
令和３年度　クールビズ四国、ウォームビズ四国キャンペーン参加団体（五十音順）

令和3年11月1日更新

№ 団体名 ホームページ

1 あいおいニッセイ同和損害保険（株） http://www.aioinissaydowa.co.jp

2 アサヒコンス

3 アズビル（株）　高知営業所 http://www.azbil.com

4 （株）eステップ http://www.esutep.co.jp

5 （株）生田組 http://ikutagm.co.jp/

6 （株）石建組 http://www.ishitate.co.jp/

7 （株）一高設備

8 （株）井上電工 http://inoue-erectric.sakura.ne.jp

9 入交道路施設（株）

10 ウカテック株式会社

11 （株）栄和電機

12 （株）エースワン http://www.ace1.co.jp/

13 エコ・アース協会

14 （株）STNet 高知支店 http://www.stnet.co.jp/

15 （株）エフエム高知 http://www.fmkochi.com

16 一般社団法人ooki beach http://instagram.com.ookibeach/

17 （有）大谷組

18 （株）大藤

19 （有）岡本建設

20 織田建設（有）

21 （株）開洋 http://www.kaiyo.jp

22 鏡川下流の貝を育てる貝

23 かしま工業（株）

24 和建設（株） http://www.kano-kensetsu.com/

25 （株）香美水道組合

26 （有）香北観光 http://kahoku-kanko.jp/

27 木本工業（株） http://kimotokogyo.jp/

28 （株）国見開発工業 http://www.kunimi-eco.com

29 （株）公文建設 http://www.kumonkensetsu.co.jp/

30 （株）高知クリエイト http://www.kochi-create.jp/

31 高知ケーブルテレビ（株） http://www.kcb.co.jp

32 （一社）高知県医師会 http://www.kkmed.or.jp/

33 （一社）高知県ＬＰガス協会

34 （一社）高知県銀行協会

35 高知県経営者協会 http://wwwb.pikara.ne.jp

36 高知県公立大学法人

37 （公財）高知県産業振興センター http://www.joho-kochi.or.jp

38 （一社）高知県山林協会 http://www.kochi-sanrin.jp/

39 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会 http://www.kochiken-shakyo.or.jp

40 高知県市町村総合事務組合 http://www.c-kochi.jp/sogojimukumiai/

41 高知県生活協同組合連合会 http://kochikenren-coop.jimdo.com/

42 高知県中小企業団体中央会 https://www.kbiz.or.jp/
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43 （公財）高知県のいち動物公園協会 http://www.noichizoo.or.jp/

44 高知県農業協同組合中央会 http://www.ja-kochi.jp/

45 （一社）高知県ハイヤー協会 http://www.kochi-taxi.jp/

46 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合

47 （株）高知システムズ http://www.ksco.co.jp

48 高知県市長会

49 高知市農業協同組合 http://www.ja-kochishi.or.jp/

50 高知商工会議所 http://www.cciweb.or.jp/kochi/about/

51 高知商工会議所

52 高知職業能力開発短期大学校

53 高知スタンダード石油（株） http://www.kochistd.co.jp/

54 こうち生活協同組合 http://www.kochicoop.or.jp/

55 （株）高知電子計算センター http://www.kcc-kochi.co.jp

56 高知東部森林組合

57 高知日産プリンス販売株式会社 http://np-kochi.nissan-dealer.jp/

58 高知ヤクルト販売（株） http://www.kochi-yakult.com/

59 （株）高知ヤマザキ http://www.kochi-yamazaki.com/

60 高洋建設（株）

61 興和技建（株） http://kouwagiken.world.coocan.jp/

62 小松建設（株）

63 （株）三愛商会 http://www.sanai-s.co.jp

64 （有）三器建設

65 （株）サンシャインチェーン本部 http://www.sunshinechain.com/

66 （株）三翠園 http://www.sansuien.co.jp

67 （株）サンプラザ http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

68 （有）サンロック http://san69.co.jp/

69 （株）ジオテク http://www.n-geotech.co.jp

70 四国機器（株）　高知支店 http://www.shikokukiki.co.jp/index.html

71 （株）四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/

72 四国計測工業（株） http://www.yonkei.co.jp/

73 （一社）四国電気保安協会　高知支部 https://www.sdh.or.jp

74 四国電力（株） http://www.yonden.co.jp

75 四国パイプ工業（株） http://www.yonpai.co.jp/

76 （株）四国ポンプセンター http://www.yonpc.com

77 （有）柴原建設 http://www.k2-homes.com/hp/shibahara-ks/

78 （有）島田商店

79 昭栄設備工業（株） http://www.shoeisetsubi.co.jp/

80 （株）勝賀瀬土建

81 （株）シンゲン

82 宿毛商工会議所 http://www.ca.pikara.ne.jp/sukumocci/

83 西南綜合建設（株） http://seinansogo.sakura.ne.jp

84 （株）西部グリーン http://seibugre-n.com

85 （株）相愛 http://www.soai-net.co.jp/

86 （株）ソフテック http://www.softec-inc.co.jp/index.html
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87 （株）ダイセイ http://www.daisei-group.co.jp

88 大泉産業（株） http://www.daisensangyo.jp/

89 （株）高橋建工

90 （有）武政建設

91 （有）武森組

92 （有）田所建設

93 （株）田邊工務店 http://tanabe-c.jp

94 「地球村」高知

95 （株）ですか http://www.desuca.co.jp

96 （有）手箱建設 https://co.tebako.co.jp/

97 東京海上日動火災保険（株）　高知支店 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp

98 （株）東洋電化テクノリサーチ http://www.tdtechno.co.jp/

99 （株）道路交安

100 （株）土佐建機 http://www.tosakenki.com

101 土佐新高建設（株）

102 とさでん交通（株） http://www.tosaden.co.jp

103 （株）トッパンエレクトロニクスプロダクツ

104 （株）轟組 http://www.todoroki.co.jp

105 トヨタカローラ高知（株） http://www.ck-toyota.co.jp

106 （株）トラスト建設 https://www.kochi-trust.com/

107 （有）長崎電機 http://Nagasakidenki.com

108 （有）中澤建設

109 中村商工会議所 http://www.nakamura-cci.or.jp/

110 （有）中山建設工業

111 （株）ナンコクスーパー http://www.nankokusuper.net/

112 （有）西野建設

113 （有）西村建設

114 （有）西山建設 http://establishment-poi-6460.business.site/

115 日興電設（株） http://nikko-d.co.jp/

116 （株）日産サティオ高知 http://www.nissan-satio-kochi.co.jp/

117 日本銀行高知支店 http://www3.boj.or.jp/kochi/map.htm

118 （一社）日本自動車連盟高知支部 http://www.jaf.or.jp/

119 日本郵便（株）四国支社 http://www.post.japanpost.jp

120 （有）仁淀川観光 http://www.niyodo.com

121 仁淀建設（有）

122 （株）仁淀工業

123 （株）ネクスト・オカモト http://www.next-okamoto.com

124 （有）野町組

125 ばうむ合同会社 http://www.baum-llc.com

126 パシフィックソフトウェア開発（株） http://www.pacificsoftware.co.jp/

127 幡多信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hatashin

128 （株）濱田水道工業

129 （株）濱田水道工務店 http://www.hamada-sudou.com/

130 幡西道路建設（株） http://www.bansei.net/
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131 ビイ塗装（有）

132 （株）響建設 http://www.hibiki-cc.jp

133 （有）福重建設

134 不二電気工芸（株） http://fujidenkikougei.com/index.html

135 （株）不二土木

136 （有）藤中電設 http://www.f-dn.co.jp

137 （有）平和観光 http://www.heiwabus.com

138 丸平工業（株）

139 放送大学高知学習センター https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kochi/

140 マルワ興業（株）

141 ミタニ建設工業（株） http://www.mitaken.net/

142 宮地電機（株） http://www.miyajidenki.com

143 ムラノ産業（有）

144 明治建設（有）

145 本山町森林組合

146 （有）山崎建設

147 山下電機（株）

148 大和ハウス工業（株）高知支店

149 山本建設（株） http://www.yama-ken.jp/

150 山本でんき（有）

151 （有）有生

152 四電工エンジニアリング（株）　高知支店 http://www.yon-e.co.jp/

153 四電ビジネス（株） http://www.yon-b.co.jp/

154 （株）龍生 http://ryusho-kochi.jp/

155 （有）嶺北観光自動車

156 （株）レボテック・クリーン
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