
令和３年６月２８日 

 

 

 

令和３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３年３月３１日～５月１３日の間に公募しました、令和３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であり、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（通常枠） 

・事業戦略等推進事業（新型コロナウイルス感染症対策特別枠） 

 

２ 公募期間 

  令和３年３月３１日～令和３年５月１３日 

 

３ 採択事業者一覧（別紙のとおり） 

 ・事業戦略等推進事業（通常枠） 全 51件   交付決定総額  74,626千円 

 ・事業戦略等推進事業（新型コロナウイルス感染症対策特別枠） 全 28件 交付決定総額  28,849千円 

 

 

 

 

 

 
【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：濵田、野口 

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 ECサイト作成や展示会出展等による販売開拓、機能性に関する成分分析

2 株式会社アクトワン 四万十町 M＆Aに向けた情報収集と人事考課制度の策定・導入

3 株式会社浅川自然食品工業 室戸市 長期備蓄水市場開拓と拡販の強化

4 井上ワイナリー株式会社 南国市
ワインショップのグランドオープンに向けワイン愛好家、会員以外の新規顧客獲得に向けた動画・パン
フレット作成等

5 ウシオ製作所株式会社 南国市 食品製造業者、飲食業者の人手不足を飛躍的に克服する製品開発

6 株式会社エスエス 日高村 ネコ砂の新製品「高知県産生姜とヒノキの香り立つネコ砂」の開発による新規販路の開拓

7 一般社団法人エンジェルガーデン南国 南国市 ギフト商品の開発、自社通販サイトの改善による販路拡大

8 株式会社オガサ製工 高知市 付加価値の高い屋根材の新商品開発

9 関西仮設株式会社 土佐市 業界向けのプレゼンテーション及び展示会出展による商品広報活動

10 機能素材株式会社 高知市 展示会出展、皮膚貼付用粘着シートの開発

11 株式会社キヨトウ 香南市 展示会出展・商談会参加による県外販路拡大

12 株式会社KINP 南国市 スズメバチ用忌避スプレー剤の製品改良及び展示会出展とHPの改良による販路拡大

13 株式会社グラッツェミーレ 高知市 HPリニューアルによる販路開拓及び生産性向上に向けたISO22000の取得

14 有限会社クリエイト・テーマ 香南市 足踏み式みかんコンテナ運搬台車の開発

15 株式会社黒潮町缶詰製作所 黒潮町 アレルギー疾患者向けのフリーペーパー作成及び自社ECサイトの再構築、人材育成講習会の受講

16 株式会社KTK 香南市 後継者並びに従業員の育成及び人材確保

17 株式会社ケンセン35 高知市 宝石珊瑚と異素材を組み合わせた数珠の商品開発及び展示会出展による販路拡大

18 高知県食品外販協同組合 高知市 県産品を活用した商品開発と県外市場への販路拡大

19 株式会社コスモ工房 高知市 新たに縞模様の竹集成材を開発し、新分野進出、新市場の開拓を行う

20 有限会社スリーエスカンパニー 高知市 新規事業立ち上げによる集客のための広告宣伝（テレビ・ラジオ・動画作成等）の実施

21 株式会社相愛 高知市 地質ボーリング現場作業の効率化や短工期化を図るための新商品開発

22 大紀商事株式会社 高知市 自社ブランド商品による新規販路開拓

23 有限会社大協工産 南国市 自社製品のPR動画の作成、総合カタログのリニューアル

24 高須工業株式会社 南国市 生産性の向上を実現するための知識・ノウハウの習得

25 株式会社タナカショク 高知市 新市場開拓のための国内外の展示会出展

26 株式会社近澤製紙所 いの町 自社製品（メディパシリーズ等）のPRのための展示会出展及び自社HPの更新

27 ツカサ重機株式会社 高知市 船舶用クレーンの販路拡大、研修による人事考課者への養成

28 テクノヒロセ株式会社 日高村 マネジメント力強化のための研修受講

29 株式会社特殊製鋼所 高知市 動画作成、素形材技術研修への参加、クレーンデリック運転士免許資格取得

30 株式会社土佐組子 高知市 企業ブランディング、新規マーケット開拓のための展示会出展、技術継承のための人員確保

31 有限会社土佐通信 土佐市 県外展示会の出展・小型移動式クレーン資格講習・窯元で素焼き型枠増産

32 株式会社土佐テック 南国市 木質ペレット製造装置の改良

33 株式会社土佐農機 土佐市 販路拡大のためのHPの充実と見本市への出展

34 株式会社トラスト建設 高知市 高性能（高断熱・高気密）住宅を提供するための動画作成やHP改良及び広告宣伝活動

35 内外典具帖紙株式会社 いの町 新商品を開発し、展示会への出展とHPの改良による販路拡大

36 株式会社西宮産業 高知市 新たな素材を活用した新製品の開発及び展示会出展による販路拡大



37 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受託製造拡大

38 株式会社フードプラン 仁淀川町 スポットCMの実施および野菜ソムリエ講座と食育インストラクター養成講座の受講

39 フソー化成株式会社 日高村 生産性向上に向けた3S活動の推進活動

40 穂岐山刃物株式会社 香美市 高付加価値の新商品開発及び展示会出展による販路拡大

41 株式会社マシュール 宿毛市 防災関連製品の販路拡大・売上アップを実現するための広報活動

42 株式会社丸昇農材 須崎市 販路拡大のための展示会出展

43 有限会社見元園芸 高知市 オリジナル商品を開発し、展示会出展、研修参加、PR動画作成

44 本山印刷株式会社 高知市 近畿圏開催の展示会出展及び店舗スタッフの接客、売上管理等の研修

45 株式会社モリサ 土佐市 新柄作成と脱プラを目指した新製品の試作開発、展示会出展及び人材育成

46 有限会社山本かまぼこ店 室戸市 自社の強みを活かした高付加価値商品の開発と県内外及び海外の販路拡大

47 株式会社ユーチカ 奈半利町 豚舎用ステンレスすのこの新商品開発及び展示会出展による販路拡大

48 有限会社横川鉄工所 高知市 新製品開発のための知的財産権確保に係る弁護士への依頼費用

49 理工エンジニアリング株式会社 高知市 展示会出展及びHPなどと連動した新製品の広告宣伝活動

今回の交付決定額： ６０，４４５千円

◇事業戦略等推進事業（補助率１/２以内、補助限度額１２，０００千円）

事業内容：製品企画書に基づく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 株式会社オサシ・テクノス 高知市 高精度・小型軽量・省電力の新型計測記録装置の開発

2 廣瀬製紙株式会社 土佐市 マネジメント力強化のための研修受講、分離膜支持体新商品開発

今回の交付決定額： １４，１８１千円

申請 50件、採択49件

申請 ２件、採択 ２件



◇事業戦略等推進事業　新型コロナウイルス感染症対策特別枠（補助率１/２以内、補助限度額２，０００千円）

事業内容：新型コロナウイルス感染症の影響下において、県内の中小企業者等が販路開拓や人材確保により事業戦略、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 株式会社イーキューブプラス 高知市 PR動画、ホームページ写真のリニューアル

2 株式会社イータスインザルーム 高知市 自社製品のPR動画作成、ホームページのリニューアル

3 池川木材工業有限会社 仁淀川町 ホームページのリニューアルを行い、SEO対策により集客を改善させ、新規販路の開拓につなげる

4 有限会社イチカワ 香南市 ホームページ改良及び動画撮影

5 株式会社乾仏具店 高知市 商材のブランディング力強化及びデジタル広告を活用した販路拡大

6 ウシオ製作所株式会社 南国市 WEBやSNS等での広告宣伝の実施及び専門家による助言支援、ランディングページ及び動画作成

7 株式会社オーク 高知市 自社ホームページの作成

8 株式会社かね岩海苔 高知市 ECサイトの構築及び既存ホームページのリニューアル

9 クイックソフト株式会社 高知市 ホームページリニューアルによる人材確保

10 株式会社ケイウッド 高知市 自社ホームページのリニューアル及びECサイトの構築

11 幸創建設株式会社 高知市 自社製品等のPR動画、ホームページリニューアル

12 有限会社高知アイス いの町 SNS等を活用したデジタル広告、オンラインショップのリニューアル

13 株式会社四国建設センター 高知市 新規販路開拓のためのRP動画の作成、ホームページリニューアル及びオンラインショップの充実

14 四万十うなぎ株式会社 四万十町 デジタル広告の実施、動画撮影

15 四万十郷 四万十町 動画及びホームページの作成

16 株式会社四万十ドラマ 四万十町 オンライン展示商談会やウェブマーケティング対応のサイト構築、PR動画作成、販売プロモーション

17 株式会社シャンゼ 高知市 ホームページの改修及び動画埋め込みによるプロモーション

18 清流四万十の里　十和温泉 四万十町 動画及びホームページの作成

19 チカミミルテック株式会社 高知市 PR動画の作成、ホームページリニューアル

20 株式会社チューズプランニング 高知市 スマホ対応を含む自社ホームページの改修と動画作成

21 ドルチェかがみ合同会社 香南市 動画・写真の作成、ホームページのリニューアル

22 株式会社ハマヤ 四万十町 ホームページのリニューアル、動画作成

23 富士鍛工株式会社 室戸市 ホームページの新規制作

24 穂岐山刃物株式会社 香美市 公式WEBショップの作成

25 株式会社丸昇農材 須崎市 企業イメージアップ及び採用力強化のための動画作成

26 宮地自動車工業株式会社 高知市 WEBバナー広告による販路開拓

27 本山印刷株式会社 高知市 ネット販売による売上増加のためのfacebook広告掲載

28 株式会社モリサ 土佐市 WEBでの販売を活性化するための動画コンテンツの充実とホームページリニューアル

今回の交付決定額： ２８，８４９千円申請 28件、採択28件


