
企業の魅力発信支援事業登録企業一覧
番号 会社名 本社所在地

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 南国市双葉台１番地
14 株式会社パシフィックメディカル 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 南国市左右山165番地１
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 株式会社須藤鉄工所 安芸郡田野町２６９７－１
41 株式会社新来島高知重工 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
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
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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 株式会社アッシェ 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 株式会社松村鉄工所 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
101 株式会社ロイヤルコンサルタント 高知市高須新町３丁目１番５号
102 仁淀川林産協同組合 吾川郡仁淀川町上名野川４９０番地
103 竹村産業株式会社 宿毛市中央２－２－１
104 有限会社香北観光 香美市香北町美良布１０６１－１
105 株式会社飯田鉄工 高知市長浜３１１１－２
106 株式会社エースワン 高知市薊野南町２８番１２号
107 株式会社パトス 高知市升形４－６
108 株式会社サンライズクリーニング 高知市大津乙２１２０番地５
109 酔鯨酒造株式会社 高知市長浜５６６－１
110 明治建設有限会社 土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本５０６－１
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111 東部生コンクリート株式会社 安芸市下山字白馬１６０６
112 株式会社土佐マシン 南国市日吉町２丁目１－７
113 株式会社ミロクテクノウッド 南国市篠原５３７番地１
114 有限会社吉野工作所 須崎市新町２丁目４－２９
115 MS四国株式会社 香川県高松市丸亀町３－１３
116 ニヨド印刷株式会社 吾川郡いの町４７４－２
117 有限会社西川製作所 高知市池２２２１番地７
118 株式会社ロードグリーンズ 高知市一宮南町１丁目６番１１号
119 株式会社トリアス 高知市薊野西町１丁目２２－１６
120 フクヤ建設株式会社 高知市薊野西町２丁目１８－１９
121 有限会社藤川工務店 長岡郡本山町本山３６５
122 ツカサ工業有限会社 高知市桟橋通６丁目７番３１号
123 有限会社西山建設 安芸郡田野町3522-1
124 四国電設興業 高知市上町3-11-25
125 タイムコンシェル株式会社 高知市仲田町2-11
126 兼松エンジニアリング株式会社 高知市布師田3981番地７
127 株式会社シンテック 高知市一宮南町二丁目６番２３号
128 大正町市場協同組合 高岡郡中土佐町久礼6370-2
129 アビリティーセンター株式会社 愛媛県新居浜市坂井町2-3-17新居浜テレコムプラザ7F

130 金星製紙株式会社 高知市井口町63番地
131 株式会社きたがわジャルダン 安芸郡北川村野友甲1100
132 一般社団法人エンジェルガーデン南国 南国市亀岩1008番地
133 株式会社Ｄ＆Ｈ 高岡郡中土佐町久礼6425-1
134 株式会社高建総合コンサルタント 四万十市駅前町2番3号
135 有限会社あさひファーム 香美市土佐山田町旭町2丁目6-38
136 高知おおとよ製材株式会社 長岡郡大豊町川口字川口南2035-1
137 豚座建設株式会社 四万十市古津賀2-6
138 湯浅建設株式会社 安芸郡馬路村大字魚梁瀬10番地120
139 幡東森林組合 幡多郡黒潮町熊井346番地8
140 YAMAKIN株式会社 大阪府大阪市天王寺区真田山町3番7号
141 株式会社城西館 高知市上町2丁目5番34号
142 株式会社高南メディカル 高知市薊野北町2丁目15番12号
143 株式会社海洋堂高知 南国市領石472
144 国土第一警備保障株式会社 四万十市右山五月町1-9
145 丸和林業株式会社 高知市知寄町3丁目303番地
146 社会福祉法人清和会 土佐清水市加久見1464-279
147 社会福祉法人ふるさと会 高知市横浜20番1
148 社会福祉法人土佐厚生会 南国市左右山290番地の2
149 株式会社第一コンサルタンツ 高知市介良甲828番地1
150 日高村商工会 高岡郡日高村本郷192-1
151 社会福祉法人やわらぎ 高知市春野町西分2401-2
152 医療法人須崎会 須崎市横町1-28
153 株式会社南建 南国市稲生706
154 有限会社中野精工 高知市神田1400番地1
155 株式会社タカチ測建 高知市愛宕町三丁目11番25号
156 株式会社ヤセック高知 土佐郡土佐町田井979番地
157 社会福祉法人ぷらうらんど 安芸郡田野町上ノ岡4462-58
158 医療法人同仁会 香美市土佐山田町百石町2-5-20
159 合同会社匠ハウス 高知市新屋敷2丁目11-14
160 株式会社SKK 高知市横浜西町1-3
161 株式会社SHIFTPLUS 高知市駅前町1-8　第7駅前観光ビル
162 弘文印刷株式会社 高知市与力町5-16
163 株式会社ベテルホーム 須崎市桐間南15番地
164 スッゴイスタイル株式会社 高岡郡日高村下分2658番地
165 株式会社新晃総合コンサルタント 高知市朝倉横町1番32号
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166 株式会社響建設 高知市鴨部一丁目22番24号
167 ツカサ重機株式会社 高知市長浜5033番地21
168 株式会社丸昇農財 須崎市西町2丁目9番26号
169 株式会社トラスト建設 高知市洞ケ島町7-15
170 一般社団法人　高知自立支援協会 高知市長浜6557番地62
171 和光製紙株式会社 吾川郡いの町3936番地
172 チカミミルテック株式会社 高知市追手筋1丁目6番3号
173 須工ときわ株式会社 高知市潮新町2丁目12番32号
174 土佐清水リゾート合同会社 土佐清水市足摺岬783
175 四国管財株式会社 高知市南はりまや町2丁目4番15号
176 有限会社愛機工業 高知市一宮東町1丁目25番5号
177 白川浩平税理士事務所 高知市堺町2-26高知中央ビジネススクエア8F
178 株式会社オフィスパートナー 高知市若草南町17-10
179 株式会社キタムラコンピュータ 高知市葛島2丁目3-37
180 株式会社アイ・エム・シー 高知市竹島町13番地1
181 医療法人臼井会 安芸郡田野町1414-1
182 医療法人岡本会 吾川郡いの町鹿敷162番地
183 株式会社大屋 西条市西田甲590番地2
184 株式会社高知通信機 高知市鴨部1丁目23番20号
185 有限会社武政建設 香美市物部町大栃1454-1
186 医療法人聖真会 土佐清水市越前町6番1号
187 有限会社嶺北観光自動車 土佐郡土佐町田井1491番地1
188 株式会社ミロクリエ 南国市篠原537－1
189 株式会社けんかま 須崎市下分乙805番地1
190 丸平工業株式会社 高知市愛宕町3丁目13-3
191 四国建設コンサルタント株式会社 徳島県徳島市応神町応神産業団地3-1
192 医療法人防治会 高知市薊野北町2丁目10番53号
193 株式会社スリーキューブ 高知市南久保9番16号
194 株式会社カワマート 四万十市有岡31-1
195 株式会社一の宮建設 高知市布師田石渕古川3291
196 医療法人仁智会 安芸郡奈半利町乙3740-1
197 SOLA株式会社 高岡郡中土佐町上ノ加江3319-4
198 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 高知市竹島町13番地1
199 株式会社ユーエスケー 高知市北本町3-10-28-3
200 株式会社西田塗装店 高知市一宮南町1丁目2番3号
201 株式会社平山 南国市双葉台21番地
202 株式会社都鼓 高知市福井町2113-26
203 株式会社市川工業 高知市長浜3770
204 フソー化成株式会社 高岡郡日高村下分3702番地17
205 有限会社小原水道工務店 安芸市日ノ出町4-1
206 株式会社ＩＣＵ 高知市秦南町1丁目9番2号1F-1
207 株式会社フードプラン 吾川郡仁淀川町土居乙199-1
208 松田医薬品株式会社 高知市塚ノ原8番地
209 サンライズファーム株式会社 山口県下関市東大和町1-10-12
210 医療法人金峰会 高岡郡越知町越智甲2041-3
211 医療法人香美会 香南市香我美町岸本ルノ丸328番地174
212 昭栄設備工業株式会社 高知市大津乙1830-4
213 医療法人恕泉会 高知市塚ノ原37
214 株式会社明神丸 高知市追手筋1丁目9番15号セントラルビル5階
215 株式会社四国ライフケア 高知市長浜1440-1
216 株式会社片岡電気工事 高知市鴨部1丁目6番12号
217 医療法人仁徳会 高知市福井扇町1182-1
218 株式会社山田屋 高知市秦南町2-8-2
219 有限会社大地と自然の恵み 香美市香北町韮生野434
220 株式会社カマハラ鋳鋼所 高知市東雲町3番3号
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221 山本建設株式会社 幡多郡黒潮町佐賀2988番地
222 有限会社上田電機 高知市瀬戸2丁目13番43号
223 有限会社おおぐし農園 宿毛市平田町戸内3661-52
224 有限会社村越工業 高知市仁井田新築4586-3
225 株式会社新創 高知市仁井田1631-8
226 株式会社トミナガ 高知市布師田3981番地5
227 株式会社長重建設 長岡郡本山町本山952-1
228 有限会社トータルエクステリアいしまる 吾川郡いの町枝川2864-1
229 大熊水産株式会社 高知市弘化台12-12
230 株式会社四国パイプクリーナー 高知市葛島三丁目14番32号
231 有限会社パワーテック 高知市池282-43
232 株式会社三谷組 高知市中宝永町5番21号
233 株式会社ダイリン 四万十市具同8557番地
234 医療法人永島会 高知市春野町西分2027-3
235 医療法人十全会 土佐郡土佐町田井1372
236 株式会社小谷設計 高知市介良乙822番地2
237 株式会社高知丸高 高知市薊野南町12-31
238 株式会社伸浩技建 高知市南ノ丸町15番地2
239 ヘアーサロン上町ハートミー 高知市上町3丁目4-25
240 医療法人翔和会 高知市鴨部1-10-33
241 高知丸果中央青果株式会社 高知市弘化台12番12号
242 株式会社高橋商事 高知市三園町68番地
243 株式会社サンテクノ 香美市土佐山田町旭町1丁目1-11
244 有限会社高知かねた青果 高知市弘化台12-12
245 株式会社岸之上工務店 高知市西秦泉寺435-1
246 学校法人平成学園 南国市岡豊町中島1219-1
247 大東冷蔵株式会社 高知市弘化台1-15
248 株式会社オフコム 高知市高須3-2-45
249 株式会社ローソン高知 高知市北御座9番11号
250 谷本物流株式会社 高知市弘化台10番1号
251 有限会社ナカイテレビ 高知市春野町弘岡下3434-1
252 日之出産業株式会社 南国市国分1309番地
253 ジェイエムシー株式会社 高知市葛島4丁目3-30
254 馬路林材加工協同組合 安芸郡馬路村大字馬路2107番地20
255 株式会社ライフラインサービス 高知市高須東町1-25
256 株式会社ケーテック 高知市孕東町25番地
257 株式会社高橋組 高知市日の出町2番12号
258 有限会社ファクトリー 高知市北本町3丁目10-4
259 炭火串焼丸ちょう 四万十市中村大橋通6-6-17
260 高知県農業協同組合中央会 高知市北御座2番27号
261 スカイレンタカー四国株式会社 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上8番地
262 東洋町特定地域づくり事業バツグン協同組合 安芸郡東洋町大字河内1102-7
263 高知県農業協同組合 高知市五台山5015-1
264 有限会社ヤナギハラ工芸 南国市稲生1140番地1
265 井上石灰工業株式会社 南国市稲生3163-1
266 株式会社カミノバ 高知市北本町1-10-31　高知八洲ビル３F
267 ワタキューセイモア株式会社 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2
268 高知三菱自動車販売株式会社 高知市萩町１丁目6番12号
269 株式会社フクチャンFARM 安芸郡東洋町大字河内362-1
270 株式会社ヒワサキ 高知市中の島2番75号
271 株式会社開洋 高知市鷹匠町1丁目2番53号
272 ラッキー農園 長岡郡大豊町西川735番地
273 株式会社浜田テクニカルサービス 土佐市高岡町丙595番地3
274 株式会社日東商事 高知市本町4-2-52
275 有限会社西村電気 宿毛市和田395-2



企業の魅力発信支援事業登録企業一覧
番号 会社名 本社所在地
276 社会福祉法人高春福祉会 高知市春野町東諸木3058番地1
277 北村商事株式会社 高知市城見町5番19号
278 株式会社風憬社 高知市和泉町2番8号レトロワ102
279 大旺機械株式会社 高知市高須砂地236番地1
280 第一電器株式会社 高知市介良乙1060番9
281 株式会社オガサ製工 高知市長浜3110番地1
282 株式会社土佐塾 高知市はりまや町3丁目7番8号
283 株式会社ワークスタッフ 徳島県徳島市西新町5-17
284 株式会社第二建設センター 高知市南新田町3番5号
285 小島瓦左官工業 宿毛市山奈町山田666
286 一般社団法人FOREST BEAR 高知市長浜蒔絵台1丁目4-1
287 株式会社工栄 高知市鳥越54番地4
288 株式会社あさひライフサポート 高知市塚ノ原365-3
289 株式会社フットレスト 高知市みづき一丁目308番地8
290 医療法人久会 高知市知寄町1丁目5-15
291 株式会社朝日技研 高知市土佐郡土佐町土居1075番地
292 愛が鍾まる株式会社 高岡郡中土佐町久礼6667番地1
293 西垣林業フォレスト株式会社 奈良県桜井市大字戒重137
294 山北造園株式会社 高知市春野町平和3393番地33
295 馬路村地域づくり事業協同組合 安芸郡馬路村馬路3564-1（馬路温泉内）
296 株式会社植西運送 愛媛県伊予市中山町中山子43番地2
297 入交石灰工業株式会社 南国市稲生3240番地
298 株式会社四万十ドラマ 高岡郡四万十町十川9-5
299 有限会社三浦建設 高岡郡四万十町平串584番地
300 有限会社礒部組 安芸郡奈半利町乙3781-1


