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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3039110001 高知県 明神利器製作所
土佐打刃物の高付加価値化に貢献する！生産プロセスおよ
び労働環境の改善事業

須崎商工会議所

2 3039110002 高知県 株式会社四万十ソーイング 5490001008674
縫製工程の革新と生産体制の再構築による、最高級商品の
生産・顧客拡大

中村商工会議所

3 3039110005 高知県 有限会社トヨクニ 6490002011874
柄・鞘・ケース装飾工程の生産性向上と、商品の高付加価
値化を実現する設備導入

高知県商工会連合会

4 3039120008 高知県 東洋電化工業株式会社 5490001001605
鋳鉄の成分組成にマッチした鋳鉄用添加処理剤の開発と販
売

株式会社四国銀行

5 3039120009 高知県 株式会社ユイ工業 5490001002116
多能工化および労働生産性向上に資するＣＮＣ横中ぐりフラ
イス盤の導入

高知商工会議所

6 3039120010 高知県 有限会社森田工業 4490002005234
高出力レーザー加工を用いたさらなる板厚への対応による
付加価値の向上

株式会社四国銀行

7 3039120015 高知県 有限会社松村鉄工所 5490002011966
製造工程の自動化による高効率量産体制の構築と短納期・
低コスト化対応

株式会社愛媛銀行

8 3039120017 高知県 株式会社スウィーツ 8490001006477
新商品「足摺黄金糖ぷちしゅーらすく」発売に伴い、シューラ
スクの更なる生産能力強化を目指す。

高知県商工会連合会

9 3039120019 高知県 有限会社井上満吉商店 2490002011564
良質高知産石灰石を最大限活用する高純度水酸化カルシ
ウム増産への挑戦

高知県商工会連合会

10 3039120020 高知県 菊屋株式会社 4490001000418
クリームインスナックを進化させ、“驚き・喜び”を付加した、
高付加価値スナック菓子開発プロジェクト

株式会社四国銀行

11 3039120023 高知県 有限会社繁春鉄工所 3490002011720
大口径部品の高精度加工技術確立による社内一貫生産体
制の強化と成長分野での受注拡大

株式会社高知銀行

12 3039120025 高知県 株式会社坂田信夫商店 4490001006076
ショウガ加工残渣の再生利用による製造コストの削減及び
ゼロ・エミッション化の実現

株式会社高知銀行

13 3039120027 高知県 株式会社山のくじら舎 1490001008067
レーザー加工機による３Ｄ調の彫刻を用いた革新的な木製
ノベルティの生産拡大

株式会社四国銀行

14 3039120028 高知県 有限会社タカシン水産 4490002005878
窒素ナノバブル水での生鮮本鮪の鮮度保持と新商品の開
発及び販路開拓

高知商工会議所

15 3039120029 高知県 高瀬工業
製造方法改善による耐久性能の向上及び短納期化の実現
による販売拡大

高知県商工会連合会

16 3039120033 高知県 三惠株式会社 4490001000938
高精度加工設備および自動測定システム導入による金属加
工プロセスの改善

高知商工会議所

17 3039120034 高知県 株式会社暁産業 5490001006348
高性能１軸ドリルマシーン導入による生産性向上と受注拡
大

高知県商工会連合会

18 3039120037 高知県 丸新タイヤ商会
タイヤ交換速度・バランス保持向上促進及びタイヤ空気充
填の自動化事業

株式会社高知銀行

19 3039120039 高知県 株式会社しんき 2490001008339
生産性向上及びユーザーニーズ充足のための、新型ＧＮＳ
Ｓ測量機器導入

高知県商工会連合会

20 3039120042 高知県 有限会社永和鉄工所 1490002002044
ＣＮＣ旋盤導入による加工技術の強化・継承と持続的な受注
拡大

高知県商工会連合会

21 3039120044 高知県 有限会社高橋豆富 9490002003175
高効率生産を実現する充填豆腐機械の導入による新商品
製造ライン構築と県外販路進出

高知商工会議所

22 3039120047 高知県 新日電熱工業株式会社 5122001018847
新規設備導入による電熱ヒーターの根幹部の生産性の高効
率化

株式会社高知銀行

23 3039120048 高知県 株式会社西尾鉄工 3490001008569
生産性向上・ＱＣＤ改善によるワンストップサービスの強化を
実現するための設備投資

高知県商工会連合会

24 3039120049 高知県 株式会社アイセイ 9490001005701
バイオマス発電所の建設に貢献する「高精度・短納期体制」
の構築

株式会社四国銀行

25 3039120050 高知県 有限会社大埇製作所 6490002011602
立形マシニングセンタ導入による受注拡大と作業効率アップ
による生産性向上

高知県商工会連合会

26 3039120052 高知県 株式会社三方食品 3490001004411
食肉スライサー導入による生産性向上及び経営理念「三方
よし」の達成

株式会社高知銀行

27 3039120055 高知県 株式会社海洋堂高知 5120001159109
株式会社海洋堂製ソフトビニール製品国内製造拠点設立に
向けた設備導入

高知県商工会連合会

28 3039120057 高知県 高知機型工業株式会社 8490001000612
鋳造型の設計・製作に関する熟練技術者のノウハウの見え
る化と鋳物型部品等製造の自動化

株式会社四国銀行

29 3039120059 高知県 株式会社土佐電子 6490001005489
極小部品に対応した検査装置導入による売上増及び労働
改善と雇用安定の実現

株式会社高知銀行

30 3039120060 高知県 株式会社ＫＡＷＡＭＵＲＡ 5490001007065
土佐伝統工芸品の未来を守る。　３次元加工機を用いてサ
ンゴ職人技術を保存するプロジェクト。

株式会社四国銀行

31 3039120063 高知県 田中石灰工業株式会社 8490001006221 品質検査強化による高品質リサイクルプラスチックの提供 株式会社四国銀行

32 3039120064 高知県 株式会社野村商店 1490001005634
土佐表の高品質化・ブランド化・供給安定化を通じた畳産業
の復興

高知県商工会連合会

33 3039120065 高知県 有限会社戸田商行 8490002009792 「もくめん」生産体制の強化 高知県商工会連合会

34 3039120067 高知県 株式会社平山 8490001006295
高知初「ホゾ加工で組み立てる無垢の建具部材等製造」の
自動化

乾京子

35 3039120068 高知県 有限会社トーゴー 4490002007627
手作業工程の機械化により建築事業部の生産性向上を図
る事業

高知商工会議所

36 3039120071 高知県 廣瀬製紙株式会社 6490001005464 二次電池用電極セパレータ基材用途の新規顧客獲得 株式会社四国銀行

37 3039120073 高知県 有限会社ヤマア 6490002008821
寒メジカを原料とした高品質「宗田節」の安定供給を目的とし
た冷凍設備導入

株式会社四国銀行

38 3039120075 高知県 有限会社高知アイス 8490002010263
自動工程による生産性向上および海外商圏拡大に向けた
先端設備の導入

株式会社高知銀行

39 3039120076 高知県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 1020001063943 軸外収差測定装置の開発 株式会社横浜銀行

40 3039120078 高知県 株式会社オートショップ伊藤 3490001000303
安全運転サポート車の修理・整備ができる革新的な設備の
導入

株式会社高知銀行

41 3039120080 高知県 有限会社クリエイト・テーマ 7490002012161
秘匿性高い高精度な部品加工の内製化による海外展開の
実現

高知県商工会連合会

42 3039120085 高知県 株式会社垣内 7490001006148 ＩｏＴ機能を備えた生産性の高い新型ダイスマシンの開発 秋友正一

43 3039120086 高知県 有限会社土佐通信 4490002010275
スーパーソルの生産性向上とオリジナル加工品の高付加価
値化

高知県商工会連合会

44 3039120089 高知県 パティスリー　モンスリール
仕上げ工程と片付け作業の効率化による労働環境の改善と
売上増加

高知商工会議所
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