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高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金 

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、下記期間で公募しておりました、高知県新事業チャレンジ支援事

業費補助金のうち、第２回審査分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、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、経済的な影響を受けた県

内事業者が、新製品の開発や新サービスの提供、新市場への進出など、設備投資を伴う新たな取組に意

欲的にチャレンジするものとなっております。 

 

１ 今回募集を行った事業 

・高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金（再構築枠）２回目審査分 

・高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金（一般枠）２回目審査分 

 

２ 公募期間 

  令和３年７月９日（金）～令和３年９月３日（金） 

  （２回目審査分：再構築枠は 7/27～9/3 受付分まで、一般枠は 7/29～9/3受付分まで） 

 

３ 採択事業者一覧（別紙のとおり） 

 ・高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金（再構築枠）２回目審査分 

   全３７件   交付決定総額３７６，６２２千円 

     別途、保留扱い２件 

 

 ・高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金（一般枠）２回目審査分 

  全３８件   交付決定総額２０７，４３１千円 

 

 

公益財団法人高知県産業振興センター 新事業チャレンジ支援事業事務局 

〒781-5101 高知市布師田 3992-2 高知県中小企業会館 1階 

TEL：088-845-6620 FAX：088-846-2556 

E-mail：challenge@joho-kochi.or.jp 

 

 



◇高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金

●再構築枠　第２回（補助率　中小企業：2/3、中堅企業：1/2　補助金額100万円～3,000万円）

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 有限会社アズール 宿毛市 安全・快適なエンリッチド・エアタンクの提供による事業再構築

2 苺氷り本舗株式会社 大月町 対面から非対面へ、環境に影響されない製品づくり

3 O-SHIKOKU合同会社 高知市
地域＆観光密着型『観光コーディネート食堂』開業。高知流「高級焼き鳥」テイクアウトでコロ
ナを乗り切る

4 小野鉄工所 高知市 NCフライス盤の導入による自社内製化と製造方法変更による新規受注獲得

5 株式会社オルトル 高知市
メロンの郷（土佐市新居地区）ブランドを活かしメロンスイーツをメインとした【マゼテラス】開
店に向けて

6 株式会社カツマジャパン 四万十市
四万十産野菜を使った「幼児向け冷凍練り込みうどん」の開発と生産工程の改善でベビー
フード業界への進出

7 有限会社カネアリ水産 田野町 四国一小さな町の魚屋が地元の新鮮な魚を使った加工品販売事業

8 株式会社Climb the steps 高知市
“家族で楽しめるプチアミューズメントパーク”キッチンカーと中古車販売店との新たな飲食
業態の展開！

9 有限会社高知オートガラス 高知市 （有）高知オートガラス　コインランドリー建設

10 高知の人と食文化を届けるSelectvege合同会社 香美市 小規模農業生産者の育成とビジネスマッチング事業

11 彩食や一期一笑 宿毛市 新分野展開、四国西南部の一次産品を中心にした販売用商品の開発と販売所の設立

12 有限会社新栄工業 南国市 スラリーアイス生成装置の内臓部品（貯蔵円筒タンク）製造

13 有限会社 スクスイトランスポート 宿毛市 サツマイモ真空レトルトパックの商品開発並びに販売に伴う定温倉庫の設置

14 スッゴイスタイル株式会社 日高村 ネクストクルーザーによるリバーサイドクルーズ事業

15 有限会社セラー 高知市 四国初上陸！オリジナルブランドラーメンで挑む非対面販売による事業再構築への挑戦！

16 株式会社仙樹 高知市
人気居酒屋のメニューを自宅向けに提供。水産加工販売業へ挑戦！同時に顧客データ蓄
積で販売増！

17 有限会社　桑田山温泉 須崎市 濃縮温泉水の再開発　豊かなライフスタイルを提供

18 大熊水産物流株式会社 高知市 新型急速冷凍機の導入による新たな商品価値の提供と県内物流改革事業

19 chuchu a chuchu 高知市 コロナでも安心して来店頂けるセルフエステへの事業転換！

20 tete a tete 高知市 コロナストレスによる自律神経の乱れを解消！セルフ式のエステテックサロンに事業転換

21 とうふ家 高知市 昼営業の新規日本料理店開業による事業転換及び新規顧客獲得

22 株式会社土佐蒲鉾 高知市 冷凍専用製造ラインを構築し自社ECサイト等の小売販売による販路拡大

23 土佐共同産業株式会社 土佐市
コロナ禍に対応した店舗運営で「安心」「安全」「楽しい」を顧客に提供する焼肉店へのチャレ
ンジ事業

24 土佐清水リゾート合同会社
土佐清水

市
withコロナを踏まえたワーケーション/長期滞在型リゾートレジデンスへのリニューアル事業

25 有限会社中内ガラス 高知市 赤外線画像解析システム導入によるドローンを用いた点検事業への新規参入

26 株式会社中繁 高知市 老舗家具店の新たな挑戦！中古家具販売・修理事業への参入

27 畑の食堂Copan 南国市 移動販売事業「おそとでCopan」開始に伴うキッチンカーの導入

28 有限会社濱口福月堂 高知市
工場内環境の整備による衛生化と個別包装の自動化による酒粕まんじゅうの全国展開事
業

29 はらいそ 高知市 新しい時代とともに古き良き物語の再生（事業再構築新事業展開）

30 有限会社藤岡建設 日高村 デジタル技術を取り入れ活用することで、塗装工事業に新規参入する

31 株式会社PROTECHタケチ 南国市 ２ｔ以上の車両車検実施のための車検レーン等導入事業

32 株式会社マルキョウ 東洋町 高知県産魚を使った水産加工品の地産外商加速、販路拡大及び生産性向上事業

33 丸正水産株式会社 四万十町 老舗鮮魚卸売が目利きしたカツオのたたきと定置網の一船買いによるＢｔｏＣへの挑戦

34 株式会社美阿丸 室戸市 マグロ釣り漁業者による漁獲物の加工品製造・販売事業への新規参入

35 薬膳料理　ちゃ茶 南国市 季節の野菜をメインにした体に良い料理を気軽に食べれる喫茶店開業による事業転換

36 株式会社ヤマセン 高知市 高出力スプレーマシンの導入による剥落防止ネット製造方法の変更と新事業展開

37 勇榮合同会社 室戸市
室戸キンメダイ漁業者によるキンメダイの海外取引に向けた高付加価値化及びネット販売
への参入

今回の交付決定額：376,622千円申請 50件、採択37件(※別途、保留扱い2件）

事業内容：新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、経済的な影響を受けた県内事業者が、新製品の開発や新サービスの提供、新市場への進出な
ど、設備投資を伴う新たな取組へのチャレンジを支援するもの。

　　※保留扱いとは、詳細要件等を調整中のため交付決定を保留している件数です。



●一般枠　第２回（補助率　中小企業：1/2　補助金額50万円～1,500万円）

事業者名（50音順） 所在地 内　　　　　容

1 株式会社安芸水産 安芸市
～シラスの聖地から「本物の味」を関西圏に届けよう～
キッチンカーによる関西販路開拓計画

2 合資会社旭軒 高知市 ワーケーション客室整備による都市型ホテルの新たな価値創造

3 有限会社有光酒造場 安芸市 世界を目指す手造り清酒メーカーによる品質向上のための濾過器導入計画

4 株式会社垣内 南国市 生産管理体制の強化による新たなサービス提供への取り組み

5 柿内自動車 黒潮町 指定工場の認定に係る検査工場及び検査設備の導入による業務効率改善と売上向上事業

6 河野製紙株式会社 高知市 新たなブランド価値を中核とした新商品開発とネット販売強化

7 共立自動車 四万十市 指定工場の認定に係る車検工場及び車検設備の導入による業務効率改善と売上向上事業

8 株式会社慶尚グローバルパワー 高知市
地方における飲食業の新たな活路として挑戦する、お客様の住む町にレストランが出向く移
動レストラン事業

9 高知駅つちもと歯科 高知市 光学印象を用いたCAD/CAMシステム導入による高品質補綴物の低コスト短納期化

10 高知機型工業株式会社 香南市
木工用レーザ加工機にて、造船や産業機械等の鋳造品製造に使用される鋳造用模型製作
のＤＸ化

11 株式会社高知丸高 高知市 四国初！人材不足に応える企業向け外国人材育成支援事業（通訳常駐型）の開拓

12 沢田総本店 宿毛市 学生服の「直し」等作業の自社化による利益率向上と経費削減計画

13 桟橋市場zero 高知市 ZEROの塩出汁唐揚げ販売用キッチンカー

14 椎名産業 東洋町 土佐備長炭窯元「椎名産業」のブランディング開発及びWEBサイト制作による直販計画

15 地のもんや泰 室戸市 弁当販売開始とコロナ対策の環境整備への取組で持続的な事業運営の確立

16 合同会社スクールデポ 高知市 地元の生産者さんと街で働く人を繋げる ～電車通りのオーガニック広場『Tosacoya』～

17 四国スッピル工業有限会社 南国市
新たな高精度加工機を活用した製造方法の変更による高効率生産体制の確立とコロナ
禍影響からのV字回復

18 有限会社せいぶ印刷工房 四万十市 「まるごとおまかせ！印刷会社による企画提案から納品まで」

19 大紀商事株式会社 高知市 高知県の林業活性化に資する高性能林業機械のレンタル事業

20 谷山運送有限会社 香南市 新規事業実施による経営基盤の強化及び物流の効率化による県経済への貢献

21 中谷畳製作所 香南市
最新自動制御機能を有した畳製造ロボットを導入し、顧客ニーズ（多品種・少量・短納期）に
応える安心・安全な畳製品の提供

22 中村ソーイング株式会社 四万十市 「縫製工場直送品」新商品と新しい営業形態に関する取り組み

23 株式会社中村防災サービス 高知市 農機具販売・修理・点検による地域活性化と自社収益の安定化

24 有限会社西山建設 田野町 ICT（i-Construction)フルセット転換事業

25 株式会社浜幸 高知市
フードプリント導入で様々な顧客の要望をダイレクトに商品にプリントする新サービスの提
供！

26 株式会社葉山ヒューテック 津野町 新規高性能設備導入による革新的な製造体制の確立事業

27 有限会社バルウ 土佐市 テイクアウト販売を含めた完全な非接触、非対面にした店舗造り

28 福井セントラルヒーティング 四万十市 オーディオシステムやアンティーク品の修理サービスの提供

29 有限会社ホウセイ 高知市 こじゃんと楽になるドローンを使った農薬散布

30 株式会社 堀 高知市
高精度自動選果機導入による製造工程改善及びフルーツトマトを加工した新商品開発によ
る輸出等販路開拓

31 Ｍａ　Ｒｏｏｍ 安芸市
地域初！キッズ脱毛、介護脱毛サービス整備による販路開拓
～脱毛を取り扱うトータルビューティサロンへ～

32 株式会社みかづきプールシステム 高知市 当社独自商品「ろ過助剤」の製造環境の大幅改良による手作業からの脱却と生産性向上

33 民宿＆レストラン　みちしお 東洋町 Surf&Work 海山川！ロケーション抜群！田舎のシェアオフィス計画

34 株式会社モーモー 高知市
「お家で明叙苑」のリニューアルで、家庭の食卓が焼肉店に生まれ変わり、お肉の美味しさ
が存分に味わえるサービスを展開

35 株式会社モリサ 土佐市 落水和紙　新柄作成による金型製作

36 森製紙有限会社 日高村 自社商品の開発：ラッピング資材（ペーパー、紙紐）、あぶらとり紙

37 魚梁瀬産業有限会社 馬路村 ICT導入による新たな施工技術の提供

38 有限会社吉永鰹節店 土佐市
新型コロナに負けない水産資源を活用した機能性食品の増産体制の確立と衛生環境の整
備

今回の交付決定額：207,431千円申請 43件、採択38件


