
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。 
 
【施工実績例】 
 
 
 
 
 
 
    （１）         （２）        （３）  
（１）県営住宅宇治団地７号棟全面的改善機械設備工事 
（２）高須浄化センター汚泥脱水機点検整備修繕工事 
（３）高知医療センター水中ポンプオーバーホール 



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。 



企業名 

住所 

ＴＥＬ 

E-mail 

ＵＲＬ 

事業内容 

ＰＲ 

株式会社ＳＫＫ 

高知県高知市横浜西町１番３号 

０８８－８４１－２２３３ 

saiyo@skk-crane.co.jp 

http://www.skk-crane.co.jp/ 

(株)ＳＫＫは、日本中の港湾工事で活躍する海上クレーンを作っている
メーカーです。『協和・誠実・責任』の社是のもと、お客様の要望に寄り
添った、オーダーメイドのクレーンを製造・販売しております。 

創業より、62年。現在、国内シェア率70％以上を頂いており、高知から日
本全国、そして世界へ羽ばたく企業として頑張っています。お客様との関
わりを大切にする中で、信頼と実績を頂いてきました。さらに、今日はハ
イブリッドクレーンなど新規製品の開発にも力を入れており、時代の流れ
とともに、さらに新しいＳＫＫへと進化を続けています。 
 
 



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/ 

環境整備機器に分類される『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。 



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。 



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 

 弊社はあらゆる産業の基盤となる金属部品を作る製造業になります。先
人より培ってきた技術と、製品をデジタル化して迅速かつ高精度な検査が
行える3Dスキャナなど最新の設備との融合による、高品質な製品造りに取
り組んでいます。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、主にユニクロなどを代表
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。 

 鋳造業は金属加工法としての歴史は古いですが、ニッチな業界なためほ
とんどの方は初めて携わる技術かと思います。実は鋳物があってこそ作ら
れている物が身近なところにたくさんあります。当社で造られた鋳物はお
客様の元で機械となって世界の至る所に届けられ、身近なものになって
返ってくる、ものづくり産業になくてはならないものを造っているので、
とてもやりがいのある仕事です。 
 ２０代、３０代の若い社員も多く、 
リーダーとしても活躍しており、福利 
厚生制度など待遇面も充実させていま 
すので、若手も働きやすい職場づくり 
に努めています。また資格取得や各種 
講習会、海外研修など社員のレベル 
アップのための環境づくりも積極的に 
行っております。 



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！ 



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 

オリエントホテル高知株式会社 

高知県高知市升形５－３７ 

０８８－８２２－６５６５ 

orient@orienthotel.jp 

http://www.orienthotel.jp 

■宿泊業 
【高知県】 
 ・オリエントホテル高知 １４０室 
 ・旅館 吉萬 ２５室 
 ・オーベルジュ土佐山 １６室 
【愛媛県】 
 ・オーベルジュ内子 ５室 

私たちは過ごし方の幸せを発明する企業として個性のあるホテルを目指しま
す。地元を代表するホテルとして食や文化を発信し、お客様に安心感と居心
地の良さを提供することで、旅や食事の楽しさ、喜び、感動を創造する企業
として社会に貢献致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
    朝食ブッフェ         オーベルジュ土佐山 



企業名 

住所 

ＴＥＬ 

E-mail 

ＵＲＬ 

事業内容 

ＰＲ 

雲の上のホテル 

高知県高岡郡梼原町太郎川3799-3 

０８８９－６５－１１００ 

info＠kumono-ue.jp 

http://kumono-ue.jp 

梼原町の活性化およびその振興に資することを目的として運営しています。
その目的に沿い、当地で建築家隈研吾氏が設計したホテル(雲の上のホテ
ル、マルシェ・ユスハラ)を、平成２２年４月より梼原町から指定管理者
として指定を受け経営し現在に至っています。 
【関連施設】レストラン、温泉、プール、市場、ギャラリー、ライダーズ 
   雲の上のホテル別館 マルシェ・ユスハラ、まちの駅「ゆすはら」 

当ホテルは、四万十源流の山里にあり、美しい緑と雄大な山々に囲まれた
豊かな自然に恵まれた環境にあります。併設の「雲の上の温泉」の湯は余
分な油分や古い角質を落とすことから「美人湯」と呼ばれています。さま
ざまな風呂がある大浴場や森林浴が楽しめる露天風呂を設置。薬湯風呂も
好評です。日本三大カルストの一つである「四国カルスト」からは車で約
1時間の距離にあります。 
 
 
 
 
 
 
 



企業名 

住所 

ＴＥＬ 

E-mail 

ＵＲＬ 

事業内容 

ＰＲ 

有限会社桂自動車・コアラクラブ高知西店・タイヤピット高知店 

高知県高知市鴨部１丁目７－１０ 

０８８－８４４－００１９ 

info@katsuracars.com 

http://www.katsuracars.com/ 

 有限会社桂自動車・コアラクラブ高知西店・タイヤピット高知店は、新
車・中古車販売を中心に、車買取・カー用品販売・車検・修理・板金塗装
をはじめ、自動車保険・ロードサービスなど幅広いサービスを展開してい
ます。 
 国土交通省指定整備工場で、軽自動車から大型トラックまで、あらゆる
お車に対応いたしております。また、輸入車の販売・買取・整備も行って
おります。 

 全国ネットワークで検索できる最新の新車・中古車・車買取情報のご提
供と、車検や税金もコミコミで、毎月フラットなお支払いでお好きな車に
乗れる自動車リースのご案内をはじめ、お客様の立場に立って考える新し
いカーライフプランのご提案をさせて頂きます。 
 創業５０年の実績による確かな技術力と、皆様から信頼されるサービス
の創造を通じて、「確実、安心、そして感動」を体感して頂ける店作りを
常に心がけ、これからも皆様のカーライフをトータルにサポートしていき
ます。 



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・メモリアルホール月も日も・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。 



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！ 


