
募集型土佐材産地見学ツアー(関西地域) 

開催日：令和４年 11 月 21 日(月)～22 日(火) 

募集人数：5 人～20 人 

参加費用：一人 35,000 円 (前預かり) 

(ただし、高知県土佐の木販売促進事業補助金を活用し費用精算後、余剰金は戻ります。) 

 募集締切：10 月 25 日(火) 

主催：土佐材流通促進協議会 

 

企画実施 とさでん交通株式会社 旅行事業部(とさでんトラベル) 

              高知県知事登録旅行事業第 2―93 号 

         担当：川口 大郎   電話：088-882-0111 



行程(案)                       ※変更となる場合もあります。 

11 月 21 日(月)  9:30 伊丹空港集合 

        10:20 発→高知竜馬空港 11:05       
 

 

  

11:45 頃 昼食  (鰹のタタキ) 

13:00 頃 (株)モリシカ 土佐和紙工場 見学      

14:30 頃 UETA  Labo   CLT 建築視察 

15:30 頃 (協)高幡木材センター「しまんと製材」 

2022 年 4 月操業の中規模製材工場 

18:00 頃 高知市内ホテル チェックイン 

 

11 月 22 日(火)  9:00 頃 (株)高知県林材 

         原木市場視察 

        10:00 頃 田中石灰工業(株)       

         漆喰工場視察 
 

 

  

11:30 頃 南国出光   木造のガソリンスタンド視察 

11:45 頃 昼食  高知名物しらす丼など 

13:30 頃 高知県立牧野植物園視察      

16:00 頃 高知龍馬空港 

16:40 発 →伊丹空港 17:25  空港解散 



 

 

鰹ワラ焼きタタキ 

 

自分で焼いてください 

 

(株)モリシカ 

 

土佐和紙工場  

 

和紙壁紙はこうして作られる 

 

吾川郡いの町 

 

 

 

UETA Labo 

農業用微生物の会社事務所 

 

CLT 建築  

艸建築工房の横畠設計士による建築事

例 

昨年 11 月に完成 

 

須崎市 



 

(株)高知県林材 

銘木市場 

ちょうど 11/24 が記念市なの

で見学する頃の出材量は多い

と思われます。 

 

高知市 

 

 

 

田中石灰工業(株) 

土佐漆喰の工場 

創業明治 27 年(127 年の歴史) 

石灰石に塩を加えて 1000 度で焼く竃焼

き(かまやき)工法の見学 

主力製品はタナクリーム 

純度の高い石灰は蒟蒻等の食品添加物

としても多く出荷されています。 

 

南国市 

 

南国出光石油 

木造のガソリンスタンドが今造られて

います。 

11 月上旬に完成予定 

 

南国市 

 



(協)高幡木材センター しまんと製材工場 

  

  

 

今年 4 月 27 日落成の新設製材工場 

フル稼働時年間原木約 4 万㎥を消費

する中規模製材工場となります。 

7 基の乾燥機のうち 3 基は最新式の

減圧乾燥機を配備しています。 

しまんと桧の美しい製品をご覧くだ

さい。 

 

高岡郡四万十町 

 



高知県立牧野植物園 

 

来年前期の NHK 連続テレビ小説(朝ドラ)は「らんまん」、高知県出身の植物学者 牧野富太郎博士の生涯を

描きます。主演は神木隆之介、ヒロインに浜辺美波、ヒット間違いなし。 

ブームで人が殺到する一歩手前の先取り見学となります。 

 

建物は内藤廣建築設計事務所 

楕円形の屋根、高知県産桧・杉を多用していま

す。一見の価値あり。 

高知市 

 



費用見込み(試算)  下記試算(税込)はおよその金額です。実際は変更になると思われます。 

補助対象費用 

伊丹空港→高知竜馬空港 17,000 円 

21 日宿泊ホテル     7,000 円   

高知竜馬空港→伊丹空港 17,000 円 

旅行保険料(非課税)    1,000 円 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

           小計    42,000 円 → 税抜き 38,272 円 

                     県補助金=△19,136 円(税抜きの半額) 

                   補助金後の負担金 22,864 円 

                               協議会事務手数料 2.5%  +1,050 円→参加者負担費用 23,914 円          

補助対象外費用 

    21 日昼食        2,200 円 

    21 日夕食        6,000 円 

    22 日昼食        1,700 円 

        植物園入場料       730 円 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

小計    10,630 円→             参加者負担費用 10,630 円 

                      参加者負担金見込み 合計 34,544 円 

 

備考：① 高知県内での移動費用(貸切バス)は高知県木材協会が負担します。 

   ② 申し込みを受付後、旅行会社に名簿を提出した日からキャンセル料が掛かります。 

    (お客様のご都合でキャンセルした場合、県補助金が受けられません。また、キャンセルによっ

て発生する費用の全額はお客様の負担となります。) 

   ③ 参加費用(前受け金 35,000 円)はお申込みと同時に土佐材流通促進協議会へお振込みください。 

     尚、そのときの振込手数料はお客様負担にてお願いします。 

              四国銀行 本店営業部 普通預金 1750302 トサザイリュウツウソクシンキョウギカイ 

   ④ 県補助金の交付後(約 1 か月半後)、精算を行い、余剰金が出た場合はお振込にて返還いたしま

す。(そのときの振込手数料は土佐材流通促進協議会が負担します。) 

      ⑤ 悪天候等のやむを得ない事情により事業が中止となった場合は、お預かりしていた全額を返金 

     いたします。 

   ⑥ 精算後に事業費が不足となった場合は前受け金(35,000 円)を超える請求はいたしません。 

     不足分は土佐材流通促進協議会が負担します。 

      ⑦ 飛行機以外の交通手段にて現地参加をご希望の方は個別にご相談くだ

さい 

 



募集型土佐材産地見学ツアー(関西地域)参加申し込み書 

土佐材流通促進協議会 宛 

(FAX：088-884-1697) 

令和４年 11 月 21 日(月)～22 日(火)実施予定の土佐材産地見学ツアーに申し込みます。 

会社名  役職  

氏名  カナ名  

性別  年齢  

ホテルの部屋     禁煙  or   喫煙  (マルをつけてください) 

連絡先電話番号  

備考：① 飛行機予約のためカナ名・年齢が必ず必要です。 

   ② ホテル予約のため性別・(禁煙 or 喫煙)をお知らせください。 

県補助金の交付後に精算を行い、余剰金が出た場合の変換口座 

銀行名  支店名  

種別   普通  or    当座 口座番号  

口座名義      

 

複数参加の方は恐れ入りますが、用紙をコピーしてお申し込みください。 

記入された個人情報はツアーの実施及び余剰金の還付のみに使用し、それ以外のことには使用しません。 

 

事務局：〒781-0801  高知県高知市小倉町 2 番 8 号  

    一般社団法人高知県木材協会内 土佐材流通促進協議会 担当 嶋﨑・大塚 

(Mail：info@k-kenmoku.com)   (TEL：088-883-6721) 


