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令和２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、令和２年２月 28 日～３月５日の間に公募しました、令和２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、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 

・事業戦略等推進事業 

・海外販路開拓支援事業 

 

２ 公募期間 

  令和２年２月 28 日～令和２年３月５日 

 

３ 採択事業者一覧（別紙のとおり） 

  全 79 件   交付決定総額  101,665 千円 

 

 

 

 

 

 【お問合せ】 
公益財団法人高知県産業振興センター 
経営支援部 経営支援課 担当：小松 
TEL088-845-6600 FAX088-846-2556 

 



◇事業戦略等推進事業（補助率１/２以内、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 株式会社アースエイド 須崎市 ネットメディア広告による新商品の認知度向上及びネット販売の拡大

2 有限会社アクアシステム 高知市 自社新製品の試作機開発及び海外展示会出展による販路拡大

3 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アンケートによる顧客満足度の向上、人材育成の取り
組み

4 株式会社浅川自然食品工業 室戸市 展示会出展による長期備蓄水の市場開拓及び販路拡大

5 株式会社アミノエース 高知市 新商品「イタドリ茶葉」のブラッシュアップ及び展示会出展による認知度向上

6 荒川電工株式会社 高知市 展示会出展による製品の認知度向上及び販路開拓

7 池川木材工業有限会社 仁淀川町 付加価値の高い新商品の開発、展示会出展による販路拡大及び人材養成

8 有限会社特選呉服いしはら 高知市 WEB広告及びパンフレット刷新による販路開拓

9 株式会社石禮工業 高知市 展示会出展による製品認知度の向上と販路拡大

10 インタレスト・プロダクション 南国市 防災関連の新商品開発及び展示会出展による販路拡大

11 株式会社エコアス馬路村 馬路村 新規顧客獲得のためのネット広告の取り組み

12 株式会社エスエス 日高村 ネコ砂の技術を活かした新商品の開発

13 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

14 株式会社オガサ製工 高知市 HPやPR動画、パンフレットの制作による認知度向上及び人材確保の取り組み

15 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

16 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

17 有限会社門平工務店 高知市 リノベーション事業のPR強化による販路拡大及び技術研修による人材養成

18 株式会社上町池澤 高知市 新商品開発による県外販路の拡大

19 株式会社KINP 南国市 新商品開発の開発及び展示会出展等による販路開拓

20 株式会社グラッツェミーレ 高知市 国内外の展示会出展及び海外用HP作成による販路開拓

21 グレイジア株式会社 高知市
土佐刃物展開に向けたインバウンド市場の調査、商品開発、HP等制作による販路拡大及び
人材養成

22 株式会社黒潮町缶詰製作所 黒潮町 製造等の新技術調査、新商品開発、展示会出展による販路拡大及び人材養成

23 株式会社KTK 香南市 HP刷新等による新規顧客獲得及び社員の研修受講による人材育成

24 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、商品開発及び展示会出展等による販路開拓

25 株式会社コアテック 高知市 展示会出展による新製品のPR及び販路拡大

26 高知機型工業株式会社 香南市 HPやパンフレット等の刷新による新市場の顧客獲得及び人材確保の取り組み

27 高知県食品外販協同組合 高知市 高知県産品の商流の効率化及び展示会出展による販路拡大

28 株式会社コスモ工房 高知市 竹の新商品開発及び展示会出展による新規販路開拓

29 株式会社四国ネット いの町 展示会出展による自社開発の新法面保護工法の認知度向上及び販路開拓

30 株式会社島産業 高知市 展示会出展による自社防災製品のPR及び販路拡大

31 四万十うなぎ株式会社 四万十町 HPの刷新、PR動画の制作及びWEB広告の実施による販路開拓

32 株式会社StoryCrew 南国市 HP刷新等によるイナカデリコの販路拡大及び人材養成・人材確保の取り組み

33 株式会社相愛 高知市 地質ボーリングの新技術開発及び地質調査の技術者育成

34 有限会社創友 高知市 幼児用視力検査機器の販路拡大に向けた認知度向上の取り組み

35 大紀商事株式会社 高知市 HPの刷新及び展示会出展による自社製品の販路拡大

36 株式会社タナカショク 高知市 新商品の開発及び国内外の展示会出展による新たな販路開拓

37 ツカサ重機株式会社 高知市 展示会出展による船舶用クレーンの認知度向上及び販路拡大

38 株式会社ツボイ 仁淀川町 キクラゲの新商品開発及び展示会出展やHP刷新等による販路開拓

39 テクノヒロセ株式会社 日高村 セミナー受講によるマネジメント力の強化と人材確保の取り組み

40 株式会社特殊製鋼所 高知市 技術研修等への参加による人材養成の取り組み

41 株式会社土佐組子 高知市 新商品開発及び展示会出展による販路開拓、人材確保のためのHP等刷新

42 有限会社土佐通信 土佐市 新商品開発、展示会出展による販路開拓及び人材養成



43 土佐和紙　井上手漉き工房 土佐市 国内外のニーズ調査及び研修会参加による人材養成

44 株式会社トラスト建設 高知市 認知度向上のための動画広告の実施と人材確保のためのHP刷新

45 内外典具帖紙株式会社 いの町 特殊な和紙を使った新商品開発及び展示会出展による販路拡大

46 株式会社なかよしライブラリー 香美市 県産木材を使った新商品の開発及び展示会開催による販路拡大

47 有限会社新谷商店 土佐清水市 だしソムリエ１級の知識を活かした新商品開発及び展示会出展による販路拡大

48 西川建設株式会社 いの町 観光客への効果的な情報発信のためのHP及びパンフレットのリニューアル

49 株式会社西宮産業 高知市 新商品の開発及び展示会出展による販路拡大

50 ニヨド印刷株式会社 いの町 展示会出展によるオリジナル製品の販路拡大

51 株式会社のびる 高知市 CMやWEB広告等による認知度向上及び研修によるリーダー人材の育成

52 株式会社ハート 高知市 パッケージデザイン及びHPのリニューアルによる認知度向上の取り組み

53 有限会社パッケージ高知 南国市 展示会での新規市場調査及び社員の研修受講による人材育成

54 株式会社光テック 高知市 HP刷新による新規受注獲得

55 有限会社菱田ベーカリー 宿毛市 「羊羹ぱん」に次ぐ新商品の市場調査及び展示会出展による販路拡大

56 ひだか和紙有限会社 日高村 新規海外市場の動向調査及び展示会出展による海外販路の拡大

57 廣瀬製紙株式会社 土佐市 新規素材を用いたナノファイバーマスクの商品開発

58 株式会社フードプラン 仁淀川町 展示会出展やCMによる自社ブランド商品の販路拡大及び人材育成の取り組み

59 穂岐山刃物株式会社 香美市 新商品開発及び海外展示会出展による販路拡大と認知度向上

60 株式会社マシュール 宿毛市 防災関連の新商品開発及び販路拡大・売り上げアップを実現するための広報活動

61 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展示会出展やHP刷新による新規販
路開拓

62 有限会社見元園芸 高知市 自社オリジナル花苗商品のさらなる開発と展示会出展による販路開拓

63 本山印刷株式会社 高知市 海外、首都圏のBtoB販路開拓、高付加価値商品の開発及び人材養成

64 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

65 八千萬ず 高知市 高知県産食材を使った商品開発及び産業財産権の取得

66 YAMAKIN株式会社 香南市 自社製品の販路拡大に向けた展示会出展及びPRセミナーの開催

67 株式会社山崎技研 香美市 展示会出展による新商品のPRと国内外の新規顧客獲得

68 有限会社山本かまぼこ店 室戸市 付加価値の高い新商品の開発、展示会出展による販路拡大及び海外市場の調査

69 株式会社ユーチカ 奈半利町 展示会出展によるステンレスすのこ等の主力商品の販路拡大

70 理工エンジニアリング株式会社 高知市 展示会出展や広告宣伝によるフィレマシンの新商品の販路拡大

71 株式会社和田機械 高知市 新商品導入に向けた新技術や市場動向等の市場調査

今回の交付決定額： 96,466千円

◇海外販路開拓支援事業（助成率１/２以内、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 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2020(香港・11/11〜11/13)

2 井上石灰工業株式会社 南国市
①サブコン展示会（タイ・5/13～5/16）
②AgriTec　Vietnam展示会（ベトナム・6/10～6/14）
③METALEX展示会への出展（タイ・11/18～11/21）

3 機能素材株式会社 高知市
①台湾文博会2020（台湾・開催時期未定）
②第30回 中国華東輸出入商品交易会（上海・開催時期未定）

4 株式会社四万十ドラマ 四万十町 ミラノサローネ・デザインウィーク2020(イタリア・ミラノ・6/16〜6/21)

5 酔鯨酒造株式会社 高知市 第27回 New York Mutual Tradingレストランショー（ニューヨーク・開催時期未定）

6 土佐鶴酒造株式会社 安田町
①令和２年度土佐酒輸出促進事業（パリ・5/25〜5/26）
②Wismettac Asian Foods 2020日本酒試飲会（ニューヨーク・ロサンゼルス・8/29・9/12）

7 有限会社濵川商店 田野町

①パリ・ロンドン土佐酒プロモーション（パリ・ロンドン・5/25〜5/26）
②SAKE FESTIVAL SINGAPORE 2020（シンガポール・6/27）
③シンガポール・タイ展示会（シンガポール・タイ・８月予定）
④ SAKE FESTIVAL MALAYSIA 2020（マレーシア・９月予定）

8 和光製紙株式会社 いの町
①SUBCON THAILAND2020（タイ・5/13〜5/16）
② METALEX2020（タイ・11/18〜11/21）

今回の交付決定額： 5,199千円

申請 71件、採択71件

申請 ８件、採択 ８件


