
平成 31年 4月 1日 

 

 

 

 

平成 31年度「こうち産業振興基金等事業」1次募集 

採択事業者の決定について（お知らせ） 

 

（公財）高知県産業振興センターでは、平成３1 年 2 月 21 日～3 月 4 日の間に公募しました、平成 31 年

度「こうち産業振興基金等事業」の採択事業者を別紙のとおり決定しました。 

補助対象とした事業は、経営革新計画及び事業戦略等の実現化を図る取り組みや、県外及び海外の展

示会等への出展をとおして販路開拓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 

・経営革新等支援事業 

・販路開拓支援事業（海外展示会出展事業、国内展示会出展事業） 

 

２ 公募期間 

  平成 31年 2月 21日～平成 31年 3月 4日 

 

３ 採択事業者一覧（別紙のとおり） 

  全 64件   交付決定総額  71,976千円 

 

 

 

 

 

 
【お問合せ】 

公益財団法人高知県産業振興センター 

担当：尾﨑 

TEL088-845-6600 FAX088-846-2556 

 



◇経営革新等支援事業（補助率１/２、補助限度額２，０００千円）

事業内容：新分野への進出や新技術及び新製品の開発、販路開拓などによる事業戦略や経営革新計画等の実現を図る取り組みの支援

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 株式会社アミノエース 高知市 いたどりの新商品開発及び販路開拓

2 荒川電工株式会社 高知市 製品ＰＲによる認知度向上及び販路開拓

3 株式会社オフィスパートナー 高知市 高知大学生と県内中小企業のマッチング支援事業の周知及び利用促進

4 株式会社垣内 南国市 新製品を加えたシリーズ製品展開による販路開拓

5 有限会社華珍園 高知市 新店舗出店等に向けたコンセプト設計及び新商品開発に伴うロゴ・パッケージ等の開発

6 株式会社鰹船 高知市 新商品開発のための市場調査及び販路開拓に向けた広報活動

7 株式会社KINP 南国市 新製品ミツバチ保護装置の開発に向けた市場調査及び販路開拓

8 株式会社シースリーホールディングス 高知市 簡易宿泊所のPR及びインバウンド対策、及び顧客満足度向上のための研修実施

9 株式会社アクトワン 四万十町 新事業展開におけるメニュー開発及びHPによる広報活動、人材育成

10 株式会社岩や 越知町 自社商品ＰＲによる販路開拓

11 株式会社黒潮町缶詰製作所 黒潮町 新商品開発に向けた取り組み及び販路開拓

12 株式会社フードプラン 仁淀川町 自社ブランド商品及び新商品の販路開拓

13 株式会社泉井鐵工所 室戸市 マグロ延縄用漁撈機械の更なる販路拡大と生産管理体制の強化

14 有限会社須藤鉄工所 田野町 顧客ニーズに応じた商品開発及び販路開拓

15 ツカサ重機株式会社 高知市 販路拡大のための市場調査の実施及びカタログ・HP等の刷新

16 大紀商事株式会社 高知市 展示会への出展と合せた効果的な商品PRを実施し販路拡大を図る

17 株式会社和田機械 高知市 カタログ・ホームページの刷新による販路拡大

18 株式会社特殊製鋼所 高知市 多方面からの受注拡大に向けた取り組み

19 内外典具帖紙株式会社 いの町 新商品開発及び展示会への出展等による販路拡大

20 株式会社のびる 高知市 新事業PRにむけた広報活動の実施及び販路拡大

21 株式会社タナカショク 高知市 既存商品パッケージ改良及び新商品の開発を行い、新たな販路開拓を図る

22 株式会社mimoto 高知市 高級ウェットタオル市場における自社商品のブランド化と新規参入対策

23 株式会社浅川自然食品工業 室戸市 新商品開発及び販路拡大

24 有限会社特選呉服いしはら 高知市 土佐和紙を原料とした新商品開発及び販路開拓

25 エフコン株式会社 南国市 新製品等の市場開拓に向けた市場調査及び販路開拓

26 有限会社門平工務店 高知市 リノベーション事業のPR強化及び販路拡大

27 有限会社カワサキマシン 南国市 新商品開発のための市場調査及び及び顧客ニーズに応じた商品開発及びPR

28 株式会社グラッツェミーレ 高知市 新商品開発及び展示会出展による販路開拓

29 株式会社ケンセン35 高知市 新商品開発に向けたニーズ調査及び商品開発、販路開拓

30 株式会社コアテック 南国市 中国から中東にかけての販路確保に向けた市場調査

31 株式会社西原鉄工所 土佐市 販路開拓に向けた東南アジア市場調査

32 株式会社サンライズクリーニング 高知市 サービスPR強化による販路拡大に向けた取り組み

33 四万十生産有限会社 四万十町 商品改良及び新商品開発により大都市圏への販路拡大を図る

34 テクノヒロセ株式会社 日高村 新素材を使った商品開発に向けた取り組み

35 株式会社土佐組子 高知市 新商品開発及び販路開拓

36 有限会社土佐通信 土佐市 新商品開発、販路開拓及び人材養成

37 株式会社土佐洋 須崎市 まぐろのプロ集団「いちばん船」のブランド確立に向けた取り組み

38 有限会社戸田商行 土佐市 新商品の開発による販路拡大及び展示会出展による新規販路開拓

39 ニヨド印刷株式会社 いの町 オリジナル製品の販路拡大

40 廣瀬製紙株式会社 土佐市 市場ニーズに合わせた2次電池セパレータの商品開発及び断熱材の新たな製造方法の確立



41 フソー化成株式会社 日高村 業務効率化に向けた社員研修の実施

42 穂岐山刃物株式会社 香美市 新商品開発及び販路拡大・認知度向上

43 株式会社マシュール 宿毛市 よさこい衣装と防災関連製品の販路拡大・売り上げアップを実現するための広報活動

44 溝渕林産興業株式会社 南国市 木製新製品の開発・販路拡大を行い高知県木材の需要拡大に繋げる

45 本山印刷株式会社 高知市 海外、首都圏のBtoB販路開拓と高付加価値商品の開発

46 株式会社モリサ 土佐市 新柄作成に向けた試作開発、展示会等出展による販路開拓及び人材育成

47 YAMAKIN株式会社 香南市 自社製品の販路拡大に向けたPRセミナーの開催

今回の交付決定額： 63,803千円

◇販路開拓支援事業（海外展示会出展事業（助成率１/２、助成限度額１，０００千円）

事業内容：海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 OUTER KOCHI 高知市
JAPAN EXPO(7/4～7/7）
HYPER JAPAN(11月）
台北国際動漫節（2月）

2 株式会社アメニティコーポレーション 高知市 コスモプロフアジア2019・香港（11/13～11/15）

3 株式会社岡林農園 越知町
GOOD FOOD&WINE SHOW2019（5/31～6/2）
Food&Hotel Indonesia 2019（7/24～7/27）
インドネシア高知県産品プロモーション事業（7/29）

4 興洋フリーズ株式会社 高知市
THAIFEX2019（5/28～6/1）
VIETFISH2019（8/29～8/31）

5 酔鯨酒造株式会社 高知市
SEOUL SAKE FESTIVAL 2019（7/6～7/7）
第26回New York Mutual Tradingレストランショー（9/21）
第31回LA  Mutual Tradhing レストランショー（9/28）

6 土佐酒造株式会社 土佐町
2019年パリ　ポルテ・デュ・ショコラ（10/30～11/3）
2019年ロンドンハイパージャパンフェスティバル（11/15～11/17）

7 土佐鶴酒造株式会社 安田町
高知県食材賞味会in上海（6/20～6/22）
2019年WISMETTAC ASIAN FOODS試飲会（7/27）

8 有限会社濵川商店 田野町

SAKE FESTIVAL SINGAPORE2019(6/22)
SEOUL SAKE FESTIVAL 2019(7/6)
シンガポール・タイ展示会（8月予定）
フランス・イギリス展示会（9月予定）

9 穂岐山刃物株式会社 香美市 第31回Japanese Food and Restaurant EXPO（9/28）

今回の交付決定額： 6,213千円

◇販路開拓支援事業（国内展示会出展事業）（助成率１/２～１／４、助成限度額３００千円）

事業内容：県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 有限会社上田微生物 須崎市
インテリアライフスタイル東京2019（7/17～7/19）
第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2020（2/5～2/7）

2 ケンシヨー食品株式会社 高知市

フードソリューションズフェア（7/4～7/5）
日本アクセス秋季フードコンベンション2019（7月）
第２回土佐の宴名古屋（10月）
旭食品フーデム2019（1月）

3 高知ケンベイ株式会社 高知市
第22回ファベックス2019（4/17～4/19）
土佐っておいしい食の商談会（10/30）
土佐の宴　名古屋（11/11）

4 有限会社高知アイス いの町 第3回”日本の食品”輸出EXPO（11/27～11/29）

5 四国情報管理センター株式会社 高知市 地方自治情報化推進フェア2019（10/10～10/11）

6 有限会社竹内商店 土佐市
第21回ジャパンインターナショナルシーフードショー（8/21～8/23）
第54回スーパーマーケットトレードショー2020（2/12～2/14）

7 有限会社濵川商店 田野町

ディオニーほんまもん試飲会（5/15）
今仲酒店銘酒探求（5月予定）
久保山酒店地酒クルーズ（8月予定）
大星岡村名酒フォーラム2019秋（9/11）
秋田屋グループ展示商談会（9月予定）
花山きき酒会東京・大阪　秋（10月予定）
花山きき酒会東京　春（3月予定）

8 有限会社浜吉ヤ 土佐市
第21回ジャパンインターナショナルシーフードショー（8/21～8/32）
第54回スーパーマーケットトレードショー2020（2/12～2/14）

今回の交付決定額： 1,960千円

申請 48件、採択47件

申請 9件、採択9件

申請 8件、採択 8件


