
企業の魅力発信支援事業登録企業一覧 R1.12.6時点

番号 会社名 本店所在地

1 トヨタカローラ高知株式会社 高知市一宮南町１丁目９－１０
2 株式会社西原鉄工所 土佐市高岡町甲８９５番地
3 株式会社ソフテック 南国市蛍が丘１－４
4 有限会社クリエイト・テーマ 香南市香我美町下分１１３５－１
5 株式会社浜幸 高知市はりまや町１丁目１－１
6 株式会社土佐電子 土佐市高岡町乙６１番地１０
7 医療法人川村会くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付９０２番地１
8 紀和工業株式会社 高知市南ノ丸町１２番地１６
9 廣瀬製紙株式会社 土佐市高岡町丙５２９番地イ
10 テクノヒロセ株式会社 高岡郡日高村下分２７７－２
11 和光商事株式会社 高知市南久保１２－２０
12 株式会社泉井鉄工所 室戸市浮津１８番地
13 株式会社フタガミ 南国市篠原１０８－１
14 株式会社パシフィックシステム 宿毛市幸町５番１２号
15 ワールドビジネスシスコム株式会社 高知市本町２丁目２番２７号
16 高知缶詰株式会社 高知市鴨部高町１３番３５号
17 株式会社轟組 高知市萩町１丁目５番１３号
18 株式会社建設マネジメント四国 香川県高松市福岡町３丁目１１番２２号
19 大旺新洋株式会社 高知市仁井田１６２５－２
20 社会医療法人近森会 高知市大川筋１丁目１－１６
21 有限会社ベル企画 高知市大川筋１丁目１－２２
22 タイム技研高知株式会社 宿毛市平田町戸内字扇３３８６番地の５７
23 株式会社栄光工業 南国市廿枝１３０７
24 入交グループ本社株式会社 高知市仁井田４５６３番地１
25 株式会社エレパ 高知市南御座２番１２号
26 関株式会社 高知市南久保８番３０号
27 株式会社山崎技研 高知市神田２０９８－２
28 株式会社西森建設 吾川郡仁淀川町長者乙２１９０
29 株式会社木こり屋 吾川郡仁淀川町長者乙２１９０
30 株式会社坂田信夫商店 香美市土佐山田町宝町４－９１－４
31 北川村ゆず王国株式会社 安芸郡北川村加茂２３６－１
32 富士紙化学株式会社 土佐市高岡町乙１２２５－１
33 株式会社ビーウェーブ 高知市春野町南ヶ丘７丁目２番地８
34 四国情報管理センター株式会社 高知市一ツ橋町１丁目３６番地
35 株式会社近澤製紙所 吾川郡いの町４００３番地
36 三昭紙業株式会社 土佐市北地２４２４－７
37 株式会社精工 大阪市中央区島之内１丁目１５番４号
38 高知機型工業株式会社 香南市香我美町下分１２４４－１
39 社会福祉法人香南会 香南市赤岡町１１６０－１
40 有限会社須藤鉄工所 安芸郡田野町２６９７－１
41 新高知重工株式会社 高知市仁井田新築４３１９番地
42 株式会社KCC 福岡市博多区店屋町１－３５
43 高知トヨタ自動車株式会社 高知市北御座３番３９号
44 株式会社垣内 南国市岡豊町中島３９１－８
45 株式会社あさの 香美市土佐山田町旭町１丁目５－２５
46 株式会社山下組 安芸郡東洋町大字河内３６２番地１
47 株式会社m.e.works 高知市神田２０９８番地２
48 株式会社カゴオ 安芸郡奈半利町乙８８３番地
49 株式会社ミロク製作所 南国市篠原５３７－１
50 中澤氏家薬業株式会社 南国市伊達野５０１



番号 会社名 本店所在地

51 株式会社ドリーマー 高知市吸江９０番地１
52 高知精工メッキ株式会社 南国市日吉町２－１－１２
53 有限会社式地林業 高岡郡津野町船戸２９９４番地６
54 和建設株式会社 高知市北本町４丁目３番２５号
55 有限会社四国浄管 高知市南御座１９－３１
56 株式会社オサシ・テクノス 高知市本宮町６５番地３
57 有限会社繁春鉄工所 南国市大埇乙２１０５－３
58 株式会社システム二十一 高知市神田１０１２番地
59 株式会社高知ミツトヨ 高岡郡中土佐町大野見吉野１０１５番地
60 有限会社With 高知市土佐山高川３３４－３
61 有限会社髙橋自動車商会 高知市高須３３６番地
62 有限会社高橋勢子商店 高知市弘化台１２－１２
63 株式会社穂寿美 高知市帯屋町１丁目１３番１０号
64 ミタニ建設工業株式会社 高知市針木東町２７－２８
65 池川木材工業有限会社 吾川郡仁淀川町土居甲７７５－１
66 株式会社高知電子計算センター 高知市本町４丁目１番１６号
67 株式会社ケーディエス 高知市一宮中町３－１－２
68 有限会社安芸自動車学校 安芸市川北甲２１００
69 株式会社高知林業 高知市神田９６８－１
70 社会福祉法人和香会 南国市稲生１３０３－１
71 東陽特紙株式会社 吾川郡いの町幸町１１２－１
72 入交住環境株式会社 高知市仁井田４５６３番地１
73 株式会社生田組 高岡郡四万十町古市町７－３４
74 パシフィックソフトウェア開発株式会社 高知市本宮町１０５番地２２
75 澁谷食品株式会社 高岡郡日高村本郷７１６番地
76 株式会社mimoto 高知市長浜５９８４－２
77 幡多信用金庫 四万十市中村京町１丁目１７番地
78 社会福祉法人ふるさと自然村 南国市岡豊町常通寺島３３５番地３番
79 カワクボFACTORY株式会社 香南市赤岡町１５８６番地
80 有限会社松村鉄工所 南国市片山１２３８番地１１
81 株式会社のびる 高知市葛島４丁目１０－１０
82 株式会社相愛 高知市重倉２６６－２
83 株式会社ユイ工業 高知市一宮南町１丁目８番３７号
84 社会福祉法人南海福祉会 高知市布師田字宮ノ辺１３６２番地
85 株式会社日本綜合警備保障 高知市長浜４２９５－８
86 株式会社アクトワン 高岡郡四万十町東町７番４号
87 田村プラント工業株式会社 高知市大津乙１７９６番地１
88 有限会社西川屋老舗 高知市北竹島町２７０－７
89 株式会社中央精機 高知市一宮南町１丁目８－３７
90 四万十生産有限会社 高岡郡四万十町大正６８０－３
91 有限会社吉本乳業 高岡郡佐川町甲９７１
92 株式会社ヴェルデ 吾川郡仁淀川町土居甲７６７－１
93 横井石販株式会社 香川県坂出市入船町１丁目２－３５
94 有限会社高須ハイヤー 高知市高須１丁目９－８
95 株式会社Nikkeiホールディングス 高知市天神町３番１６号
96 有限会社まつだ寝具店 香美市土佐山田町西本町４丁目２－１９
97 株式会社慶金 香南市赤岡町２５６番地５
98 陽和産業株式会社 高知市南御座２番１号
99 グッドラックカンパニー株式会社 南国市明見９３３
100 ネッツトヨタ南国株式会社 高知市南川添４番２８号


