
“高知の中小企業を知る”

高知の学生と中小企業の交流会

「とさとーーく」

日時：平成２９年１０月２６日（木） 午後４時３０分～

場所：高知大学朝倉キャンパス 共通教育棟２号館２階

２２２教室

高知県中小企業青年中央会



参加企業一覧

【建設業】
紀和工業(株)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

構営技術コンサルタント(株)・・・・・・・・・・・・ １

(有)伸和電業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

【製造業】
兼松エンジニアリング(株)・・・・・・・・・・・・・ ２

(有)釜原鋳鋼所・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

(株)技研製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

(株)太陽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

(株)トミナガ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

西村青果(株)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

【情報通信業】
(株)飛鳥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

パシフィックソフトウエア開発(株)・・・・・・・・・ ６

【専門サービス業】
(株)ダイセン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

(株)トライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

【宿泊業】
城西館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

ホテル高砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

龍馬の宿 南水・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

【生活関連サービス業】
(有)坂本モータース・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

寺村葬儀社(株式会社テラムラ)・・・・・・・・・・・ ９

【その他】
高知県中小企業青年中央会

（高知県中小企業団体中央会）・・・・・・・・・ １０



企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

紀和工業株式会社

高知県高知市南ノ丸町１２番１６

０８８－８３２－２１５５

Atagi-h@kiwa-k.jp

http://www.kiwa-k.jp/

昭和45年より水道関係からスタートし、現在、建物設備 新設、改修、プ
ラント工事、産業機械の販売 据付、修理等を行っております。近年では、
大手メーカーより、機械据付の現地工事 ポンプ等産業機械の修繕等の受
注を拡大し、建物設備では、生活に必要な、飲み水、排水、換気、空調等
の設備を官庁を主体に受注してきております。

近年、人材から人財と読まれる、時代となりました。一緒に働く方の技術
の向上や、技術の伝承を心がけ、お客様のニーズに応えられ、喜ばれる企
業を目指しています。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

構営技術コンサルタント株式会社

高知県高知市本宮町１０５－２３

０８８－８５０－０５５０

kouei@koueicon.co.jp

http://www.koueicon.co.jp/

建設コンサルタント業（河川、砂防、道路、橋梁、下水道、農業土木の調
査・計画・設計）、防災対策、地質調査、測量

建設コンサルタントの仕事は、道路、橋、砂防ダム、トンネル等の公共施
設の計画・設計を行うことです。当然、工事は我々が作成した設計図をも
とに建設会社が行います。このような公共施設の完成によって、地域が活
性化し、地域の利便性や安全性も向上します。まさに、社会貢献に直結す
る仕事です。
また、南海地震に備えるための防災対策にも関われる、誇れる、魅力ある
仕事です。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

有限会社伸和電業

高知県高知市高須７８０番１

０８８－８８０－００１７

sinwa@shinwadengyou.co.jp

http://shinwadengyou.jp/

・電気工事
・電気通信工事
・土木工事
・立体駐車場保守点検

社員全員で、仕事も遊びも、何事も全力・前回！で取り組んでいます。
電気を通じて明るい住環境、暮らしをサポートします。
家族のような会社です。

本日は皆さんに(有)伸和電業をまずは知ってもらいたくて参加しました。
電気工事のスペシャリスト～ってテレビＣＭやっています。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

兼松エンジニアリング株式会社

高知県高知市布師田３９８１番地７

０８８－８４５－５５１１

jinji@kanematsu-eng.jp

http://www.kanematsu-eng.jp/

環境整備機器と呼ばれる強力吸引作業車･高圧洗浄車等の設計、製造、販
売、またお客様にお渡しした後の技術サービス(アフターサービス)を行っ
ている機械メーカーです。

当社の製品は全てオーダーメイドです。一つとして同じ製品はありません。
お客様の思いをかたちにすることで、他にはない製品をお届けし、今日で
は多くのご支持を頂いております。
兼松エンジニアリングは、これからもお客様のニーズにお答えするための
製品開発に力を注いでいくこと、そしてこれからもお客様とともに歩み続
け、お客様に「期待を超えて感動をもたらす製品」をお届けします。
そんな当社について少しでも知っていただければと思い参加させていただ
きました。本日はよろしくお願いいたします。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

有限会社釜原鋳鋼所

高知県高知市東雲町３番３号

０８８－８８２－９２８１

kamahara@topaz.plala.or.jp

http://www.kamahara.co.jp/

当社は、製品単体で40tまでの大型鋳鋼品を生産することができる、全
国でも有数の鋳鋼品メーカーです。

当社では、木型制作から冶金、溶接切断、加工、整形を経て製品完成に
至るまで、全工程を自社で行う一貫生産体制をとっており、お取引先から
の様々なニーズに対応しています。

当社の事業である鋳鋼業は、現在、日本国内で74社の会社(工場)があり、
四国内では高知県に2社あるのみという極めて希少な業種です。その中で
当社の生産実績は、国内の十指に入る位置づけにあります。

また、当社の鋳鋼製造能力は製品単体で最大40トン超でありますが、製
品単体で20トン超の鋳鋼品を製造できる会社(工場)は業界内でも少なく、
この点においても当社は国内有数のレベルにあると自負しております。こ
うした背景から、高品質と機密保持を求められる防衛庁の護衛艦用部材や
難易度が極めて高い特殊形状部材等の受注実績も数多く、また当社扱いに
限定された特定部材もあり、これらのことが業界内での当社の技術水準の
高さを裏付けています。
本日は、当社を少しでも知って頂きたく参加しました。宜しくお願い致

します。

南国工場全景 50t電気炉 船舶用鋳鋼品

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社技研製作所

高知県高知市布師田３９４８番地１

０８８－８４６－２９４３

jinji@giken.com

https://www.giken.com/ja/

・無公害工法・産業機械の研究開発および製造販売ならびにレンタル事業
・土木建築その他建設工事全般に関する業務ならびにコンサルタント業務
・土木施工技術・工法の研究開発
・上記に関する海外事業

技研グループは、「圧入」をベースとした無公害建設工事を世界30カ国
以上で推進、普及するリーディングカンパニーです。無公害建設機械
サイレントパイラー及び技研式駐車場駐輪場システムの設計・製造・販売
を行う事業や、「フーチング構造からインプラント構造へ」と土木工事の
在り方を根底から変革しようとするエンジニアリング事業などから構成
されます。特許出願総数は全世界で600件以上になり、技術革新で社会に
貢献します。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社太陽

高知市布師田３９５０

０８８－８４６－１２３０

saiyou@k-taiyo.co.jp

http://www.k-taiyo.co.jp/

（部品事業）
耕うん爪および爪軸の製造販売

（製品事業）
農産物の選別機、洗浄機、袋詰め機などのアグリ機器の製造販売

（環境事業）
廃油、廃液再燃料化システムなど、環境関連機器の製造販売

当社の主力商品である耕うん爪は全国シェアの４０％を誇り、製品種類は
2,000を超えます。また日本国内で培った技術力を活かし、世界の土づく
りに貢献することを目指してインドに工場を立ち上げました。
本日は、高知県内にこのような企業があるということをぜひ知っていただ
きたいです。よろしくお願いいたします。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社トミナガ

高知県高知市布師田３９８１番地５

０８８－８４５－１１２２

info@ftm-tominaga.co.jp

http://www.ftm-tominaga.co.jp

弊社は鋳物部品を作る製造業になります。近年はものづくりのＩＴ化など
を強化しており従来の職人技術をデジタル化し３Ｄを駆使した新たなモノ
づくり工法を取り組んでおります。鉄を溶かして様々な部品を作る鋳造部
門とその部品を最新の機械設備で加工を行う鉄工部を有しており、主にユ
ニクロなど代表としたニット製品などに使われる繊維機械や、スマート
フォンや自動車部品などに使われる射出成形機、またマンホールなどの公
共事業にも携わっています。

鋳物製造過程の中で３Ｄデータを活用した鋳造シミュレーションや３Ｄス
キャナなど高精度、高品質、短納期に対応できるものづくり技術を進めて
おります。
また社員の定着率も良く、２０代、３０代の社員が活躍しております。
福利厚生制度など待遇面も充実させており、働きやすい職場づくりに努め
ています。技術職ではありますがニッチな業界なためほとんどの方が初め
て携わる技術などになりますので、入社後にじっくりと技術研鑚が出来ま
す。
また、各研修会や海外研修なども積極的に行っております。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

西村青果株式会社

高知県吾川郡いの町大内３１５

０８８－８９２－０１５７

info@nishimura-seika.co.jp

http://www.nishimura-seika.co.jp/

全国の青果市場やスーパーへの青果物販売
大手食品会社への香辛料・加工品製造販売
路地生姜・菊芋・蕗等・その他の栽培

地域と共に、生姜と共に60余年。
栽培から、加工まで6次産業化を進め、地域の雇用を生みだし、地域産業
を盛り上げてきました。
高い品質・生産管理のもと、食の安全と健康を願い、日々精進しています。
豊かな食文化の創造に貢献できる企業として素材の風味・香気を生かした
商品づくりの研鑽怠りない日々を重ねています。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社飛鳥

高知県高知市本宮町６５－６ ソフトウェア団地内

０８８－８５０－０５８８

info@asuka-net.jp

http://www.asuka-net.jp

■印刷事業部
チラシ・ポスター・伝票・封筒等・新聞・会社案内・パンフレット・カタ
ログ・シール・大判ポスター・看板・パネル制作・名簿etc
■飛鳥出版室
企画出版・自費出版・自分史・社史・記念誌等企画制作・電子書籍etc
■デジタル事業部
ホームページ制作管理・CMS「A-TOOL」運用・動く印刷〜AR〜（拡張現
実）・マルチコプター空撮・映像企画制作・デジタル看板
■デザイン制作部
各種デザイン・MUD（メディアユニバーサルデザイン）・ロゴデザイン 他

印刷という仕事をベースに、デザイン、出版事業、ホームページ制作やAR
（拡張現実）、映像制作や電子書籍など、多様性をもったサービスを展開
しています！「飛鳥に関わる全ての人の心からの笑顔と満足を創出しま
す」の理念の基、常に「ワクワクする仕事」を念頭に高知を盛り上げてい
きたいと考えています！
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

パシフィックソフトウエア開発株式会社

高知県高知市本宮町１０５番地２２

０８８－８５０－０５０１

recruit@pacificsoftware.jp

http://www.pacificsoftware.co.jp

■工場・倉庫や物流センターの自動化システムソフト、電子通信システムの
信号処理ソフト、ＰＯＳレジシステムソフト、金融システム端末ソフト、電
子装置の組込・制御ソフト、生産・販売管理ソフト、検査・分析システム
■メカトロニクス制御機器等の設計・開発、浚渫支援システム
「SeaVision」の設計・製造・販売
■釣り場情報サイト「Ｆｉｓｈｏｎ四国」運営

ＰＳＤのコンセプトは、「生活の拠点は高知に、仕事のレベルは世界標準」
です。
地域企業としての誇りと使命を忘れず、高知
というローカルを本拠地にしつつも、一方で
仕事の９９％を全国の主要マーケットから
受注しています。
そして、「人材は地域と共に、仕事の展開は
グローバルに」をスローガンに、可能な限り
社員の自由度を高めつつ、コンピュータテク
ノロジーの極限を目指しています。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社ダイセン

高知県高知市七ツ渕８２４

０８８－８４６－５０５０

ad@daisenkochi.com

http://daisenkochi.com/

当社は「伝えるをカタチに」をキャッチに、マスメディア広告媒体取り扱
い、広告戦略立案、屋内外サインの設計・製作・施工、デザイン、Webな
どを通し消費者に情報を伝えるための総合的なコミュニケーションをご提
案しています。
近年は南海トラフ大地震対策として、津波避難誘導標識やLED避難誘導灯
の販売にも注力し、高知県内外の市町村に納入実績が多数あります。
「人・社会・企業をつなぐ仕事」を誇りに、365日ダイセン品質をお約束
します。
自社制作番組「土佐のむかし話」好評放送中。

高知県内では当社だけ、自社で看板・ディスプレイを製作できる総合広告
会社であり、企画・設計から製作・施工まで一貫した体制を築き、コス
ト・品質・融通など自社製作ならではの強みがあることで他社との差別化
を図ってきました。看板だけでなく広告戦略・媒体手配やデザイン・フラ
イヤーなどの印刷物まで総合的にご提案できますので、クライアントに
とってもワンストップで頼めるということは楽ですし、トータルコスト削
減にもつながります。
クライアントと一緒に考えた広告・メッセージが発信される。
クライアントのニーズ・課題を解決するクリエイティブ・ものづくり。
自分で製作・加工した商品（サイン）が街なみの一つとなり、ランドマー
クとなる。
私たちは、自分たちで手がけた製品・サービスが世に出ることはやりがい
ですが、その広告やサインに込められた想いが、クライアントのさらにお
客様に届くことで本当の顧客満足につながると考えています。 6



企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

株式会社トライ

高知市春野町東諸木３３６８

０８８－８４１－０３３３

info@tryco.jp

http://www.tryco.jp

弊社は、高知市春野町で昭和51年に創業された､屋外広告業社です。
県内大手スーパーマーケットやレンタルショップ等の、店内サインや屋外
サイン等の店舗サイン事業をてがけるとともに、マラソン大会や記念式典
等の総合イベント事業、交通規制看板や道路標識等の工事看板事業、折り
込みチラシやパンフレット等のプリント・デザイン事業、オリジナルキー
ホルダーやスマホケース等のノベルティグッズ事業などなど、様々な商品
をゼロから開発し、製作する会社です。

本来この業界は、｢筆とペンキがあれば稼げる｣というとてもアナログで職
人気質な男性の世界でしたが、弊社ではこの業界の将来を見据え、他社に
先駆けてデジタル化に取り組み、大型インクジェットプリンター等による、
製品の高品質化・安定量産化・短納期化等を実現し異業種にも参戦してき
ました。さらにデザイナーやマシンオペレータ等の比較的女性でもなりや
すい職種を増やすことも出来ました。
日々変わり続ける、広く深いこの業界の事を少しでも知って頂ければと参
加させて頂きました。よろしくお願い致します。

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

城西館

高知県高知市上町２丁目５－３４

０８８－８７５－０１１１(代表)

info@jyoseikan.co.jp

https://www.jyoseikan.co.jp/

当館は、土佐に生まれ今年で143年を迎えました。明治七年の創業以来、皇
族のご定宿として、また多くの各界の名士の方々をお迎えして参りました。
宿として、集の場として、出逢いは違えど、常にお客様には感謝の気持ち
を込めて、誠心誠意おもてなしをすることで社会(お客様・従業員とその家
族・取引業者・地域の皆様)に必要とされる会社を目指しています。
事業内容は、大きく宿泊事業・ウェディング事業・宴会事業・物販事業と
なります。また老舗の味を守り続ける和食・洋食・パティシエなどの料理
部門もあります。
最初は、サービス業として欠かすことができないご宿泊やご宴会、ウェ
ディングなどに関連するお客様接客を中心とした業務習得を目指します。
その後、接客も含め、営業やプランナー、物販事業など館内人事異動等も
あるので、サービスを通じて色々な業務にチャレンジすることができます。

"私たちが求めること…１番は城西館イズムを理解し実践する意欲のある方。
『人と接することが好きな方』『人を喜ばすのが好きな方』
同じベクトルで仕事ができるかを重視しています。
だから、今すぐできる必要なんてないんです。
私たちは一緒にこれからの城西館を作ってくれるそんな“人財”を求めて
います。しかし最近では、サービス業と聞くと「不規則な勤務時間」や
「大変そう…」などのイメージから敬遠される方もいらっしゃるようです。
ここ数年で当館のビジネススタイルも変化しています。是非今日は、今の
城西館(サービス業)について知って頂きたく参加させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

有限会社ホテル高砂

高知県高知市駅前町２－１

０８８－８２２－１２８８

info@h-takasago.co.jp

http://www.h-takasago.co.jp/

宿泊業、地元宴会を主として昭和２８年創業、今年６５年目を迎えます。
客室数全３９室（８階建て）
和室２８、和洋室１、ツイン４、シングル６
宴会場３（最大１５０名収容）、大浴場、会議室１

ほとんどが和室であるが外国人旅行者や個人旅行の増加に伴い、お客様の
多様なニーズに対応した部屋を改装して増やしております。
・キッズスペースを併設した家族連れ向けの客室
・やわらかな障子の光を取りえれた和モダン客室

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

龍馬の宿 南水(有限会社ホテル南水）

高知県高知市上町１丁目７号１２番

０８８－８７３－２１８１

nansui@crocus.ocn.ne.jp

http://www.nansui.ne.jp/

旅館業

坂本龍馬の屋敷跡地に立つ旅館です館内には龍馬に関する資料がたくさん
展示してございます。日本全国から、旅行会社を通じてツアーに参加され
るお客様や、ご家族での旅行・インターネットでの申し込みにて宿泊され
る方と様々です。四国八十八ケ所をお参りする方々にもご宿泊いただいて
おります。また、地元の企業様のご宴会(忘年会や新年会、歓送迎会等）
や同窓会等のお集まりにもご利用いただいております。

玄 関

フロント

龍馬さろん

客 室

大浴場

維新階段
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

有限会社坂本モータース

高知県高知市葛島４丁目１－６１

０８８－８８３－２４６３

info@sakamotomotors.com

http://www.sakamotomotors.com/

自動車車検（民間車検場）、点検・整備全般
各メーカー新車・中古車販売
レンタカー
自動車リース
各種損害保険
福祉車両改造
福祉車両設備のメンテナンス

高知県内ではまだ少ない福祉車両改造や、お客様のご要望・ライフスタイ
ルに応じたサポートを心がけております。

福祉車両改造車両

企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

寺村葬儀社(株式会社テラムラ)

高知県香美市土佐山田町西本町２－２－２０

０８８７－５３－５１５１

info@teramura.co.jp

http://www.teramura.co.jp

■事業内容
葬儀、法事のプロデュース、セレモニー施行、仏神具、忌明用品、お盆関連
用品の販売、生花等供物等手配、寝台車、霊柩車、しきたり、儀礼情報ほか
■事業所
葬祭会館心月記・心月記and one・葬祭会館一草記・葬祭会館風の記
メモリアルサービス十季・赤岡店・美良布店

私たちの仕事は、故人やご遺族にとって厳粛で大切なセレモニーであるご葬
儀を、形式的・マニュアル的なサービスではなく葬祭コンシェルジュとして、
お客様に心から満足していただける「心づくりのご葬儀」をひとつひとつ丁
寧に心を込めてプロデュースすることです。
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企業名

住所

ＴＥＬ

E-mail

ＵＲＬ

事業内容

ＰＲ

高知県中小企業青年中央会（高知県中小企業団体中央会）

高知県高知市布師田３９９２－２ 中小企業会館４階

０８８－８４５－８８７０

info@kbiz.or.jp

http://www.kbiz.or.jp/ao/

本会は、高知県内で活動する中小企業組合（業界団体など）を支援する団
体で、組合を通じて県内中小企業の振興発展に繋げることを目的に活動し
ています。特に組合の青年部（若手経営者や企業後継者の集まり）を対象
に、経営に役立つセミナーの企画・開催や、企業同士が知り合うための交
流会・レクリエーション事業などを行っています。

企業名が非常に堅苦しく、あまり知られていないのが悩みの種ですが、高
知の企業を良くするために頑張っています。そのための手段やアイデアを
得るため、様々な方と出会い、ヒトとヒトとの繋がりを大事にしています
（実は、友人が務める会社の社長に会うこともあったりします）
本日は本会の活動をぜひ覚えて頂きたく参加しました。よろしくお願いし
ます！
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