱ、ベッドⅠ、
Ⅱ）

接客・窓口業務等で、新型コロナウィル
スの感染拡大防止の役目を果たすアク
リルパーテーション。正面板だけでなく
側板があることで安定感が増すことに
加え、横方向へのウィルス飛散を防止で
きるようになっています。また組立式に
なっているので、持ち運びが容易であっ
たり、収納の面で場所を取らないなどの
特長があります。
従来のアクリル加工技術を用い、自社設
計、製作を実現した地産地消製品です。

各応募企業・団体の詳細はHPでチェック！

緊急災害時の避難所において、簡
易に組立、設営、撤去ができる組立
式災害用ダンボール 暖ダンルー
ム シリーズに、軽量化、コストダウ
ン等の改良を加え、 暖ダンルーム
Ⅱ シリーズを開発。プライバシーを
守り、癒やしの空間を造る
「間仕切り
Ⅱ」
と、様々な組み合わせで多様な用
途に対応できる
「ベッドⅡ」
の二つの
製品があります。
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その他
製品

ツヨ二―

黒潮町

その他
製品

有限会社特選呉服いしはら
と

移動式かまど
「つよかま」

西野工作所

南国市

その他
製品

平串製作所（グラブクラフトKAZ）

いの町

高知県内唯一の野球グラブ工房の
オリジナルブランド
「KAZ」。ジュニ
アからシニアまで、初心者からプロ
まで、あらゆる世代のあらゆる野球
人のための
「あなただけ」
のグラブを
元・高校球児の職人が直接対話しな
がら製作します。

その他
製品

ママのみかた石鹸

松田医薬品株式会社

株式会社ミロクテクノウッド

南国市

墨ハンドル・藍ハンドル
天然木ウォールナットの木目を活か
しながら、古来より使われてきた墨・
藍という自然由来の伝統素材を工
業製品に苦心して使って新しい先
進的な色合いを表現した製品。
レクサスRC、ISという木製部品が
使われることが珍しいスポーツ車に
採用され、ハンドルがレクサスRC、
IS特別仕様車のパンフレット表紙を
飾るという異例の扱いを受ける程
の評価を頂きました。
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いの町

ゆずバスソルト

乳幼児や敏感肌の方のため、
お肌を
潤す素肌想いの石鹸です。脂肪酸
や固形のパーム生地は一切使用せ
ず、植物オイル100％使用した無添
加石鹸素地に、高知県室戸岬沖か
らとれた天然海洋深層水とホホバ
オイルをたっぷりと配合しました。乾
燥肌に悩む赤ちゃんはもちろん、大
人の方にもお使いいただける石鹸
です。

その他
製品

四万十町

高知発野球グラブ
「KAZ」

猪、鹿、猿を獲るワイヤー…締めつ
け部と根付け部をつなぐより戻し
（分割できるより戻し）
「分割式より戻し」はボルトでワイ
ヤーをつなぐパーツとなっており、
ワ
イヤー切等が必要なく、わなの取り
換えをすることができます。

松田医薬品株式会社

ふ

呉服の世界と伝統の土佐和紙の世
界をクロスさせたオリジナルの紙布
「土佐紙布
（とさしふ）
」
。土佐和紙か
ら糸を紡ぎ、経糸は木綿、緯糸が土
佐和紙で仕上げた手紡ぎ・手織りの
一品ものになります。女性用の名古
屋帯、男性用の角帯など、和紙らし
いドライな肌触りや質感を活かし
た、素朴でささやくような優しい風
合いが魅力です。

分割式より戻し
（イノシシわなをワイヤーに付けて使用）

その他
製品

し

土佐紙布

アウトドアに、
また防災に、持ち運び
できるかまどです。
当社独自開発の燃焼方式により、抜
群の燃焼効率を誇ります。
また、曲線を基調にしたフォルムはま
るでオブジェのようであり空間に安
らかな調和をもたらします。

その他
製品

さ

高知市

自然の恵みに包まれ 香りに癒され
る、至福のバスタイムを。
天然の海塩をベースに、自然のゆず
を刻んでパックしました。お湯を入れ
ると、ゆずのやさしい香りが浴室に広
がります。見た目にも楽しく、ゆずの
質感と香りが楽しめる入浴剤です。
保湿成分である
「ホホバオイル」
を配
合し、日中にダメージを受けた肌を、
キメの整った潤いのある肌に導きま
す。

その他
製品

YaYaパール

南国市

着せ替えパールジュエリー
冠婚葬祭のイメージがあるパール
ジュエリーに宝飾用強力マグネット
を使用することで、
カジュアルにいつ
でもどこでも簡単にデザインの違う
パールを付け替えることができま
す。パール以外の素材も豊富に選ぶ
ことができ、ご自身が所有している
パールをクリーニング、
リフォームし
て、お客様のニーズに合ったデザイ
ンに仕上げることができます。

その他
製品

株式会社わらびの

高知市

高知の一次産品勝手に応援プロジェクト
土佐手拭いから生まれた
「土佐マスク」

高知県の自慢の一次産品を描いた
土佐手拭いで作った
「土佐マスク」
。
マスク不足が深刻に報じられた頃に
「無ければ作ればいいんじゃない？」
と縫ってみたところ瞬く間に大 評
判。国内はもとより海外からも注文
が殺到し
「カラフルなマスクで気分
が明るくなった」
「紙マスクで荒れた
肌に木綿の優しさが嬉しい」
との喜
びの声が続々と届いています。

食品

株式会社浅川自然食品工業

室戸市

食品

株式会社あぐり窪川

生姜の産地高知県。その中でも生産量日本一の
四万十町産生姜を使用した辛口ジンジャーエール

「生姜好きのためのジンジャーエール」

生姜の産地高知県。そのなかでも生
産量日本一なのが四万十町です。
その四万十町産生姜を100％使用
し、生姜好きの方のために作った辛
口ジンジャーエール。日本一の名に
恥じぬよう余計なものは使わず、化
学調味料・保存料も一切使用してい
ません。さらに製造も高知県という
まさにメイドイン高知の商品です。

食品

有限会社泉利昆布海産

室戸の海洋深層水 超長期保存水
マリンゴールド10ＹＥＡＲＳ
（10年保存水）

尾崎農場

高知市

泉 利 昆 布 海 産と土 佐 清 水の老 舗
『 新谷商店 』とのコラボ商品。宗田
節の特徴である味と香りにこだわ
り、通常の宗田粉より雑味を少なく
するため、骨や皮などを取り除き削
り節をさらに燻製、微粉末すること
により力強い香りを再現。昆布と節
の旨みの相乗効果を活かした塩昆
布です。

食品

土佐ジローの卵を使用したドーナッツ
「土佐ジローのおいしいドーナッツ」

亀泉酒造株式会社
亀泉

Thumbs

Up

Works

いの町

土佐市
せるにじゅうよん

純米大吟醸原酒CEL-24火入れ
酒名の由来である高知県工業技術
センターで開発された酵母『ＣＥＬ２４』を使用した純米大吟醸原酒の
火入れバージョン。通常の火入れと
は比較にならない １秒 という短時
間でお酒を加熱し、急冷却すること
で、CEL-24酵母の最大の特徴であ
る、
フルーティな香りを損なうことな
く、生酒に劣らない品質を実現して
います。

高知県の地鶏である土佐ジローの
卵を使用した焼きドーナッツ。既存の
お菓子の卵を単純に土佐ジローに
変えただけというものではなく、土
佐ジローの卵を使用する必要のある
商品を目指しました。シンプルであ
るからこそ、素材の違いをより感じら
れます。土佐ジローを代表する商品
を目指し、
また新たな高知土産とし
てもふさわしいものを目指しました。

食品

高知市

宗田節塩昆布

高知県の地域資源である海洋深層
水を使い、
「近年多発している10年
に1度クラスの災害に対応した超長
期保存が可能で、健康効果のある
保存水を」
との顧客ニーズに応える
ため5か年計画で自社製造環境を
整備し、冠商品であるマリンゴール
ドの名に恥じない、品質の高い保存
水【マリンゴールド10ＹＥＡＲＳ】
をお
届けします。

食品

四万十町

食品

四万十うなぎ株式会社

高知県産の8つの食材を使用した完全無添加なクラフトコーラ。

高知クラフトコーラ sawachina
サ ワ チ ナ

高知県産の有機生姜、白玉糖Ⓡ、仁
淀川山椒、
ヤブニッケイ(和ハーブ)、
天日塩をベースに旬な柑橘類とス
パイスのみを組み合わせた高知の
恵みや風土が1本に詰まった完全無
添加なクラフトコーラ。高知の酢み
かん文化やネーミングの由来となっ
た皿鉢料理など、高知県ならではの
風土をsawachinaを通じて発信し
ています。

各応募企業・団体の詳細はHPでチェック！

四万十町

四万十うなぎ ちまき
すべてが四万十町生まれ、ひとつひ
とつが地元のおばちゃんの手作りで
す。
清流・四万十川での上流域四万十
町の養殖場で水にこだわって育て
た
「四万十うなぎ」
。
その
「四万十うなぎ」
と同じく清流水
で育った四万十町産の
「もち米と古
代米」
が一緒になって、おいしい
「う
なぎちまき」
ができました。
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食品

株式会社スウィーツ

南国市

食品

西山金時スウィートポテトロール

SLICK株式会社

南国市

以前は中の餡を他社に作ってもらっ
ていましたが、高知県産の食材を使
いたいと思い、
５種類それぞれの素
材をこだわり、餡を研究開発し、
自社
の餡が誕生しました。
５種類
（あずき・文旦・池川茶・しょう
が・柚子）
の和風あんこがたっぷり。
手作りのパイも自慢です。

食品

森田家 みょうが塩

匠フーズ

高知市

食品

匠の一滴

高知市

室戸海洋深層水仕込み鰹たっぷりコロッケ
「黒潮かおる、土佐の味を、一つのコ
ロッケにギュッと閉じ込めました」。
室 戸 海 洋 深 層 水と高 知 のソウル
フード鰹のコラボ、自信があるから、
何もつけずにそのままお召し上がり
ください
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有限会社デリンベイク

高知市

深海生物オオグソクムシパウダー
深海生物であるオオグソクムシをカ
リッと焼き上げパウダー状にしまし
た。
見た目はキモ悪いヤツですが、食べ
ると、口の中に高知県の青い海が広
がります。
世界の食文化を見渡しても新しい
食材は出ないといわれる昨今、室戸
の海から新食材のリリースです。

高知県産ゆず酢を使用し、醤油、本
みりん、旨味調味料、砂糖で仕上げ
たタレ、2種類。
「匠の一滴」
：
500ｃｃ、
・1000ｃｃ(海鮮丼・漬丼・天
丼・カツ丼・ざるそば、ざるうどんつ
ゆ・玉子かけ等々)
「匠の一滴 ゆず入り」
：
500ｃｃ
・1000ｃｃ(しらす丼・冷奴・焼
魚・おひたし・サラダ等々)

有限会社デリンベイク

南国市

まるで搾りたて果汁のような柚子の
香りがひろがるミスト状保湿化粧水
です。
土佐山産の柚子果皮から、水や溶
剤無添加でマイクロ波抽出された
精油
（ユズ果皮油）
と芳香蒸留水
（ユ
ズ果皮エキス）
を贅沢に配合。これ
までにない柚子そのものの自然な
香りに包まれ、さっぱりしながらも
瑞々しい肌に導きます。

醤油・本みりんを微妙調整(配合)し製造した万能タレ

食品

SLICK株式会社
柚子果皮水

高知県を代表する特産品『茗荷』の
風味豊かな薬味塩です。
低温でじっくり乾燥させた茗荷を黒
潮町産の天日手揉み塩とあわせま
した。
独特の紫色、そして辛味野菜として
の食感と風味が、お料理の食味や
色どりのアクセントになります。
お土産やご贈答にも喜ばれる商品
です。

食品

土佐町

土佐のパイまん

室戸西山台地で育てられる絶品の
金時芋
「西山金時」
を自社のオーブ
ンでじっくり焼き上げ、
うま味を引き
出した自家製ペーストで仕立てまし
た。
フレーバーやベーキングパウダー
等、添加物は一切不使用、つなぎの
小麦粉も極限まで減らし
（配合中わ
ずか２%）
「
、まるでお芋そのままを巻
き上げた」
どこにもない新しいロー
ルケーキが誕生しました。

食品

株式会社末広

食品

土佐和牛ブランド推進協議会

高知市

土佐あかうしをさらに極めた、
トサ・ルージュ・ビーフ

幻の赤身
「Tosa Rouge Beef」
高知県の特産和牛である土佐あか
うしを、日本初の赤身肉格付により
さらに厳選し、赤身肉のおいしさに
特化した新たな牛肉ブランドです。
厚切りのステーキやローストビーフ
など、塊肉での料理でさらにおいし
さが際立ちます。

食品

□□□社名
ドルチェかがみ合同会社

□□市
香南市

南国斉藤牧場のノンホモジナイズ
山地酪農牛乳ジェラート

山地酪農牛乳は、山の斜面に芝を
植え野生に近い形で牛を育てる酪
農法で、この農法を継承する牧場
は、斉藤牧場以外に日本では数例し
かありません。高知の自然で育った
生乳を、脂肪を均一化しない
（ノンホ
モジナイズ）
製法で低温殺菌した牛
乳を、その本来のおいしさをそのま
ま食べることのできるジェラートにし
てみました。

食品
活動

□□□社名
有限会社さめうらフーズ

□□市
本山町

集落活動センター汗見川とさめうらフーズの
コラボによるしその商品化・地産外商
（しそジュースやしそアイス等）

食品
活動

□□□社名
アトリエよくばり子リス

「文旦好きがこうじて」
書籍出版に引き続き、

映像作品制作
「文旦ムキムキ通信」
の発行

自他共に認める土佐文旦好きで、7年
前から高知県でデザイン事務所を運
営するかたわら、日々、土佐文旦のPR
活動や剥き方講座の開催など、土佐
文旦ムキムキライフを楽しんでいま
す。今年は、書籍「文旦好きがこうじ
て」
では表現しきれなかった文旦の魅
力を映像で発表させていただきまし
た。季刊で発行している
「文旦ムキム
キ通信」
も好評で今までに5号を発行。

食品
活動

□□□社名
株式会社相愛

□□□社名
竹虎
株式会社山岸竹材店

□□市
須崎市

「薪ストーブ用 薪」の販売を開始し
て、販売数は過去２年間で毎年２倍の
ペースで伸びている本プロジェクト
は、高知県内の未利用の森林資源
（主に広葉樹）
を地産地消・外商して
地域経済を活性化することを目的に、
高知県内の企業・団体が連携して、林
業者や障害者など、個々の特性・特徴
に合わせた働く場を創出しています。

食品
活動

□□□社名
一般社団法人土佐市観光協会

日本唯一の虎竹ボックスカート REIWA-125号

□□□社名
株式会社パンクチュアル

□□市
須崎市

半年で売り上げ２億５千万円突破！コロナ禍で困窮する
事業者さんを助ける！ECサイト
「高知かわうそ市場」

□□市
土佐市

土佐市の味をご自宅にお届けする
「土佐市まるごとお届け便」

竹虎創業125周年に合わせて高知
特産の虎斑竹で坂道レース用の車体
「REIWA-125号」
を製作。2019年8
月にスペイン・ビトリアで開催された
ボックスカートレースに参戦して特別
感謝賞
「MENCIÓN ESPECIAL」
を
受賞。同年10月には東京よみうりラ
ンド特 設 会 場 で 開 催された R E D
BULL主催のボックスカートレースに
出場してスピードとパフォーマンスを
認められ準優勝しました。

食品
活動

□□市
高知市

「薪ストーブ用 薪」
で林業関係者の所得向上と
障害者の働く場を創出。
「黒潮薪本舗プロジェクト」

本山町汗見川地域にて地域住民が
昔から育てているしそを、集落活動
センター汗見川で一次加工し、本山
町内の食品メーカーのさめうらフー
ズがしそジュースやアイスに加工
し、全国へ外商を行うという、地域と
食品企業のお互いの強みを生かし
た取り組みを行っています。

食品
活動

□□市
高知市

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受け、売上が減少した土佐市
内の地元事業者に貢献するため、
ま
た、自粛要請等により自宅で過ごす
人が増えた社会情勢も踏まえ、地域
の特産品をお得に、
なおかつ手軽に
味わえる
「土佐市お届け便」
を企画・
開発し、現在も販売しています。

食品
活動

□□□社名
一般財団法人本山町農業公社

□□市
本山町

高知のおいしい食材を伝え、美しい棚田の暮らしを支える

コロナ禍で困窮する事業者を助け
るため、須崎市マスコットキャラク
ターしんじょう君のグッズ通販サイ
トを特産品販売サイトに改修。しん
じょう君の情報発信力やライブ配信
を活用し、半年で２億５千万円の売
り上げ。日本有数の売り上げを誇
り、高知県を代表するECサイトとな
りました。

各応募企業・団体の詳細はHPでチェック！

おむすび処
「こめのみみ」

本山町の米農家の所得向上、地域
の棚田の維持に貢献する、食味日本
一になったブランド米
「土佐天空の
郷」
を１００％使い、具材も高知県産
にこだわったおむすび屋さんの展
開。
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❶

今回は、ダイジェスト版として、

スナップを交えた速報を
お知らせします。

ものづくり総合技術展の
詳細については、

令和3年2月号にて

改めて報告させていただきます。

ご出展、ご来場ありがとうございました。
令和２年11月５日（木）〜６日（金）に開催いたしました
「第９回ものづくり総合技術展」におきましては、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、日程を短縮するとともに、
ご当地グルメコーナー、一般・学生の皆様への広報を差し控
えるなど規模を縮小しての開催となりましたが、8 5 の企業・
団体の皆様にご出展いただくとともに、3 , 4 9 7人の方々にご
来場いただきました。
また、ご来場できなかった方にはオンラインものづくり総
合技術展にて、出展者情報をはじめ企業の動画集、リクルー
ト情報、高校生のものづくり作品紹介など高知のものづくり
をWebサイトにて紹介させていただいておりますので、ぜひ
ご覧ください。
<オンラインものづくり総合技術>

https://kochi-monodukuri.com/

商 談 会 をメイン に 開 催
「ものづくり総合技術展」では、「ものづくりの地産地
消」をさらに「地産外商」に積極的に進め、その成果を拡大
再生産の好循環につなげるため、今年度は 商談会 をメイン
に開催し県外から9 0 の企業にご参加いただきました。
開催期間中には多くの商談がなされるとともに、お互いの
関係が深まり県外企業の皆様にも好評を得た商談会となりま
した。
産業振興センターでは、この商談をしっかり成果につなげ
るために参加企業との連携を密にとりながらサポートを継続してまいります。
皆様には今後とも県外企業へのアプローチや同行訪問等、ぜひ産業振興センターをご活用いただ
ければと思います。
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❷

四国モノづくり合同商談会2020
in Kochi

平成22年度から四国4県の中小企業支援財団が連携し開催している四国最大の機械系ものづくり
企業の受発注商談会「四国モノづくり合同商談会2 0 2 0 i n K O C H I 」を11月5日
（木）
にセリーズ（旧
サンピアセリーズ）
で開催しました。
この商談会は、四国のものづくり企業の新規受注の拡大を図るため、例年この時期に四国4県の持
ち回りで開催しており、4県の受注企業と面談をしたい全国の発注企業をお招きし、大規模に開催して
いるものです。
部品加工などを外注する発注企業は、東は関東圏から西は九州の大分県まで47社が参加、受注
企業は四国全体で134社（うち高知県受注企業36社）の参加となり、全体で442件（うち高知県受注
企業118件）
の商談がありました。
今年は、新型コロナウイルスにより各種イベントの自粛や中止が続いており、本商談会も開催が危ぶま
れましたが、規模の縮小や感染症対策を講じ、1商談あたり15分間という限られた時間ではありました
が、対面式での商談会を開催することができました。

新型コロナウイルスの拡大に伴う経済環境の悪化により、全国的に受注量の低下、廉価等が進むな
か、中小企業支援財団が共同で行い商談機会を提供することは、受注企業の振興には必要かつ貴
重だと思っております。今後も本商談会を継続することとしており、来年度は徳島県での開催を予定して
おります。今回、残念ながらご参加いただけなかった企業様も来年度は是非、
ご参加くださいますようお
願いいたします。

参加企業の声
普段商談ができない企業と中身の濃い話ができ、後日訪問の約束までできた。
四国4県の受注企業の情報を得る良い機会となった。
希望する外注先が見つかった。
仕事が減っている中、発注案件を多くいただけた。参加してよかった。

2020.12_No.399
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オンライン商談ノウハウ取得セミナー

１0月１４日から「オンライン商談ノウハウ取得セミナー」が始まりました。
セミナーは主に「農水産物・食
品産業向け」、
「製造業（食品以外）向け」、
「機械加工・製缶等の製造、環境、素材、土木・建築事
業者向け」
と大きく3業種に対応し、令和３年２月まで全20回開催しており、各回とも１日参加することで
完結する内容となっています。機械加工・製缶等の製造、環境、素材、土木・建築事業者向けのセミ
ナーが１１月１６日に開催されましたので、
ご報告します。
セミナーでは主に、①オンライン商談の特徴と準備方法（講義＋演習）、②スマホアプリを使ったPR動
画の作成方法（実践）、③Web会議システム「ZOOM」の操作方法の実践演習（参加者持ち込みの
端末を使用）
が行われました。
オンライン商談は、Webカメラやマイク、安定した回線の準備はもちろんですが、情報収集（ニーズ調
査）や資料の作りこみなど、事前準備がより重要になります。
プライベートでSkypeやLINE通話を使った
ことのある方でも、
ビジネスシーンで「オンライン商談」を成功させるためには、
ノウハウ取得が重要になりま
す。
当セミナーではオンライン商談のマニュアルも配布されます。
さらに、
１日のノウハウ取得セミナーで習得が不安な方や、操作方法をもっとマスターしたい方向けに
「オンライン商談 トレーニングセミナー」
と
「専門家派遣による個別指導」
も別途用意されています。
バ
イヤーに「オンラインで打ち合わせがしたい」
と言われて困ってしまった方、社長に「こういう時代だからオ
ンラインの営業とかできんがか」
と言われて困ってしまった方は、
セミナー＋専門家派遣による個別指導を
活用して安心してWebミーティングに臨んではいかがでしょうか。

オ ン ラ イン 商 談 ノウ ハ ウ 取 得 セ ミナ ー
対象者 ： 高知県内企業
定 員 ： 各２０名
参加費 ： 無料
セミナープログラム ：
① オンライン商談とは？
② オンライン商談を行う上で事前に必要なこと
③ 動画を用いた産地情報、企業情報や商品情報等のPR資料作成方法
④ オンライン商談集客方法
申込ページ https://online-kochi.com/
ノウハウ取得セミナーを受講された方向けの

オンライン商談トレーニングセミナー

対象者 ： 高知県内企業
参加費 ： 無料
申込ページ https://online-kochi.com/training/

講師陣 ：ストロングポイント株式会社
有限責任監査法人トーマツグループのコンサルティング会社から独立した者で構成される企業。現在は高知・高松・松山を
メインに定額制研修サービスを多数のお客様に提供し、地方企業の人材育成に寄与している。また、営業力強化や人事制
度の構築・オペレーション改善などのコンサルティングを手がけている

※今後の各セミナーの開催予定については専用申込ページより確認のうえ、
お申し込みください。

【問い合わせ先】 令和２年度高知県オンライン商談促進事業委託業務
受託者：ストロングポイント株式会社 (お申込み・問い合わせは高松オフィスへ)
□ TEL : 087-880-8257 □ FAX：087-880-6140 (担当竹本） □ E-mail：inpro@strongpoint.co.jp
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高知家モノづくり力パワーアップセミナー
「溶接技術編」

１１月１４日
（土）
に高知高等技術学校で『高知家モノづくり力パワーアップセミナー「溶接技術編」』
を開催しました。
今年度は、高知県溶接技術コンクールで多数の優勝経験があり、
「溶接マイスター四国」に認定さ
れている株式会社SKKの石村晃久先生、第十工業株式会社の第十忍先生を講師にお招きし、県内
製造業のエンジニアと高等技術学校の生徒の１４名が参加しました。
セミナーでは、令和２年度から刷新された溶接技術
コンクールの課題について、午前中は講師による実演、
午後は受講生による練習と指導を行いました。
黒皮取り
（溶接にとりかかるまでの準備作業）では、
器具の選定方法や削り方などを丁寧に説明いただきま
した。
自分にあった条件（削りの角度や幅）
を事前に見
つけておくことや、
コンクール本番で時間内にその条件
に到達できるよう、道具の選び方や使い方を工夫するな
ど、
日頃から全国大会を想定した練習を行うよう助言を
いただきました。

講師の説明を熱心に聞く受講者の皆さん

また、先生方もコンクールで他の出場者の道具や、道具の使い方を見て参考にしたようで、
「人によっ
て見る角度や道具の持ちやすさも違う。固定観念にとらわれず、
自分にあったやり方を柔軟に探してほし
い」
と助言をいただきました。
本溶接の実演では、半自動溶接とアーク溶接との２種類の実演を行いました。溶接技術コンクール
の新課題では邪魔板により溶接を１度中断する必要があり、難易度が格段に上がっています。受講者
は、特に邪魔板部による継ぎ目のテクニックを真剣に見学していました。
午後の参加者練習では、先生方からマンツーマンで指導をいただきました。継ぎ目部分は気泡やひ
び割れが入りやすく、
きれいな溶接をするにはどうすればよいか研究し、練習をしました。
溶 接 技 術コンクール
の参加者の多くは企業
に勤めており、始業前や
定時後しか練習時間を
とれない場 合も少なくあ
りません。限られた時 間
のなかで、新しい課題に
向けて日々の研 究と練
習を重ねています。今回
のセミナー 得たヒントを
糧とし、来 年 度 のコン
クールでの活 躍や、高
知 県のものづくり力アッ
プに期待しています。

石村先生実演

第十先生実演

2020.12_No.399
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魅力 ある 働く 場づ くり をお 手伝

いし ます !

働き方改革推進支援センターです

こちら高知県

こんにちは。第８回は、2021年４月に中小企業も適用される「短時間労働者及び有期雇用労働者の
雇用管理の改善等に関する法律」の主な内容についてご紹介しますので、今一度ご確認ください。

全国社会保険労務士会連合会
「働き方改革法改正で何が変わるの？同一労働同一賃金編」
より抜粋、
高知県働き方改革推進支援センター作成

当センターでは昨年４月からスタートした働き方改革関連法の内容や実務上の対応方法のご説明
のほか、労務管理の方法や「時間外労働を削減したい」、「時間単位の年次有給休暇を考えてみた
い」、「助成金を活用したい」などのご相談を魅力ある働く場づくりコーディネーター（全員が社
会保険労務士）がお受けしています。本年度もお近くの商工会議所、商工会などでも定期的に相談
会を開催しています。同一労働同一賃金への対応セミナーも11月から開催していますのでぜひご参
加ください。
また、ワークライフバランス推進企業認証の取得を希望する企業様には、高知県働き方改革推進
支援センターのワークライフバランス推進アドバイザー（全員が社会保険労務士）がアドバイスい
たします。相談無料、秘密は厳守いたします。お気軽にご利用ください。

ご相談は→→（高知、幡多共通）

０１２０-８９９-８６９

Mail：hatarakikata@joho-kochi.or.jp 【高知県働き方改革推進支援センター】

ホームページはこちら→

【お問い合わせ】（公財）高知県産業振興センター内 高知県働き方改革推進支援センター

□〒７８１-５１０１ 高知市布師田３９９２-２ 高知県中小企業会館１階 □ 開所時間：8：30〜17：15（土日・祝日、年末年始を除く）

幡多出張所 □四万十市中村小姓町46 中村商工会館２階 □ 開所時間：8:30〜17:15（月・水・金：ただし祝日、年末年始を除く）
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Made in Kochiを全国へ

〜東京営業本部・東京事務所レポート〜

第22回ジャパンインターナショナルシーフードショーに出展しました
東京営業本部

東京事務所

外商コーディネーター 山 本 精 一 郎

今回ご報告する９月30日から10月２日に東京ビッグサイトで開催しました第22回ジャパンイ
ンターナショナルシーフードショーは、例年1,000社近い出展企業と30,000人を超える来場者が
訪れる国内有数の大規模見本市ですが、今年は感染症対策としてマスク着用など厳重な新型コ
ロナウイルス対策をとったものの、出展企業は三分の一以下の300社にとどまり、来場者も9,426
人と３割を下回る結果となりました。
今回は、例年に比べると小規模な見本市になりましたが、当県ブースにご来場いただいた
方々は目的意識のある方々ばかりで今後に繋がる可能性が高いと感じており、私ども外商コー
ディネーターが個別訪問するなどのフォローを行い成約に繋げてまいります。

出展企業名

主な出展製品

理工エンジニアリング株式会社

フィレマシン、ウロコ取り機、スライサー

株式会社コア電子

連続式スラリーアイス生成装置

株式会社コアテック

微酸性次亜塩素酸水生成装置
電解次亜水生成装置
空気除菌脱臭装置

今後

東京で開催される見本市

■ 国際雑貨EXPO

幕張メッセ

■ 震災対策技術展 横浜

パシフィコ横浜

■ 東京インターナショナル･ギフト･ショー

■ 国際ホテル・レストラン・ショー

■ 建築・建材展2021

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

2021年 1月27日(水)〜29日(金)

2021年 2月 ３日(水)〜 5日(金)

2021年 2月 ４日(木)〜 5日(金)

2021年 2月16日(火)〜19日(金)

2021年 3月 9日(火)〜12日(金)

今後も上記の出展を予定しています。新たな販路拡大をお考えの企業様は、東京営業本部
までお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】（公財）高知県産業振興センター ものづくり地産地消・外商センター 東京営業本部
東京事務所 □〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビル8階
東京営業本部
□ TEL : 03-6452-8830 □ FAX：03-6452-8831

大阪事務所 □ TEL : ０６-６２４４-７９３４

名古屋事務所 □ TEL : ０５２-６８４-４９０４

こちら→
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高知県工業技術センターだより

Industry

レト ルト 技 術 研 修 を 開 催 し ま し た

Technology

＜食 品 開 発 課＞

工業技術センターでは、事業者のみなさまが品質管理、技術開発や製品開発等に活用できるように分析機
器、計測機器や加工機器の利用開放を行っています。
（ 機器の使用には使用料が必要です）
昨年度導入した「小型調理殺菌装置」について、農水産加工品の試作開発の技術研修を行いました。
この
研修は常温流通長期保存食品の開発に興味のある食品製造事業者を対象に、
（ 1）基礎編、
（ 2）実践編の
二回に分けて開催しました。研修の様子をご紹介します。

基礎編

レトルト食品の品質や製造に必要な
施設、装置、衛生管理及び容器など

実 践 編：座 学

レトルト食品の製造プロセス、
包装システム、殺菌方法など

１ ． 基

実 践 編：実 習

レトルト食品の包装について

礎

実 践 編：実 習

小型調理殺菌装置の操作説明

編

（1）安全・安心な容器詰加熱殺菌食品に必要なこと
（公社）
日本缶詰びん詰レトルト食品協会研究所 山崎氏
レトルト食品、缶詰、
びん詰など容器加熱殺菌食品は常温保管であるにもかかわらず、他の加工食品に
比べて賞味期限が長期間となっています。長期間の賞味期限（貯蔵）中の変化、容器詰食品のクレーム
事例の原因や対策などについてご説明いただきました。
（2）容器詰加熱殺菌食品の製造と容器について
（公社）
日本缶詰びん詰レトルト食品協会研究所 川崎氏
レトルト食品、缶詰、
びん詰はいずれも容器に食品を詰めて密封し、加熱殺菌するという共通の方法で製
造されています。
これらの基本的な製造方法、
良質で安全な製品を製造するのに必要な施設、装置、衛生
管理及び容器についてご説明いただきました。

２ ． 実

践

編
東洋食品工業短期大学

宮尾氏

（1）
レトルト食品の基礎知識と製品開発のポイント
レトルト食品の基礎知識、
レトルト殺菌による栄養と品質の変化、
レトルト食品の製造プロセス、
レトルト食品
の包装システム、
レトルト食品の殺菌方法についてご説明いただきました。

（2）
レトルト釜を使用した実習
高知県産のシイラを材料にしたレトルトカレーの試作、包材試験、
レトルト殺菌機での殺菌・芯温測定を行
いました。
レトルト食品の開発に関する研修は今年度中の開催はありませんが、
レトルト食品に関する技術相談は随時受
け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
▶研修に関するお問い合わせは、工業技術センター食品開発課（088-846-1652）
まで

【お問い合わせ】

高知県工業技術センター

お気軽にお問い合わせください。受付時間［平日 8：30 〜 17：15]

Kochi Prefectural Industrial Technology Center

最新情報はホームページをご覧ください。

HP［https://www.pref.kochi.lg.jp/itc/］ Mail［151405@ken.pref.kochi.lg.jp］
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088-846-1111
メール送信に
ご利用ください。

電 子 印 鑑 を 作 成して み よう

パソコンを
快適に使おう

最近、押印は無くす傾向にあります。今回はその動向に少し反しますが、
電子印鑑について記述したいと思います。電子印鑑は電子媒体上での確
認のためには便利なものです。
フリーソフトで作成していこうと思います。回
覧板などに利用してください。
以下の４段階で作成していきます。

１

電子印鑑を作成する
フリーソフトクリックスタンパー1 . 5 . 0 . 0を使用して電 子印 鑑を作 成します。
右記のように簡 単に作 成できます。
作成した印 鑑を「ファイル（ F ）」で保 存してください。
詳細 URL：https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se494373.html

２

トリミングする

ペイント３Dでトリミング

ペイント３Dやペイントを使用して電 子印 鑑
をトリミングします。
（印鑑の白い部 分を取り除きます）

３

透過化する

変換した印影は保存してください

印鑑らしく見せるために印 鑑を透 過させます。
Web上の画 像ファイル変 換ソフトで画 像を透 過することができます。
詳細 URL : https://www.peko-step.com/tool/alphachannel.html
４

押印する
上 記 で 作 成した 印 鑑 は

スタンプとして登録します

例）押印した場合

E x c e lやW o r d 文 書でも押
印することはできますが 誤っ
て削 除される危 険 性があり
ます 。そこで 今 回 は 一 旦
P D Fファイルにした後 、押 印
する例も挙げておきます。
Acrob a t R e a d e rには、

作成した電子印鑑は
何にでも使用することが出来ます。
このように透過する印鑑になります。

電 子 印 鑑という機 能 があり
ます。
この 電 子 印 鑑 機 能に
はオリジナルの 電 子 印 鑑を
作 成するという機 能がありま
す。
この 場 合 は 作 成した 印
影をP D Fファイルで用 意し
なければなりません。
トリミン
グしたデータをP D Fにしてく
ださい。

このように印鑑を登録することが
出来ます。これだと
「編集モード」
での
操作なので誤った操作をある程度
防ぐことが出来ます。

詳細については
Acrobat Readerのヘルプなどを
参照してください。
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ヒトが育てば、 企業が育つ！

高知県の人材確保 最前線

東京と大阪のUIターン
相談窓口をご紹介します！
高知県移住促進・人材確保センターは、高知県
へのUIターンを希望する方に、求人サイト
「高知求
人ネット」を活用して県内企業の情報を発信すると
ともに、高知、東京、大阪の相談員が県内企業との
マッチングをお手伝いしています。

東京オフィス

通り

内幸町ダイビル8F

商 談 活 動に加え、人 材 採用にもご活

第一ホテル
東京

東京オフィス

新橋駅

ニュー
新橋ビル

用ください。

新橋駅

スを確保していますので、首都圏での

東京電力
本店

内幸町ダイビル

外堀

都営
三田
線

また、
オフィスには常設の相談スペー

日比谷
シティー

内幸
町駅

など体制を強化しました。

東京オフィス

日比谷公園

ンター東京営業本部と同じフロアに移
転し、相談員を2名から4名に増員する

日比
谷通
り

今 年 1月から、高 知 県 産 業 振 興セ

地下

鉄銀

座線

TEL 03-6206-1707
（月〜金 10：00〜17：00）
住所 東京都千代田区
内幸町1丁目3-3
内幸町ダイビル8階
アクセス ＪＲ
・東京メトロ
「新橋駅」
徒歩5分

大阪オフィス

大阪オフィス

高 知 県 大 阪 事 務 所 内に1 名の相

TEL 090-6887-9774
（月〜金 9：00〜17：00）
住所 大阪府大阪市中央区
本町2丁目6-8
センバセントラルビル1階
高知県大阪事務所内
アクセス 大阪メトロ
「堺筋本町駅」
徒歩2分、
「本町駅」
徒歩5分

談員が常 駐し、U Iターン相 談から関
西圏の大学生等の就職相談まで、幅
広く活動しています。
また、高知スタッフが定期的に出張

センバセントラルビル1階

大阪オフィス

し、個別相談会を開催するなど、関西
圏での取り組みも強化しています。

UIターン希望者へのアプローチ
県内企業の皆様にご紹介する人材は、
センター

ンラインを活用したアプローチを強化しています。

のキャリアコンサルタントが事前に面談等を行い、
そ

U Iターン希 望 者との随 時に行う個 別 面 談に加

の方の経験や希望条件を確認するなど、
ミスマッチ

え、都市部での「相談イベント」を定期的に開催しな

の解消に努めています。

がら、県内企業の皆様の人材採用をサポートしてい

コロナ禍で都市部の方の地方への関心が高まっ
ていますので、
これまで以上に県内企業の情報が伝

ます。人材を雇い入れたい事業者の皆様、ぜひ、当
センターにご相談ください。

わるよう、UIターン希望者に対して、電話・メール・オ

【お問い合わせ】 一般社団法人

高知県移住促進・人材確保センター

□ 〒780-0870 高知市本町4-1-32 こうち勤労センター５階 □ TEL : 088-855-6648（代表）
□ メール：jinzai@iju-jinzai.kochi.jp
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o
区

H

P

分

補 助 金
（公募予定）

l

a

T

F

o

受付期間

12月〜1月予定

分

日

r

m

名

I

N

F

O

名

M

称

A

T

内

I

O

N

容

県内中小企業者の事業戦略等の
実現化を図るため、展示会出展
による販路開拓の取り組みに係
る費用の一部を補助。

こうち産業振興基金等事業
令和2年度事業戦略等推進事業費
補助金5次募集
（販路開拓事業）

時

R

称

場

所

オンライン開催

セミナ ー

１月20日(水)
13:30〜16:00

行事予定表

区

o

公募予定表

J

※新型コロナウイルスの状況が
緩和されれば下記会場にて開
催します。変更となる場合
は、ホームページ・メールで
ご案内させていただきます。

IT・インターネット活用セミナー
「よなよなエール流ファンとの
絆づくりと組織づくり」

ぢばさんセンター２階
研修室１

【お問い合わせ】 高知県産業振興センター

０８８-８４５-６６００

セミナーなどは事前に申し込みが必要です。
受付方法やその他の詳細については、お問
い合わせください。

公益財団法人 高知県産業振興センター

賛助会員＆広告募集
中小企業支援機関（公財）高知県産業振興センターでは、
賛助会員の皆さまに様々なサービスを企画し、役立つ情報を
提供しています。
年会費は１口１万円で企業・団体・個人等どなたでもご入
会いただけます。
ぜひご利用いただき、経営の向上にお役立てください。
また有料広告の掲載についても随時募集しております。

賛助会員の皆さまにご利用いただける主なサービス
月刊情報誌「情報プラットフォーム」の無料配布
「情報プラットフォーム」での商品、製品、サービス紹介
ＤＶＤの貸出
施設利用料金の割引
ＩＴ１１０番
セミナーの開催
企業情報検索
お 問い 合わせ

「情報プラットフォーム」有料広告欄の費用を割引
〈通常〉裏表紙A4

1頁（県内・原版あり）
￥40,000

⇒ 《賛助会員》なら ￥20,000

〈通常〉中面A4

1頁（県内・原版あり）
￥35,000

⇒ 《賛助会員》なら ￥1 8,000

(公財)高知県産業振興センター

賛助会員担当

TEL ０８８-８４５-６６００ FAX 088-846-2556
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