高知県がおすすめする製品・技術カタログ

projects for supporting
actualization of
がおすすめする
industries comprehensively with goodness a
leveraged.
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currently on further
カ タstrengthening
ロ グ the acti
production for external
trade having been t
平成29年度版

年度版

29

エントランス

窓からの高知城

高知県立高知城歴史博物館

（高知市追手筋2丁目7番5）

イメージキャラクター
山ぴょん

料を中心に、土佐藩・高知県ゆかりの歴史資料の数々を
展示する本格的な博物館として２０１７年にオープンし
ました。常 設 展 示では体 験 型の展 示や映 像などで楽し
みながら歴史を学ぶことができるほか、年間を通して多
感できます。
館内には隣接する高知城を一望できる展望ロビーをは
じめ、喫 茶 室やミュージアムショップ 、城 下 町や県内 地
域の文化・観光情報を紹介するコーナー等も併設。
高 知 城のふもと、日曜 市やひろめ市 場で賑わう商 店 街
にも隣接し、博物館とあわせて城下町をまるごとお楽し
みいただけます。

Products Promoted
by Kochi Industrial Promotion Center

高知県産業振興センター

彩な企画展を開催、来館の度に新たな土佐の歴史を体

公益財団法人

国 宝 や 重 要 文 化 財を含む約６万７千 点
に及ぶ土佐藩主山内家伝来の貴重な資

Kochi Industrial Promotion Center is a P
Incorporated Foundation established for th

promoting the development of industries in
Prefecture” and at the same time contribu
actualization of vigorous regional economy

高知県

製品
技術

With a view to achieving further developm
industry, we in Kochi Prefecture established

Industrial Promotion Plan”, the total plan
economical actualization, in 2009 and have

the present as the third-term plan to con
process to desirable cycles of more powerfu
on an enlarged scale”.
Among those activities, overseas developm

enterprises in Kochi occupies an importan
and we in this center also have been promo
a full scale to overseas expansion of promin
and technologies of enterprises in Kochi sin
This catalogue has been created for the purp
introducing the overview of Kochi Prefectu
representative products of Monozukuri
Manufactuing)enterprises
therein to overse
公益財団法人
It is my strong高知県産業振興センター
hope that you will read this
deepen your understanding of Kochi Mono

INDEX

企業別名索引

ごあいさつ

あ 株式会社アークリエイト

155、156

アールデザインスタイル

105

小磯鉄工

59

株式会社シンテック

117

株式会社光栄鉄工所

43

株式会社進和技研

150

高知機型工業株式会社

44

株式会社ＳＫＫ
エフコン株式会社

皆様
は 、日
づくり産
株式会社m.e.works
66
ＩＴに
ＰＲＯＤＵＣ
Ｔ 頃 から高 知 県 のもの

138

株式会社オーエス・エンジニアリング
24 感 謝
お 申し上
業 の 振有限会社青木製作
興 に 格 別 のご 高 配を賜り、

11

高知県消火栓標識株式会社

76

げます株式会社暁産業
。

72

高知消防システム株式会社

76

53

大斗有限会社

アクアデザインシステム株式会社

67

株式会社オサシ・テクノス

株式会社浅川自然食品工業

68

おのストーブ

株式会社朝日技研

68

72、73

当センターにおいては、現 在高知県の「第３
期 産 業 振 興 計 画 」のもと、ものづくりの地 産 地

か 有限会社海昌（SD工法研究会）

消 の強旭フレッシュ株式会社
化 、外 商のさらなる拡
大、
さらにその
成
株式会社垣内
115
（製造：土佐山ファクトリー協同組合）
全 力で進めています。
株式会社荒川電工

54

兼松エンジニアリング株式会社

107

池川木材工業有限会社

10・36
42

株式会社コスモ工房
さ 有限会社サーマル工房

19

株式会社西原鉄工所

109
122

23

有限会社鍋島工芸

た 大永造船株式会社「わな造君」販売事業部

92

株式会社丸昇農材

31

み 美津和産業株式会社

30、127
127、128

な 株式会社永野

株式会社大旺新洋 土木事業本部環境事業部 63、153、154

有限会社丸英製紙

21、22

128

93

有限会社宮崎ウェルディング

51

ミロク機械株式会社

112、113

有限会社南国ステンレス

株式会社ミロクテクノウッド
む 睦月電機株式会社 土佐山田工場

13

株式会社西宮産業

89

株式会社モリシカ

84

ニッポン高度紙工業株式会社

99

や YAMAKIN株式会社

85

ニヨド製紙有限会社

99

株式会社山崎技研

129

有限会社山下工業

65

49

山伸工業株式会社

163

株式会社ダイドウ

川島製作所

20

有限会社澤工作所

141

株式会社太陽

株式会社カンキョー

58

三恵株式会社

123

有限会社高岡丑製紙研究所

97

パシフィックソフトウエア開発株式会社

73

株式会社三彩

96

高階救命器具株式会社 高知工場

85

濵村鉄工有限会社

144

ヤマト商工有限会社

三昭紙業株式会社

96

株式会社タケナカダンボール

86

ハヤシ商事株式会社

100

有限会社山中製作所

74

紀和工業株式会社
43
株式会社石禮工業
センターをあげ
て取り組んでまいります。
金星製紙株式会社

また 、そうした 中 で 外 商 に お い て は 東 京 営

く 合同会社クールアイランド

業 本 部有限会社上田微生物
のもと東 京 、大 阪 、名 古 屋
に駐在
する
公文製作所
116

外 商コー
ディネーターによる県 内
新 た ト・テーマ
有限会社クリエイ
11企 業 の
宇治電化学工業株式会社

な商 談株式会社梅原製作所
先 の 開 拓や 商 談 のフォローを一
層
強化
クルミ工房
40

こ の た び 、こ の 取 組 の 一 環として 、県 内 外

三和製紙株式会社

75

サンワトレーディング株式会社

120、137
108
75
121

黒鳥鍛造工場
け 株式会社ケンセン35

95

25

株式会社黒潮町缶詰製作所
え 株式会社栄光工業
す るなど
、販 路 拡 大を 、積 極 的 134
に 支 援して
い

121、122
59

こ 株式会社コアテック

の多くの皆 様に広くご紹 介したい 製 品・技 術を

有限会社サンワールド川村

し 有限会社繫春鉄工所
有限会社四国浄管
四国スッピル工業有限会社
四万十コンクリート株式会社

21
97
28、29
145
80
142

29、62

は 株式会社ハート

46、47

ひ 有限会社菱田ベーカリー

98

ひだか和紙有限会社

チカミミルテック株式会社

86

廣瀬製紙株式会社

株式会社中央精機

14

16、17

32
132

90

ゆ 株式会社ユイ工業

65、66

株式会社ユーチカ

33

101、102

よ 有限会社横川鉄工所

50

ふ 株式会社フィールディックス

103
131、152

101

113、114

94

有限会社ヨコヤマコーポレーション

94

有限会社吉村デンソー

52

つ ツカサ重機株式会社

47

フォレスト

て 株式会社ＴＳシール工業

87

有限会社フジオカ

114

124

有限会社福原鉄工

35

菱高精機株式会社

17、18

143

株式会社フロムハート

90

わ 和光製紙株式会社

104

129、130

株式会社和田機械

18、19、149

株式会社ディーパース・ファクトリー
と 株式会社特殊製鋼所

80

株式会社土佐組子

110

109

ほ 穂岐山刃物株式会社

り 理工エンジニアリング株式会社

39

91

有限会社土佐通信

87、125

昭和産業株式会社

60

株式会社土佐テック

64、125

株式会社益製作所

15、36

新高知重工株式会社

81

株式会社トサトーヨー

64

松井建材有限会社

50、51

四万十町森林組合大正集成材工場

148

も 本山印刷株式会社 ＰＡＰＥＲＭＥＳＳＡＧＥ事業部 102、103

26、27

株式会社タムテック

115、147

35、162

株式会社ササオカ

ち 株式会社近澤製紙所

15、16、146

に 西川建設株式会社

34

44、74、158

22、23

株式会社mimoto

有限会社カワサキマシン

20、26

71

ナカムラ精工株式会社

株式会社ダイセン

27、28

株式会社エスエークラフト

83

株式会社大進商工

株式会社ＳＵＮ電装

55

株式会社ソフテック

79

株式会社サンテクノ

135

株式会社トリムエレクトリックマシナリー

62

12、140

136

株式会社エスイージー

61

88
111、112
126

有限会社トヨクニ

株式会社相愛

123

119

株式会社エコロジーサイエンス
るところです
。

そ 有限会社ソイルファーム

大紀商事株式会社

株式会社キヨトウ
企 業 は株式会社岩や
着 実 に 増 加して います の70
で 、引き続き

10

83

48

機能素材株式会社
69
有限会社井上満吉商店
ます 。多くの
企 業 の 皆 様 のご 理 解を得
て
策定

70、71

せ 関株式会社 洋紙・包材事業部

有限会社戸田商行

91

有限会社坂本鉄工所

略 の 策井上石灰工業株式会社
定からその 実 行まで の 支116
援を行って
い
き 株式会社技研製作所

インタレスト・プロダクション

株式会社土佐レジン

45、46

株式会社松田鉄工

株式会社坂本技研

内 企 業株式会社井筒屋
の 経 営ビジョンの 実 現に向けた事
業戦
関西仮設株式会社
108

う 有限会社上田電機

82、151

有限会社須崎サブコン

130

110、111

38

に 強 化し、当 センター の 最 重 点 施 策として 県
株式会社一宮技研

78、159、160、161

株式会社土佐龍

松田医薬品株式会社

57

づくり地 産 地 消・外 商 センター 」の 取 組をさら
株式会社泉井鐵工所

株式会社高知丸高

77

40、41

す 株式会社スカイ電子

30

株式会社土佐農機

カワクボFACTRY株式会社

事 業 拡 大までを 一 貫して サ ポ ートす る「もの
41・42

157

37

株式会社刈谷鉄工
106 ア 段 階
昨い年株式会社イータスインザルーム
からはもの づくりの ア イデ
から
株式会社飯田鉄工

高知トップ教材

56

果を拡株式会社アミノエース
大 再 生 産 への好 循 環 へと繋げる取
組を
株式会社カタシマクリエーション
69

139

高知精工メッキ株式会社

118

45

ま 株式会社マシュール

網 羅した 平 成 2 9 年 度 版「 高 知 県 が お す す め
す る製 品・技 術カタログ」を、内 容も新 たに 拡
充して発刊いたしました。
是 非とも、機 械 系もの づくり製 品 や 防 災 関
連 製 品 など の 検 索 ツ ー ルとして 、またビジ ネ
ス チャン
スを 広 げ る情 報 源とし て 、存 分 にご
◆ カタログについてのお問い合せは
活 用 いただきますようお願い申し上げます 。
ものづくり地産地消・外商センター

理事長

松 岡 哲 也

東京営業本部
〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 7-16
第 3 小森谷ビル別館 6 階
TEL.03-6452-8830 FAX.03-6452-8831
e-mail mono-tokyo@joho-kochi.or.jp

名古屋事務所

大阪事務所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-16-8
栄メンバーズオフィス 8 階 803 号室
TEL.052-684-4904 FAX.052-684-4904
e-mail mono-nagoya@joho-kochi.or.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 2-6-8
センバセントラルビル 1 階（高知県大阪事務所内）
TEL.06-6244-7934 FAX.06-6244-7933
e-mail mono-osaka@joho-kochi.or.jp

1

「cocoAR2」無料アプリを端末に
インストールします。
iPhone/iPad

又は

〒781-5101 高知県高知市布師田 3992-2
平成２９年９月
TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
URL www.joho-kochi.or.jp/mono
公益財団法人 高知県産業振興センター
e-mail gaisyou@joho-kochi.or.jp

◆ AR（動画）の使用方法

2

アプリを起動したら、
カタログにかざすとスキャンが開始されます。
パンダマークの付いている1コーナー説明枠をスキャンしてください。

Android

で cocoar
パンダマークの

無料アプリを
インストール！

かざす
※画像に光が反射
しない環境で
スキャンして
ください。

◎動画データは多くの通信容量を必要としますので、wi-fi環境下での使用を推奨いたします。
◎動画再生期間／2018年9月30日まで
※マーカーとなる写真は480×480ピクセル以上が必要となります。※動画サイズは50Mまでのmp4ファイルになります。※iphone,App StoreはApple Inc.の商標です。
※Android,Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。動作環境 iOS 5.X以上／Android4.X以上 ※対応機種以外では見ることができません。

KOCHI
ここ で 育 ま れ た
「 人 」、
「 技 術 」が 誇りで す

INDEX

目次・分類別索引

外商支援製品

◆ 産業機械
各種漁撈機械・舶用甲板機械

株式会社 泉井鐵工所

10

工場・倉庫専用クレーン

有限会社 上田電機

10

乾式研磨システム

宇治電化学工業 株式会社

11

純水製造・貯留・循環・薬液調合・自動送水システム

株式会社 オーエス・エンジニアリング

11

ファインバブル発生器

株式会社 坂本技研

動バランス調整装置
インテリジェント・パワーユニット及び制御盤
モーションパック
APC付両頭側面加工機 ＤＡＩＳeries７００Ⅱ/５００Ⅱ/８００
NC小型プラノミラー C25N・C30N
変速機・減速機・増速機・正逆切替
大型NCガンドリルマシンシリーズ JUMBO-1500/2000・MHG-1000/1200/1500NC
BTA深穴加工機

MB-2000・3000

立形ＮＣフライス盤 ＹＺ-８ＷＲ
門形ＮＣフライス盤 ＹＺ-１３２１ＡＴＣ
ハンガーミル
ＣＮＣ工具研削盤 εＥＰＳ
Ｉ
ＬＯＮ SGR-XⅢ
両頭側面フライス盤

WH310シリーズ

両頭側面フライス盤

WH480A・530A

株式会社 大進商工
株式会社 中央精機
株式会社 益製作所
ミロク機械 株式会社
株式会社 山崎技研
菱高精機 株式会社
株式会社 和田機械

12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19

◆ 食品機械
減圧蒸留型抽出装置

兼松エンジニアリング 株式会社

19

川島式柑橘搾汁スライサー

川島製作所

20

ブライン冷凍機 ＳＵシリーズ

株式会社 ＳＵＮ電装

20

有限会社 サンワールド川村

21

「NICE-01」Pharaoh4シリーズ
異物除去用Y型ストレーナー[スクリーン交換ワンタッチ式]
ロータリーピストンポンプ[味噌送りポンプ]
IoT・AI機能付き 縦型ピロー三方包装機
自動計量包装システム

ナカムラ精工 株式会社
美津和産業 株式会社

21
22
22
23

◆ 農業機械
スーパー御用でござる
びわの葉裏毛取り裁断機
山椒屑葉取機

大永造船 株式会社「わな造君」販売事業部
BY３５-８型

AY400-9型

小径果実用搾汁機
除塵装置付ぜんまい揉捻機
ＥＫ−５ SW１６

公文製作所
株式会社 ＳＵＮ電装

刈ッ田ろう

株式会社 ササオカ

管理機『菜さく』
生姜ハーベスタ KS-2型
長ネギ堀取機
牧草束解し機「ほぐす君」
かんきつ類磨き機「光太郎」
野菜袋詰め機

有限会社 青木製作

VF800

株式会社 サンテクノ
サンワトレーディング 株式会社

23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29

株式会社 太陽

29

モーターフォグＭＦ、
２００ＶＭＦ、ケルベロスＭＦ

株式会社 土佐農機

30

還元野菜整水器

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー

30

TRIM AG-10、AG-30

潅水集中制御盤 アクアマイスターPro
栽培用スチロールベッド

株式会社 丸昇農材

31
31

水圧式ニラ洗浄そぐり機
水圧式ネギ洗浄機

NY-2012

NSY-2015

シカ捕獲オリ SK-25
トンキッスB型

LHB型（肥育豚用）

ヤマト商工 有限会社
株式会社 ユーチカ

32
32
33
33

◆ 林業機械
架線器具

有限会社 カワサキマシン

集材機（KD50シリーズ）

34
34

TOSAMAKI TND-1255E

西川建設 株式会社

35

新過熱蒸気式木材乾燥機 Ｓドライ 土佐モデル〈龍馬〉

有限会社 福原鉄工

35

移動式製材機

株式会社 益製作所

36

株式会社 泉井鐵工所

36

◆ 水産機械
スラリーアイス製造装置
スライスマシーン

株式会社 カタシマクリエーション

全自動洗網機
シラス防腐洗浄システム BS-2D（S）
風力選別機

FS−4500D

エフビック フィレマシン ＨＳ-９Ｃ
エフビック ウロコ取り機 【目からウロ子】 ＵＰ-１２Ｋ

カワクボFACTORY 株式会社
理工エンジニアリング 株式会社

37
37
38
38
39
39

◆ 紙加工機械
ジェットフォーマー、円網抄紙機、短網抄紙機、付加価値装置躯体など
型式 ＰＴＭ-Ｆ１ 全自動ウェットティシュ折機（ノンストップタイプ）
型式 ＳＮＤ-７Ｄ 全自動フェイスマスク
（美容）製造ライン

株式会社 梅原製作所
株式会社 進和技研

40
40
41

◆ 土木機械
油圧式エコカッター

株式会社 飯田鉄工

Ｒ型アイアンクロー

41
42

株式会社 一宮技研

42

油圧ショベル装着草刈剪定機

株式会社 石禮工業

43

浚渫用グラブバケット

株式会社 光栄鉄工所

43

全旋回式舶用クレーン

株式会社 ＳＫＫ

44

耐震地下駐輪場 エコサイクル／可搬式自転車駐輪システム モバイルエコサイクル

株式会社 技研製作所

44

コンクリートポンプ160-40-8（イチ・ロク・ヨン・パー）

株式会社 シンテック

45

建設機械用カッター刃【龍馬刃

Ryoma blade】

大型積みブロック Ｋ・Ｏ
（ケー・オー）ブロック
自由勾配側溝 かんたん側溝
一人で持てる埋設型枠
施釉・焼成したコンクリート製品（セラミックス）

株式会社 タムテック
ツカサ重機 株式会社

マリンクレーン
SAIBARA-10（ユニット型コンクリート成型装置）
コンクリート製品用

有限会社 須崎サブコン

鋼製型枠

ＳｅａＶｉ
ｓ
ｉ
ｏｎ SV-Sonar SV-1000
Virtual Bridge Monitor（バーチャルブリッジモニター）
低コスト・簡単メンテナンスを実現する、芝生施設の新提案
HC床版（高強度コンクリート床版）
笠コンフレーム
テルハ型マリーナクレーン
無線式クレーンカメラ（YS-CC3S）
無線式構内監視カメラ ＹＳ−ＰＣ３Ｓ

株式会社 西原鉄工所
パシフィックソフトウエア開発 株式会社
株式会社 フィールディックス
松井建材 有限会社
有限会社 宮﨑ウェルディング
有限会社 吉村デンソー

45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52

INDEX
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◆ 環境・バイオマス機械
バイオマスエコバーナー

株式会社 暁産業

おが粉乾燥機
パネルDo検査ライン

荒川電工 株式会社

ARMEC-002
浴槽湯面垢取り装置（浴槽水清掃補助装置）アカパス
完オゾ特浴CZ-KST
ツインダイス式ペレタイザー「粒造くん」
ペレット冷却機「ひえた君」
＜カッター&ミキサー君＞
シールラベルカス処理装置 ＜ラベルカッター君＞
コンデンスELD
タービュランス空気清浄機TB502

株式会社 エコロジーサイエンス
株式会社 垣内
株式会社 刈谷鉄工
株式会社 カンキョー

53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58

ロボット型薪ストーブ

小磯鉄工

59

微酸性次亜塩素酸水生成装置コア・クリーン２５

株式会社 コアテック

59

木質ペレット焚きハウス温風暖房機 ＫＰ型
木質ペレット焚きハウス温水暖房機 ＫＰＷ型
未利用熱エコハイブリット乾燥機
造粒機（整粒機）

昭和産業 株式会社
有限会社 ソイルファーム

60
60
61
61

木質ペレットヒーティングシステム 木燃

株式会社 相愛

62

太陽 エコシステム／ＴＡＩＹＯ ＥＣＯ ＳＹＳＴＥＭ

株式会社 太陽

62

フロン再生装置（簡易蒸留方式）
フロン及び地球温暖化ガス分解装置

大旺新洋 株式会社 土木事業本部環境事業部

63
63

エコゾン

株式会社 トサトーヨー

64

木質ペレット製造機 ペレタイザー

株式会社 土佐テック

64

ロータリー式

有限会社 山下工業

65

堆肥撹拌機

可燃性粗大ゴミ切断機

株式会社 ユイ工業

ローラー式脱水機

65
66

◆ 防災製品
Genki Dayo System 安否確認ソリューション
逆浸透膜浄水装置「自走式シーアクア」
「自走式シーアクアディーゼル」
緊急対応型

逆浸透膜浄水装置「ピュアアクアエコ」
「アクアウェル」

IT PRODUCT
アクアデザインシステム 株式会社

66
67
67

室戸の海洋深層水 マリンゴールド 6ＹＥＡＲＳ ２Ｌ
・500ｍｌ

株式会社 浅川自然食品工業

68

水門ゲートＡＳシステム

株式会社 朝日技研

68

保存用ミレービスケット200g

株式会社 アミノエース

69

生石灰発熱剤「ヒートライム」

有限会社 井上満吉商店

69

タスカルフラワー・タスカルグリーン

株式会社 岩や

70

避難時用風呂敷「土佐の大風呂敷」
携帯防災セット「くるめる７点セット」

インタレスト・プロダクション

70
71

安心安全の耐震ボード コレクション

株式会社 エスエークラフト

71

かんたんひび割れ調査システムオートくん

大斗 有限会社

72

「ばらまき型傾斜計」 NetBC-30L(ロガー)/NetBC-30S（センサ）
インターネット水位計・雨量計

ITC-01/ITC-02/ITC-21

株式会社 オサシ・テクノス

72
73

関西仮設 株式会社

73

インプラント堤防

株式会社 技研製作所

74

防災王（≪災害時≫雨水貯留飲用水造水装置）

紀和工業 株式会社

74

高性能・超小型ターゴ水車発電機「Cstream-1（シーストリームワン）」

合同会社 クールアイランド

75

食物アレルギー対応グルメ缶詰

株式会社 黒潮町缶詰製作所

75

りょ〜るくん

高知消防システム 株式会社

76

全天候型仮設屋根

簡易屋根トラス Provisional Concourse

大規模災害時対応型ご遺体収容袋

哀悼

高知県消火栓標識 株式会社

８４腰掛防災トイレ

高知トップ教材

８４防災トイレ折りたたみ式
水陸両用ガレキ浚渫収集艇

株式会社 高知丸高

長尺橋梁
ガス圧式陸閘自動開閉装置
電動ガス圧ハイブリッド式陸閘（横引きゲート）自動開閉装置
災害対策大容量トイレ設備

2Ways大地くん

法勾配・控長自在耐震性組立式大型ブロック「ガーディアンⅡ」
鋼製飲料水兼用耐震性貯水槽
災害時避難誘導灯（スカイＨＶ街路灯）
縫合タイプ

超高輝度蓄光式誘導標識「アルファ・シャインプレート」
ソーラーLED避難誘導灯・照明システム

78
78
79
79

四万十コンクリート 株式会社

80

関 株式会社

高度利用者向け緊急地震速報提供サービス「K U R U Z E Y O」
（クルゼヨ）

77

80

株式会社 スカイ電子

スカイＰＶ避難誘導灯（ソーラータイプ）

77

有限会社 四国浄管

新高知重工 株式会社

二次製品防火水槽・耐震性貯水槽

RESCUE REQUEST

有限会社 坂本鉄工所

76

洋紙・包材事業部

株式会社 ソフテック
株式会社 ダイセン

81
81
82
82
83
83
84
84

可搬型循環式水洗トイレ（高知県産木材仕様）

株式会社 ダイドウ

85

ブルーシー シルトフェンス

高階救命器具 株式会社 高知工場

85

暖ダンルーム〜間仕切り・イス・テーブル・ベッド〜

株式会社 タケナカダンボール

86

耐震天井廻り縁

チカミミルテック 株式会社

86

TSシール製品・工法

株式会社 TSシール工業

87

リードパイプ誘導灯PALA

有限会社 土佐通信

87

アソットタンク

株式会社 土佐レジン

折りたたみ式防災ボート ツーウエイ９
シェルターステップ

株式会社 西宮産業

スマートメッシュ

88
88
89
89

保存用らすく

有限会社 菱田ベーカリー

90

備蓄用

株式会社 フロムハート

90

ハコベスト

株式会社 マシュール

91

油漏れないタンクん2号

株式会社 松田鉄工

91

不織布毛布

クリーンズファミリー 型番MHCF -101

有限会社 丸英製紙

10年保証備蓄用トイレットペーパー
非常用保存ウエットタオル

株式会社 mimoto

非常用保存ウエットタオルBIG

92
92
93
93

WIND UP（可搬式ゲート開閉装置）

有限会社 横川鉄工所

94

ディーゼル機関排気ガス処理装置

有限会社 ヨコヤマコーポレーション

94

◆ 紙製品
エコパッシュ

金星製紙 株式会社

エコパルカラーマット

95
95

おもいやり心ぬれタオル バケツタイプ N-240

三昭紙業 株式会社

96

LiggL楮入りパーツケアシート
（フェイス用、デコルテ用、目元用）

株式会社 三彩

96

サン・モア ＮＡ
（超極細アクリル繊維不織布：ワイパー用）

三和製紙 株式会社

97

914㎜幅インクジェットプリンター用和紙（厚口：白

有限会社 高岡丑製紙研究所

97

メディパンツスリム
メディパッドストレート

薄口：薄未晒し）

株式会社 近澤製紙所

98
98

セルリオン

ニッポン高度紙工業 株式会社

99

長尺サンハニー

ニヨド製紙 有限会社

99

ハンドリッチウエットティシュ

ハヤシ商事 株式会社

100

INDEX
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日本のプチ土産ティシュ

ハヤシ商事 株式会社

100

土佐典具帖紙（極薄和紙）

ひだか和紙 有限会社

101

湿式不織布

廣瀬製紙 株式会社

断熱不織布
オリジナル紙製品

本山印刷 株式会社 paper message事業部

ウェディングペーパーアイテム、ノベルティ制作

株式会社 モリシカ

土佐和紙壁紙
フェイシャルティシュ福10P

和光製紙 株式会社

フェイシャルティシュ諺16P

101
102
102
103
103
104
104

◆ 木製品
四万十プリフラ キューブ

アールデザインスタイル

四万十プリフラ ログ
イータステーブル

株式会社 イータスインザルーム

土佐とれい
なんでものるゾウ

池川木材工業 有限会社

桧ちび棚

105
105
106
106
107
107

積み木ウッドキュウブ 四万十ヒノキ材50ピース

株式会社 井筒屋

108

杉のブロック椅子

クルミ工房

108

純国産竹集成材

株式会社 コスモ工房

109

MORITO

四万十町森林組合大正集成材工場

109

KUMIHAKO

株式会社 土佐組子

110

いちまい板極めまな板

株式会社 土佐龍

サクラ洗濯板
木毛（もくめん）

有限会社 戸田商行

はなもくくすのきシューズキーパー Mサイズ
けやきの円卓

有限会社 鍋島工芸

ステンレス コンビネーション サイドボード
（扉）
竹製コースター

フォレスト

竹製ステーショナリー
龍馬の夢枕

110
111
111
112
112
113
113
114

有限会社 フジオカ

114

株式会社 ミロクテクノウッド

115

ゆずエッセンシャルオイル フローラルウオーター

旭フレッシュ 株式会社（製造：土佐山ファクトリー協同組合）

115

ICボルドー（銅殺菌剤）

井上石灰工業 株式会社

116

ウエタドロン

有限会社 上田微生物

116

天然木製

高級ノベルティ

◆ その他製品

マスフローコントローラ（気体流量計測制御機器）及び制御電源
ガス混合器「CUBEGMシリーズ」
燃やす薪の種類を選ばない「おの式薪ストーブ」
テーブル型調理用コンロストーブ「スマートロケット」
ツイスターロック におわん
ステンレス製 からくり風車ヘリコプター
ステンレス製 メタルアート 観葉植物 ドラセナ及びモンステラ
土佐打刃物

有限会社 クリエイト・テーマ
黒鳥鍛造工場

親から子へ受け継がれる・宝石珊瑚1級珠厳選
必勝！七転び八起き 白サンゴのダルマ根付
ジオラマ・模型製作
PLANE

おのストーブ
機能素材 株式会社

ノロフル ウイルスワイプ

ZERO

エフコン 株式会社

15

赤サンゴの本連数珠

株式会社 ケンセン35

117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122

有限会社 サーマル工房

122

三惠 株式会社

123

DSロープ

大紀商事 株式会社

トラベラーズロッドケース
リリースジグ Spindle

株式会社 ディーパース・ファクトリー

123
124
124

廃ガラス生まれの次世代素材 スーパーソル

有限会社 土佐通信

125

屋根工事の達人

株式会社 土佐テック

125

軒締機 トンボ

TOSA 鍛造三徳庖丁ニッケルダマスカス15層V-10
土佐アウトドア剣鉈120 青su 磨き ステンツバ輪 チェッカー入り
電解水素水整水器

TRIM ION HYPER（トリム イオン ハイパー）

クールバッグ（断熱縫製カバー）
・蓄冷材
魚函（発泡ポリスチレン製魚函）、農産箱（発泡ポリスチレン製農産箱）

有限会社 トヨクニ
株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
株式会社 永野

126
126
127
127
128

うろこ散らんき（うろこ取り器）

有限会社 南国ステンレス

128

天使のベビーふとん 5点セット

株式会社 ハート

129

SAKON+（サコンプラス）
SAKON叢雲
生薬のめぐり湯
スパッタリング材料（貴金属ターゲット）
貴金属蒸着材料（ペレット形状・ショット形状）
ゴミステーションBOX

穂岐山刃物 株式会社
松田医薬品 株式会社
YAMAKIN 株式会社

129
130
130
131
131

有限会社 山中製作所

132

外商支援技術

◆製

造

金属製品の塗装（粉体・溶剤）

株式会社 栄光工業

134

お客様満足を第一に、あらゆる金属の加工・組立に卓越した技術集団をめざしています。

株式会社 エスイージー

135

開発から生産まで一貫した製品管理

株式会社 キヨトウ

136

コストダウンにつながる溶接（製造方法）の提案

有限会社 クリエイト・テーマ

137

光造形による型無し鋳物づくり Ｄ・Ｑ・Ｃ デジタルクイックキャスト

高知機型工業 株式会社

138

高硬度無電解ニッケルめっき（熱処理なし）

高知精工メッキ 株式会社

139

高能率な難削材・難形状切削加工を実現

株式会社 坂本技研

140

アルミ・ステンレスの精密部品加工

有限会社 澤工作所

141

油圧、水圧管用ネジ加工精度及び生産性の向上

四国スッピル工業 有限会社

142

鋳鋼鋳物の焼着を防止する鋳型技術を用いた鋳鋼品の製造

株式会社 特殊製鋼所

143

大型精密工作物の製缶・機械加工・組立の一貫生産

濵村鉄工 有限会社

144

量産シャフト製品の生産性の向上

有限会社 繁春鉄工所

145

深穴加工の「高精度・高品質・高能率」を実現！

ミロク機械 株式会社

146

天然木による「工業用高級内装部材の安定供給」

株式会社 ミロクテクノウッド

147

化学結合による樹脂・金属一体成形技術のご提案

睦月電機 株式会社 土佐山田工場

148

工作機械の再生と付加機能の追加

株式会社 和田機械

149

株式会社 m.e.works

150

コアレス発電機と制御装置

株式会社 スカイ電子

151

貴金属の合金化、リサイクル、加工のトータルプロセスの提供

YAMAKIN 株式会社

152

◆造

形

様々な素材と工法を活用した造形技術

◆ 素材/部品

◆環

境

不要ボンベ・特殊ガス処理
ダイオキシン無害化・土壌汚染浄化

株式会社 大旺新洋 土木事業本部 環境事業部

153
154
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◆ 土木・建築
高耐震・低コスト・エコの新しい鉄骨建築物の溶接製作技術
杭と柱を溶接で直結！工期短縮、コスト低減の建築基礎工法

株式会社 アークリエイト

155
156

スタンドドライブ（SD）工法（無足場による鉄筋挿入工）NETIS登録No.SK-030015-VE

有限会社 海昌（SD工法研究会）

157

インプラント工法

株式会社 技研製作所

158
159

SqCピア工法
スーパーガイドパイル工法

株式会社 高知丸高

160
161

自航組立台船
特殊現場向けの土木架線工法

西川建設 株式会社

162

土留部材引抜き時の周辺地盤への悪影響を抑える唯一の特許工法

山伸工業 株式会社

163

Kochi Prefecture Product Sales

「製 品」

高知県外商支援

機械・金属

世界の海に飛躍する「イズイ式漁撈機械」
「イズイ式舶用甲板機械」

各種漁撈機械・舶用甲板機械
株式会社 泉井鐵工所

産業機械

電 話.0887-23-2111

FAX.0887-23-2114

◎ホームページ http://www.izuitekkou.co.jp/

〒781-7103 高知県室戸市浮津18番地

◎代表メールアドレス izui.info@izuitekkou.co.jp

食品機械
農業機械
ラインホーラー

林業機械

サデ曳きウィンチ

スパットウィンチ

水産機械
紙加工機械

製品説明
当社は創業以来約90年、各種漁撈機械・舶用甲板機械の製作を行い、
この間に培われた技術は高い信頼と好評を得ております。
漁撈機械では、特にマグロ延縄捲揚機「ラインホーラー」の製造は国内
オンリーワンであり、
トロールウインチ・パースウインチ等各種漁撈機械
もイズイ式として製造しております。
舶用甲板機械は、オリジナル製品やOEM製品として漁船・商船・作業船
向け各種ウインチ（ウインドラス・スパッドウインチ）の設計から組立まで
行っております。

納入実績
川崎重工業㈱精密機械カンパニー
ニチモウ㈱
富士海事工業㈱
㈱三保造船所
新潟造船㈱

生産性向上は、
【最新】工場・倉庫専用クレーンで実現できます！
！
土木機械

工場・倉庫専用クレーン
有限会社 上田電機
電 話.088-841-1709

FAX.088-841-1466

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://ueta-denki.com/

〒781-0250 高知県高知市瀬戸2丁目13番43号

◎代表メールアドレス uetadenki@ebony.plala.or.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
①クレーン自動溶接システムで造る「高品質・短納期クレーン」
②荷揺れ自動抑制機能で「安全・快適・迅速な荷物の運搬」を実現
③自動保守管理システムで「クレーン故障停止を予防」
納入実績
住友グループ様、花王グループ様、技研製作所様、公共施設（高知龍馬空港、水道局、発電所など）

その他製品

その他の情報
クレーンを使われる皆様と共に歩んだ30余年‼そこで学んだ現実と最新技術の融合で、本当に必要なクレーン技術だけ
を開発しました。
「クレーン作業中は生産できていない無駄な時間だ」を合言葉に「誰でも簡単に速く運べるクレーン」を
追求し続けます。
10
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機械・金属

クリーンな乾式研磨システム

粗研磨から鏡面研磨まで可能

乾式研磨システム
宇治電化学工業 株式会社

FAX.088-832-6165

◎ホームページ http://www.ujiden-net.co.jp/

〒780-8010 高知県高知市桟橋通5丁目7-34

◎代表メールアドレス tosa@ujiden-net.co.jp

農業機械
林業機械

納入実績
高速遠心バレル DC‑1000型、 800型、 400型／
ゴルフ製造業、 楽器製造業、 腕時計製造業、 医療金具、
歯科業界、その他
流動バレル DR‑130型、 DR‑50型／
鍛造品、プレス部品製造業、自動車部品加工業、
水栓金具製造業、その他

食品機械

製品説明
トサリットＤＲシリーズは、水を使用しない乾式バレル研磨用のドライメ
ディアです。
これによって、排水処理設備の軽減、研磨作業性の向上が実現するこ
とが可能になりました。
乾式研磨工程の採用で、排水による河川などへの環境負荷を軽減す
ることができ、環境へ配慮した生産工程を実現することができます。
バリ取り等の粗研磨から鏡面研磨まで対応できるよう、豊富なメディア
サイズ、研磨機を取りそろえており、乾式研磨機械とドライメディアの
両面から、ご要望にあった研磨システムをご提案させていただきます。

産業機械

電 話.088-832-6162

水産機械

その他の情報
遠心バレル ラインナップ
DC‑1200、1000、 800､ 400、 DCB1200型､ 1000型
流動バレル ラインナップ
DR‑230型、130型、 50型
研磨目的により、最適な研磨機械、研磨材をご提案いたします。
お問い合わせは、営業部 甲木まで

紙加工機械

純水・RO水・軟水・殺菌水−水のハンドリングで品質と生産性の向上を
土木機械

純水製造・貯留・循環・薬液調合・自動送水システム
株式会社 オーエス・エンジニアリング
電 話.088-820-5450

FAX.088-820-5451

〒780-0843 高知県高知市廿代町６-１３-４F

◎代表メールアドレス os-engineering@mbr.nifty.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://os-engineering.eco.coocan.jp/

防災製品

その他の情報
造 水 能 力／２００L/h 〜 ４０００L／ｈ
装 置 構 成／ 活性炭ろ過、軟水処理、逆浸透膜（RO）
ろ過 、イオン交 換 処 理 、U V 殺 菌 、流 量
計測、ブロー、温度管理（冷水・温水）、
自動送水制御装置等
純水データ／ EC：１μS／ｃｍ未満、TOC：0.5mｇ／L
未満 など
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
フェイスマスク、ウェットペーパー、紙おしぼり等を製作される
企業様向けに、純水製造、薬液調合・送水設備、サニタリー配管
設 備 等 、水をハンドリングする装 置 一 式と、それらのユニット
化、自動制御対応をしています。
純水品質は、日本薬局方の規格も満たすレベルで、EC（電気伝
導度）、TOC（全有機炭素）等を測定・管理しております。

木製品

納入実績
高知県内外 紙・不織布の製造・加工会社様
（高知、愛媛、香川、兵庫等）

紙製品

※本図面と写真は同一の場所ではありません。

機械・金属

液体（水）と気体（空気など）を入れることで、高品質なファインバブル（マイクロバブル）を発生させることが出来ます

ファインバブル発生器
株式会社 坂本技研

産業機械

電 話.088-864-4277

FAX.088-864-4279

◎ホームページ http://sakamotogiken.com/

〒783-0022 高知県南国市小籠941-6

◎代表メールアドレス fb@sakamotogiken.com

食品機械
農業機械
林業機械

ファインバブル発生器

水中でのファインバブル発生の様子

製品説明
ファインバブル（微細気泡・マイクロバブ
ル）とは、直径10μm以下の微細な気泡
です。溶存酸素の補給、洗浄への利用、
排水処理等さまざまな分野で活用出 来
ます。高知高専と坂本技研で共同開発し
たファインバブル 発 生 装 置には次の特
徴があります。
・多量な流量規模にお応えします。標準
対応する配管規格：JIS15A〜50A
・水圧を持った水源があればOK
・自然環境の水にも対応！異物混入に強
い構造が特徴です。
・既存設備の配管に小型でコンパクトに
導入できます。
・可動部がありません。
・長期メンテナンス性に優れています。

水産機械

納入実績
高知県内水産業者、農家、水処理業者、
ほか

紙加工機械

簡単に取り付けることが出来ます

工作機械用工具の切削能力を大幅に向上させる動バランス調整装置
土木機械

動バランス調整装置
株式会社 坂本技研
電 話.088-864-4277

FAX.088-864-4279

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://sakamotogiken.com/

〒783-0022 高知県南国市小籠941-6

◎代表メールアドレス sgmail@sakamotogiken.com

防災製品

製品説明
マシニングセンタを代表とする工作機械の
性能向上に伴い、高精度・高速加工が近年
求められています。このような加工を実現
するためには、偏重芯低減が重要な役割を
果たすことに着目しました。坂本技研では、
日頃より動バランスが加工性能に与える影
響を定量的に把握し、効率的な加工体系の
構築に取り組んでいます。さらに加工現場
で手軽に動バランス修正ができる装置を実
現いたしました。本製品は機械加工におけ
る刃 物と回 転 工 具ホルダ動 バランス調 整
手 法に基 づいた、次 世 代 高 能 率 加 工を実
現させる画期的なバランス調整装置です。

紙製品
木製品

納入実績
フィールド試験中

その他製品

その他の情報
対応ツールホルダ規格/BT30/BT40/
BT50/HSK40/HSK36/HSK100
電源/ＡＣ100V（単相） 1kW
対応ツールホルダ/焼嵌めツールホルダ、
コレットチャックツールホルダ、ほか
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機械・金属

（株）大進商工は油圧の専門集団です

油圧のことなら何でもご相談ください

インテリジェント・パワーユニット及び制御盤
株式会社 大進商工

FAX.088-866-4684

◎ホームページ http://www.daishin-kochi.co.jp/

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-5

産業機械

電 話.088-866-4681

◎代表メールアドレス info@daishin-kochi.co.jp

製品説明
特徴

食品機械

・ロードセンシングによる省エネ・多機能・コンパクトユニット
・可変ピストンポンプによる3圧3流量制御
・アンロードカットオフ、ショックレス機能付き（オープン回路採用）
・市販シーケンサーで運転動作管理の一元化及びデータ保存機能可
・オイルタンク油量大幅低減（従来比50％以下）
・IE3高効率モーター対応品

農業機械

その他の情報
№1（7.5kW）

動力電源

200/220V 3

№3（15kW）

50/60Hz、400/440V 3

制御電源

DC24V

最高使用圧力

〜24.5MPa

50/60Hz

103L/min

137L/min

193L/min

外形寸法（W×H×D）

1014×1157×1123

1034×1334×1155

1184×1429×1343

タンク油量

250L

280L

400L

油圧のことなら何でもご相談ください

電 話.088-866-4681

土木機械

モーションパック
株式会社 大進商工

FAX.088-866-4684

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-5

◎代表メールアドレス info@daishin-kochi.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.daishin-kochi.co.jp/

製品説明
モーションパック・NEW

紙加工機械

ストローク・圧力・温度・レベル・フィルタ目詰まり

水産機械

ポンプ吐出量

各種センサー

（株）大進商工は油圧の専門集団です

№2（11kW）

林業機械

基本仕様

速度制御機能付き

6大特徴

紙製品

インテリジェント・モーションパック

防災製品

▪速度制御・ショックレス機能（制御入力は接点信号のみ）
▪負荷圧力感応制御で油温の上昇を抑え省エネ運転
▪独自の位置検出機構の採用
▪無給油でメンテナンスフリー
▪座屈強度と有効ストロークの大幅改善
▪イニシャルコストだけでなくランニングコストも低減
IMPストロークセンサ内臓省エネ油圧システム

5大特徴
木製品

▪ストロークセンサ内臓で位置決め制御が可能
▪汎用のシーケンサで制御ができ制御系の構築が容易
▪電磁方向流量制御弁と負荷圧力感応制御で省エネ運
転を実現
▪パワーユニット・シリンダ・ストロークセンサをハ
イブリッドに一体化
▪イニシャルコストの大幅低減

その他製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

APC付きで外段取り、金型材などの直角基準加工に威力を発揮します！

ＡＰＣ付両頭側面加工機

ＤＡＩＳeries７００Ⅱ/５００Ⅱ/８００

株式会社 中央精機
産業機械

電 話.０８８-８４５-１３７３ FAX.０８８-８４５-９００１
◎ホームページ http://www.chuo-seiki.co.jp/

〒781-8135 高知県高知市一宮南町１丁目８-37

◎代表メールアドレス mail@chuo-seiki.co.jp

食品機械
農業機械

ATC装置によるカッター自動交換

DAI800 ATC装備

林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
対向に主軸ヘッドがあるAPC付両頭フライス盤です。
両頭にて2側面を同時加工し、さらに90°
インデックスして2側面を加
工します。
金型材やプレート、油圧機器のマニホールドなどの基準となる4側面
を自動加工します。直角精度、寸法精度が良く、安定しています。
オートパレットチェンジャー（APC）が付いているので、片方のテーブ
ルのワークを加工中に、もう片方のテーブルにワークがセットできる
外段取りで効率よく安全に作業ができます。
また他の機械との連動操作ができ、生産性の向上に寄与します。

納入実績
▪1995年3月〜2017年7月 225台
▪国内外の大手プレートメーカーなど
その他の情報
加工サイズ
DAI500Ⅱ／幅：60〜505㎜ 長さ：60〜505㎜
高さ：8〜180㎜
DAI700Ⅱ／幅：40〜800㎜ 長さ：40〜800㎜
高さ：8〜230㎜
D A I 8 0 0／幅：100〜805㎜ 長さ：100〜805㎜
高さ：8〜230㎜
オプション／最小幅15㎜加工 ATC装置

高剛性な門型構造で便利なサイドヘッド搭載の門型NCフライス盤
土木機械

NC小型プラノミラー

C25N・C30N

株式会社 中央精機

電 話.０８８-８４５-１３７３ FAX.０８８-８４５-９００１
バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.chuo-seiki.co.jp/

〒781-8135 高知県高知市一宮南町１丁目８-37

◎代表メールアドレス mail@chuo-seiki.co.jp

防災製品

製品説明
使い易さを追求した操作性と、高剛性ベッドに支えられたテーブ
ルはオーバーハングがなく永く精度の保持ができます。
また、テーブルの作業高さも低いため金型材のベース及びプレー
トなどの重量物も容易にセットができ作業性に優れています。
サイドヘッドでの側面加工も便利です。
一般のNC運転もでき門型のNCフライスとして活用ができます。

紙製品

納入実績
▪1990年1月〜2017年7月 汎用機100台
▪各種金型メーカー、部品加工メーカーなど

木製品
その他製品

その他の情報
加工サイズ
C25N／幅：1000㎜ 長さ：2400㎜
主軸端面高さ：535㎜
C30N／幅：1200㎜ 長さ：2900㎜
主軸端面高さ：535㎜
汎用機からの更新また、金型材などの
プレート加工にも適用されています。
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NC機45台

C25N

機械・金属

故障が少なく、耐久性に優れており経済的！

変速機・減速機・増速機・正逆切替
株式会社 益製作所

FAX.088-862-2832

◎ホームページ http://masuseisakusyo.com/

〒783-0064 高知県南国市宍崎３０８番地

産業機械

電 話.088-862-2220

◎代表メールアドレス info@masuseisakusyo.com

食品機械
農業機械
水産機械

納入実績
国内外に４０万台以上の製造販売
実績が御座います。
その他の情報
変 速 機・減 速 機・増 速 機・正 逆 切 替
の単体品の他にモーター付変速機
も御座います。

林業機械
紙加工機械

製品説明
変 速 機・減 速 機・増 速 機・正 逆 切 替に
ついては、標 準 品 以 外に１台から新
規設計致します。 標準品には、無負
荷であれば回転中に変速可能なノン
ストップ変速機が御座います。また、
風力発電用増速機、水力発電用増速
機などにも対応出来ます。

段取り、位置決め等が容易に行える！ 「大物・重量物の深穴加工機」
ミロク機械 株式会社
電 話.088-862-1136

FAX.088-862-2898

〒783-0054 高知県南国市比江836番地

◎代表メールアドレス k-yasuoka@miroku-gd.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.miroku-gd.co.jp/

土木機械

大型NCガンドリルマシンシリーズ JUMBO-1500/2000・MHG-1000/1200/1500NC

防災製品

製品説明
▪重量加工物の積載が可能なテーブルを持ち、冷却穴の
加工はもちろん突出し穴の加工も容易に行えます。
▪主軸回転数（無段）、切削送り速度（無段）、切削油圧
等、ガンドリル加工にとって最も必要な切削条件が最適
の状態で選定出来るように余裕を持った機械仕様です。
▪AUTOタッピング装置付きの特別仕様も受け賜ります。
▪同一ワークで穴明け深さの、それぞれ違う多数個の穴
明加工などには、量産加工はもちろんのこと、単品加工
においても多大のメリットを発揮いたします。
▪NC装置の採用により高度な位置決め精度及長時間の
無人運転が可能です。

紙製品
木製品

納入実績
自動車部品加工、金型加工、油圧機械部品加工、
航空機工業部品加工、電機電子工場部品加工

その他製品

その他の情報
各 種 用 途（ワーク）に合わせた専 用 治 具 及 びオートロー
ダー等を設計・開発いたします。その他特殊な専用機も、
ご要望に合わせて製作いたします。

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

BTA加工技術を用いる事によりシャフト加工の高効率と高精度化を実現！

BTA深穴加工機
ミロク機械 株式会社

産業機械

電 話.088-862-1136

MB-2000・3000
FAX.088-862-2898

◎ホームページ http://www.miroku-gd.co.jp/

〒783-0054 高知県南国市比江836番地

◎代表メールアドレス k-yasuoka@miroku-gd.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
▪ワークを回転させ、加工刃具を固定することにより高精度加工を実現
▪NC制御の採用により、素材・形状に応じた適切な切削条件をプログラ
ムにより制御することで様々な難切削材への加工を実現
▪主軸の過負荷検知機能により異常時に機械を停止させる保護機能付き
▪二つの強靭な摺動面による高剛性を実現
▪高品質鋳物（FC300）の採用により機械本体の経年変化を軽減
▪主軸と加工製品を機械装置の中心にレイアウトすることにより、安定し
た加工を実現

納入実績
自動車部品加工、金型加工、油圧機械部品
加工、航空機工業部品加工、電機電子工場
部品加工
その他の情報
各種用途（ワーク）に合わせ、BTA加工を行う
専用機も、ご要望に合わせて製作いたします。

単品加工はおまかせください！ 汎用機とＮＣ機の良いとこ取りの 次世代汎用フライス盤
土木機械

立形ＮＣフライス盤
株式会社 山崎技研
電 話.0887-57-6222

ＹＺ-８ＷＲ

FAX.0887-57-6223

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.yamasakigiken.co.jp/

〒782-0010 高知県香美市土佐山田町テクノパーク２番

◎代表メールアドレス yzinfo@yamasakigiken.co.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

納入実績
製品説明
弊社主力機種であるYZ-8WRは、Z軸メカ手動式ハンドル、ラック 各種機械メーカーや金型加工・部品加工メーカー、
＆ピニオン方式の主軸頭上下動で軽快な手動操作を実現し、接近 他全国の加工・製造業、官公庁、工業系の学校など
性・操作性に優れる構造から、単品加工を迅速にこなすことができ
ます。ハンドルやレバー、スイッチ類を「ちょうど良い場所」に配置 その他の情報
することで、長時間の作業でもストレスなく、まるで自分の手足のよ 埼玉、名古屋、大阪の営業所にショールームがあ
うに機械を扱うことができます。
２軸制御の汎用タイプですが、選ん り、展示機を常設しております。見学をご希望の方
で数字を入れるだけで即加工を行える「加工ガイダンス機能」によ は、弊社までご一報ください。本社工場の見学も随
時受け付けております。
り、円弧、斜め、ポケットなどの加工も簡単に行えます。
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門形ＮＣフライス盤
株式会社 山崎技研

基準面加工から仕上げ加工までこれ一台で！

ＹＺ-１３２１ＡＴＣ

FAX.0887-57-6223

◎ホームページ http://www.yamasakigiken.co.jp/

〒782-0010 高知県香美市土佐山田町テクノパーク２番

産業機械

電 話.0887-57-6222

機械・金属

高精度・高剛性・省スペース

◎代表メールアドレス yzinfo@yamasakigiken.co.jp

食品機械
農業機械

納入実績
全国の各種機械メーカーや部品加工メーカーなど

水産機械
紙加工機械

その他の情報
フライス盤の汎用性を残しながら、新しい機械導入
効果（作業効率短縮）をいかにして実現できるか。
フライス盤専門メーカーとして、製品を作る上で弊
社が大切にしている想いです。第４２回（平成２０
年度）
「グッドカンパニー大賞」特別賞を受賞。

林業機械

製品説明
「高精度・高剛性・省スペース」がコンセプトの門形ＮＣフライス盤。
全軸スケールフィードバック、主軸頭潤滑油冷却装置を標準装備で
基準面加工から仕上げ加工までこれ一台で行えます。門形構造なら
ではのストロークに対して省スペース。そして、一体型の国産鋳物
のベッドに加え、頑丈な主軸頭、大きな主軸モーターにより、剛性の
ある加工にも柔軟に対応します。大型ワークの単品加工はＹＺ門形
シリーズにおまかせください！

バーチカル＆ドリル加工工具
土木機械

ハンガーミル
菱高精機 株式会社

電 話.０８８９-５４-０２２１ FAX.０８８９-５４-０１７０

〒７８９-１３０２ 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江2085-2

◎代表メールアドレス ryocoseiki@ryoco.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.ryoco.co.jp/

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
国内外の切削加工メーカーなど

その他製品

製品説明
1.特殊インサート使用により切屑排出性能向上
2.特殊溝形状により切屑のリフトUP効果向上
3.切刃フラット形状にて段差最小
4.曲面、黒皮材料も粗加工O,K

その他の情報
※爆発的に売れてます。
高知県外商支援製品・技術カタログ2017

17

機械・金属

高剛性・高精度・低振動を実現したＣＮＣ工具研削盤

ＣＮＣ工具研削盤 εＥＰＳＩＬＯＮ

SGR-XⅢ

菱高精機 株式会社
産業機械

電 話.０８８９-５４-０２２１ FAX.０８８９-５４-０１７０
◎ホームページ http://www.ryoco.co.jp/

〒７８９-１３０２ 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江2085-2

◎代表メールアドレス ryocoseiki@ryoco.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械

納入実績
国内外の切削加工メーカーなど

水産機械
紙加工機械

その他の情報
・高剛性、高精度、低振動
・メインテナンスフリー(自動グリスアップ装置搭載)
・省スペース、自由なレイアウト
・自動スラッジ処理装置搭載
※爆発的に売れてます。

製品説明
分かりやすい操作性 多彩な工具形状
1.タッチパネルで簡単な操作
2.対話型簡単データ作成
3.多種多様な工具形状に対応

小物の長さ、幅決め加工の決定版！ 最少10ミリ角の加工を実現！
土木機械

両頭側面フライス盤
株式会社 和田機械
電 話.088-846-4848

WH310シリーズ

FAX.088-846-4849

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.wadakikai.com/

〒780-0001 高知県高知市久礼野２４９-１

◎代表メールアドレス machine@wadakikai.com

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
作業効率と高精度加工を実現したNC両頭フライス盤
▪対向した主軸の間をテーブルが移動するので平行度が保証。
▪作業中、外段取りで素材寸法をワンタッチで入力。
▪お客様の用途に合わせWH310-330L,WH310-500L,
WH310-800Lの3機種をラインナップ
他にロングシリーズWH310-1000L,WH310-1500L,
WH310-1800L,WH310-2200Lの４機種をラインナップ
18
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納入実績
▪国内／㈱大同興業、㈱大同アミスター、㈱藤巻
鋼材、㈱ユニオンプレート、㈱越智製作所、
有キットウ、日立ＨＣＰプロダクト㈱、etc・
・
・
▪海外／韓国、フランス、中国、タイ
その他の情報
詳細情報は弊社ホームページをご覧ください。
貴社の「あったらいいな！
！→専用工作機械」につい
ては、都度お問い合わせ願います。

機械・金属

小さいサイズから大きいサイズまで使い易くなったWHシリーズ

両頭側面フライス盤
株式会社 和田機械

FAX.088-846-4849

◎ホームページ http://www.wadakikai.com/

〒780-0001 高知県高知市久礼野２４９-１

産業機械

電 話.088-846-4848

WH480A・530A
◎代表メールアドレス machine@wadakikai.com

食品機械
農業機械

納入実績
▪国内／㈱大同興業、㈱大同アミスター、㈱藤巻
鋼材、㈱ユニオンプレート、㈱越智製作所、
有キットウ、日立ＨＣＰプロダクト㈱、etc・
・
・
▪海外／韓国、フランス、中国、タイ

水産機械
紙加工機械

その他の情報
詳細情報は弊社ホームページをご覧ください。
貴社の「あったらいいな！
！→専用工作機械」につい
ては、都度お問い合わせ願います。

林業機械

製品説明
▪最小加工サイズ 5（H）
×10（W）
×50（L）㎜
▪最大加工サイズ 150（H）
×535（W）
×535（L）㎜
▪高馬力・高剛性で、高精度・高速多面加工!!
▪重量のあるベース鋳物で、永く安定した量産機械としての信頼を
もち重切削、高精度が可能。
▪対向した主軸の間をテーブルが移動するので平行度が保証。
▪多種少量生産にも最適。
▪クランプ装置に、垂直・直角・修整装置。
▪インデックステーブルに３ピースカービックカップリング。
▪作業中、外段取りで素材寸法をワンタッチで入力。
（OP）

電子レンジ方式でさまざまなバイオマスから有効成分を抽出
土木機械

減圧蒸留型抽出装置
兼松エンジニアリング 株式会社

電 話.０８８-８４５-５５１１ FAX.０８８-８４５-５２１１

〒781-5101 高知県高知市布師田3981番地7

◎代表メールアドレス soumu@kanematsu-eng.jp
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その他製品
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木製品

受賞歴

その他の情報
第２６回高知県地場産業大賞
２０１１四国産業技術大賞 革新技術賞優秀賞
平成２４年度四国地方発明表彰
高知県発明協会会長賞
第１０回新機械振興賞 機械振興協会会長賞

紙製品

納入実績
JA、香料メーカー、食品加工会社、酒造メーカー、薬
品素材メーカーなど

防災製品

製品説明
大量に廃棄される柚子搾汁残渣などのバイオマスか
ら精 油・芳 香 蒸 留 水などの 有 用 成 分を抽 出 する装
置。蒸留タンク内のバイオマスに電子レンジで使わ
れるマイクロ波を直接照射することで、従来の水蒸
気蒸留法に対して短い時間で効率良く有用成分を
抽出します。また抽出の際に水や有機溶剤などの溶
媒が一切不要なので、抽出後のバイオマスの二次利
用が可 能 で す 。さらに配 管 接 続 部はす べ てサニタ
リー仕様なので、清潔・安全に作業ができます。また
抽出だけでなく、果汁やトマトなどを濃縮する機能も
備えています。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kanematsu-eng.jp/

機械・金属

柑橘類の搾汁効率を向上します！
！

川島式柑橘搾汁スライサー
川島製作所

産業機械

電 話.088７-37-2069／0887-37-2355

FAX.0887-37-2355

〒781-6454 高知県安芸郡北川村島145

製品説明
搾汁と同時に、スライサーで皮を分離します。

食品機械
農業機械

特 徴
１．
さまざまな大きさの 柑 橘 類に対 応 できるように、
果実の大きさと、搾るローラー（圧搾ローラー）の
広さに調整機能を付けました。
（レンチ１本でミリ単位の調整が可能）
２．
簡単に（１０分程度で）内部洗浄でき、衛生的です。

林業機械

納入実績
高知県工業技術センター
宮崎県食品開発センター
全国の食品加工会社

水産機械

その他の情報
スライサー部分寸法：幅７０、奥行２９、高３６
（ｃｍ）
搾汁機部分寸法：幅７０、奥行２２６、高１４５
（ｃｍ）
能力：約１トン／１時間

紙加工機械

「これ冷凍？これ冷凍！」
土木機械

ブライン冷凍機
株式会社 ＳＵＮ電装
電 話.088-894-3007

ＳＵシリーズ
FAX.088-855-7039

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.sundenso.com/

〒781-0324 高知県高知市春野町西畑989-1

◎代表メールアドレス sannomiya@sundenso.com

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
平成28年、特殊ブライン冷凍機「B‑Frek」の後継機として一
新を果たした「ＳＵシリーズ」。
県内外でご好評頂いていました、特殊ブライン冷凍機「B‑Ｆｒ
ｅｋ」を改 良。電 気 印 加 機 能をオプションとして後 付 可 能とな
り、ステップアップも簡単に行えます。高知県の特産品どろめ
100ｇを約３分で冷凍するので、どろめ特有の変色がしにくい
鮮度保持が可能となりました。
ブライン冷凍機から特殊ブライン冷凍機へ、ブライン冷凍機の
新時代へ
20
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納入実績
高知県数社、北海道、沖縄県にてデモ試験中
以下、B‑Frek納入実績
宮城県 ６台
鹿児島県 １台
沖縄県 １台
その他の情報
平成27年度高知県ものづくり産業強化事業費補助
金採択。
１カ月間の無料デモ試験も行っております。
お気軽にご相談下さい。

機械・金属

１台４役に進化したPharaoh４シリーズ 【冷凍・解凍・加工・熟成】

「NICE-01」Pharaoh4シリーズ
有限会社 サンワールド川村

FAX.088-875-3455

◎ホームページ http://www.nice01.com/

〒780-0064 高知県高知市和泉町２-２０ パステルシティ1F

◎代表メールアドレス info@nice01.com

林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
２０１２ イノベーション四国顕彰事業：四国産業技術大賞で「技術功績賞・優秀賞」を受賞
２０１６「高知県地場産業賞」を受賞
日本特許／特許番号4932255号「食品の保存およびその装置」
特許番号6095149号「食品の保存方法」
海外特許／アメリカ US 8,899,069 B2、メキシコ NO．
301647
ユーラシア NO．
009630、 中国 ZL 2004 8 0022895．
3
参考写真／「NICE-01」Pharaoh4-012TBR
寸
法／幅１１２５㎜×奥行９３２㎜×高さ２０７２㎜
重
量／３５５㎏
印 加 棚／最大２０段

農業機械

納入実績
県内／仕出し店、洋菓子店（２件）、鮮魚店、蒲鉾店、ホテル厨房、調理師学校、果樹園、
養鰻業者
県外／料亭、旅館（２件）、漁協、水産加工場（３件）、果樹園、養鰻業者、鮎加工業者、食
肉加工会社、食品加工会社（６件）、うなぎ屋（２件）、寿司屋、ジビエ加工会社、菓
子店、横浜植物防疫所、製菓製パン業者
海外／台湾（フルーツ加工）、アブダビ（フルーツ加工）

食品機械

製品説明
「NICE-01」は、同時印加により特殊高電位をかけながら食品に微弱電流を発生させて
酸化細胞破壊を防ぎ、新鮮なままの状態に復元させる新技術。
（特許取得済み）
この度、進化したPharaoh4シリーズ（3機種）は１台で【冷凍・解凍・加工・熟成】が可能。
詳しくは、お問合せ下さい。

産業機械

電 話.088-802-2677

スクリーン交換がワンタッチで掃除も簡単！
！
土木機械

異物除去用Y型ストレーナー[スクリーン交換ワンタッチ式]
ナカムラ精工 株式会社
電 話.088-865-0315

FAX.088-865-8908

〒783-0081 高知県南国市片山39番地７

◎代表メールアドレス kikai@nakamura-co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.nakamura-seikou.com/

防災製品
紙製品

▪㈱南出キカイ▪堺ガスセンター
その他製品

納入実績
▪㈱盛田 ▪仙台味噌醤油㈱
他７社

木製品

製品説明
▪40A〜125Aのサイズを製作します。
▪材質は全てSCS14(SUS316相当)で取り扱っ
ています。
[ボデー内部は＃400バフ仕上]
▪異物除去スクリーンは標準Φ３〜Φ６です。
［SUS304パンチングを使用。
（標準仕様）］
（上記以外のスクリーンにつきましてはご相談に
応じます。）
▪全サイズ受注生産となります。

その他の情報
異物除去用Y型ストレーナー【特許取得品】

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

高粘度な物質を変質させず、定量に優れた移送が可能！
！

ロータリーピストンポンプ[味噌送りポンプ]
ナカムラ精工 株式会社

産業機械

電 話.088-865-0315

FAX.088-865-8908

◎ホームページ http://www.nakamura-seikou.com/

〒783-0081 高知県南国市片山39番地７

◎代表メールアドレス kikai@nakamura-co.jp

食品機械

製品説明
強靭な構造。コンパクトで場所を選びません。容積
効率がよく、低回転で使用できます。正転・逆転ど
ちらの回転方向も使用できます。

農業機械

納入実績
㈱イヅツみそ、ヤマク食 品 ㈱ 、大 分みそ協 業 組
合、㈱シマヤ、新庄みそ㈱、サンジルシ醸造㈱、
マルサンアイ㈱、
（資）八丁味噌、㈱盛田、永田醸
造機械㈱、㈱フジワラテクノアート、他10社

林業機械

その他の情報
ユニットに関してはお客様のニーズに合わせての
設計製作を致しますのでご相談下さい。

水産機械
紙加工機械

IoT及びAI推論機構で安定稼働とメンテナンスをバックアップ
土木機械

IoT・AI機能付き 縦型ピロー三方包装機
美津和産業 株式会社
電 話.088-866-4504

FAX.088-866-4589

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.mitsuwasangyo.com/

〒783-0040 高知県南国市岡豊町滝本205-7

◎代表メールアドレス eigyo@mitsuwasangyo.com

防災製品

製品説明
●IoT機能により稼働機器状況をリアルタイムに把握
包装機の各種センサー及びカメラをインターネットにて弊社の管理システムと常時接続することで、予防保守、リモート保
守が可能となりました。
●AI推論機構により安定稼働とメンテナンスをバックアップ
各種センサーからのデータを包装機内 部のコンピューターに取り込
み、推論し、故障発生予測を行うことができます。

紙製品

納入実績
食品全般(冷凍食品含む)農産物、水産物、食肉、製菓、工業用品など
のバラ物製造業者全般

木製品
その他製品

その他の情報
包装能力 最大50袋／分（包装物により変動）
包装寸法 折径80〜260mm
袋長さ80〜700mm
機械寸法 幅800mm×奥1160mm×高1128mm（仕様により変動）
使用電源 3相200V 3.5kw
オプション 印字装置、自動クロージャー結束機、巾着ガゼット装置、
計量装置 他

22
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機械・金属

計量、包装の作業がこのシステムで完結

自動計量包装システム
美津和産業 株式会社

FAX.088-866-4589

◎ホームページ http://www.mitsuwasangyo.com/

〒783-0040 高知県南国市岡豊町滝本205-7

◎代表メールアドレス eigyo@mitsuwasangyo.com

農業機械
林業機械

納入実績
食品全般(冷凍食品含む)農産物、水産物、食肉、製菓、工業
用品などのバラ物製造業者全般

食品機械

製品説明
▪計量⇒包装の自動運転
1人の作業員がコンベア上に商品を供給するだけで、計量･包装まで自動運転を行い、コストパフォーマンスの高いシ
ステムとなっています。
▪オプション装置が充実
計量部とスライサーを連動することにより、カット･計量･包装までの自動化も可能。また、計量だけではなく、計数機仕
様もあり、工業部品や冷凍食品などにも対応できます。
▪ムダ、ロスの軽減
ダウンサイジングした小型で低価格の計量システムにより、大型高速システムのムダや
ロスを軽減し、グレードの高い製品作りが行えます。

産業機械

電 話.088-866-4504

水産機械

その他の情報
計量能力 25ショット〜／分
（商品の形状、寸法、重量により変動）
使用電力 3相200V 3.1kw
設置寸法 幅2420mm×奥1800mm×高1870mm
（※供給コンベア長さ1000mmの場合）

紙加工機械

農作物をサルや小動物から守りたいなら御用でござるにおまかせを
土木機械

スーパー御用でござる
大永造船 株式会社「わな造君」販売事業部
電 話.088-879-5449

FAX.088-883-2222

〒781-0112 高知県高知市仁井田4618

◎代表メールアドレス info@wanazo.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.wanazo.jp/

紙製品

納入実績
日之影町農林振興課、与謝野町役場

防災製品

製品説明
近年農作物被害が増加し、特に猿をはじめとする、タ
ヌキ、ハクビシン、アライグマなどの小動物によるもの
が多くなってきました。我社は平成25年度、高知県モ
デル発注制度のくくりわなどして、県内市町村に配布
されて以来、シカとイノシシ対策として多くご利用頂
いてる「わな造君」のサル用モデル「御用でござる」を
発表しました。そして今年の6月に、本体を透明にする
ことで、更に動物への警戒心を軽減、軽量化すること
で女性や高齢者にもより扱いやすい「スーパー御用
でござる」を発売することになりました。

など
木製品
その他製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

楽チン!!

裏毛が取れて裁断幅がそろう!!

びわの葉裏毛取り裁断機
有限会社 青木製作

産業機械

電 話.088-846-3515

BY３５‑８型

FAX.088-846-3423

〒780-0002 高知県高知市重倉1596-110

◎代表メールアドレス shr.2829@aokiseisaku.jp

食品機械

農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
びわの葉の裏毛は、うぶ毛のように細かく柔らかいので、
１枚１枚取り除い
ていく作業では、毛が飛び散ったり時間もかかり、裁断する時は葉にバラ
つきがあり幅が一定しないなどといった事がありました。
この作業を楽に能率よくするために開発した裏毛取り裁断機です。
裏毛は吸引機に溜まり裁断した葉の幅にバラつきがなく一定になりました。
作業能力は、最大２，
０００枚/Hの仕上がりです。

納入実績
稲生びわ研究会、涅槃の家
県内外問い合わせ有
その他の情報
本体サイズ
長さ６００mm×幅６５０mm×高さ１０００mm

屑葉と実が選別され、労働軽減！
！
土木機械

山椒屑葉取機
有限会社 青木製作
電 話.088-846-3515

AY400‑9型
FAX.088-846-3423

〒780-0002 高知県高知市重倉1596-110

バイオマス・環境機械

◎代表メールアドレス shr.2829@aokiseisaku.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
収穫した山椒は実と屑葉が混じり選別するのに大変な労力でした。
その労力を軽減したのが、この屑葉取機です。収穫した山椒を投入口に
入れていくだけで、山椒の実と屑葉が外れ、屑葉は排出口に実は受け口
に出てきます。
操作は簡単で、初心者の方も安心して使用できます。
24
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納入実績
山椒生産者様など
その他の情報
本体サイズ
長さ1800mm×幅530mm×高さ1000mm

機械・金属

小さいサイズの温州みかん等の搾汁が可能な小型搾汁機

小径果実用搾汁機
公文製作所

FAX.0887-58-2766

〒781-4414 高知県香美市物部町頓定277

◎代表メールアドレス ykumon@bd．
wakwak．
com

農業機械
林業機械
水産機械

納入実績
実用新案登録第3201094号
使用電源／AC100ｖ
重
量／約40kg
材
質 ／ 搾 汁 部 、カ バ ー 、
S U S 3 0 4 改 良等により仕 様 、
形 状は変わることがあります。
製品についてのご希望がありま
したら可能な限りお聞きし対応
させていただきます。
受注生産品。

食品機械

製品説明
今までは、難しかった小径果実の搾汁ができる搾汁機です。
（最大直径60mm程度まで）個々の農家での使用に適した
商品です。独特な回転機構と搾り圧力が調整可能であるこ
とにより、温州みかん、シークワーサー、すだち、等皮の薄
い果実がよく搾れます。構造が簡単で使用後の洗浄も比較
的短時間でできます。同じような構造でゆず専用の商品も
あります。

産業機械

電 話.0887-58-2744

紙加工機械

山菜のぜんまいを手もみ感覚でもめる
公文製作所

電 話.0887-58-2744

FAX.0887-58-2766

土木機械

除塵装置付ぜんまい揉捻機
〒781-4414 高知県香美市物部町頓定277

防災製品

製品説明
山菜のぜんまいの湯がいた物を、筒上部に配置されたファ
ンにより綿等、細かいほこりを外に排出しながら、もめます。
タイマーが付いているのでもみ加減が自由に設定でき安心
です。湯がいた後、天日に干し、もみ、干しを３−５回くり返
すと乾 燥 ぜ んまいに仕 上がります 。またアタッチメントを
（ファンから重り用円盤）交換することにより、鍋などで煎っ
た、お茶をもむ事もできる商品です。ひとまわり小さな機種
（主にお茶専用）もあります。

バイオマス・環境機械

◎代表メールアドレス ykumon@bd．
wakwak．
com

紙製品

納入実績
100台以上
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その他製品
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木製品

その他の情報
サイズ／
（中）もみ筒 直径約310㎜ もみ台 約690㎜×690㎜
（小）もみ筒 直径約210㎜ もみ台 約480㎜×480㎜
材 質／
筒、もみ台、共SUS304。
当社の製品は受注生産品です。製品についてのご希望があ
りましたら可能な限りお聞きし、対応させていただきます。
受賞暦／
平成元年社団法人高知県農業開発機構第一回らくらく農作業
▪発明賞優秀賞受賞

機械・金属

園芸王国高知県より発信！

ＥＫ−５

SW１６

株式会社 ＳＵＮ電装
産業機械

電 話.088-894-3007

FAX.088-855-7039

◎ホームページ http://www.sundenso.com/

〒781-0324 高知県高知市春野町西畑989-1

◎代表メールアドレス sannomiya@sundenso.com

食品機械

製品説明
・高知市で製造している地場産機ですので万が一のトラブ
ルや故障にも素早く対応できます。
・通常の基盤データが損傷した場合には、基盤の交換が必
要ですが、パソコン（USBを繋ぐ）でのリカバリー＆セッ
ティングだけですので、メンテナンスコストが抑えられま
す。
・設定はタッチパネルで簡単です。
・日照量での潅水（ポンプ）制御を優先します。基本は潅水
の設定時間に稼働しますが、日照量が農家さまの設定以
下の場合には潅水しません。
・潅水は、５区域制御で各区域１６回/日可能です。より細
やかな少量の多潅水が実現します。
・液肥混入ユニット（オプション）を連動できます。２液（化
成液肥）をEC値にて管理しますので希釈は不要です。

農業機械
林業機械
水産機械

納入実績
春野町・土佐市・南国市・芸西村

紙加工機械

折れない、欠けない、自信のハンマーナイフを装備した除草専用機
土木機械

刈ッ田ろう
株式会社 ササオカ

電 話.0889-49-0341

FAX.0889-49-0744

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.inforyoma.or.jp/sasaoka/

〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717

◎代表メールアドレス sasaoka@mb.inforyoma.or.jp

防災製品
紙製品
エンジン

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

最高出力
［KW
（PS）
/rpm］
全高
全幅
重量

タイヤ
作業部

その他製品
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主要諸元

定格出力
［KW
（PS）
/rpm］
全長

本体部

木製品

製品説明
国内№１のハンマーナイフ・農業用刃物製造メーカーであるササオカ
が、独自の除草専用機を開発し、完成機として販売します。当社独自
のハンマーナイフが高速回転して、雑草を細かく粉砕します。
刈り払い作業と比べてはるかに少ない労力で作業ができます。刈り
高さはレバー１本で調整でき、ハンドル位置も３段階の調節が可能
で、作業する方の背丈に合わせた楽な姿勢での作業が可能となりま
した。安全を重視し、作業者を小石などの飛散から守る、保護カバー
も標準装備しています。耕作放棄地の除草作業にも最適です。

搭載エンジン

変速
刈幅

ハンマーナイフ
刈高さ

安全装備

GX200LJG

3.7
（5.0）
/1800
4.8
（6.5）
/2000
1650㎜
1005㎜
785㎜

146㎏

400-7
（φ403㎜×幅105㎜）
前進4段
600㎜

後進2段 ロータ軸1段

32枚
（シングルナイフ2枚合わせ）
0〜110㎜

駐車ブレーキ

プッシュ式エンジン停止スイッチ

ローター軸連動式クラッチ

フロント部ガード板

機械・金属

名機『スズエ』を継承する管理機のレジェンド
管理機『菜さく』

株式会社 ササオカ

FAX.0889-49-0744

◎ホームページ http://www.inforyoma.or.jp/sasaoka/

林業機械

納入実績
・JA全農こうち
・特約店

農業機械

製品説明
ロータリーにはシャフトドライブ機構の正逆転ロータリーを装備し、
パワーロスの少ない高い作業性を実現しています。またロータリー
回転数は作業や土質、圃場条件に合わせて１０型式から選ぶことが
出来、高速回転作業から低速回転作業まで様々な作業に適応。
ハンドル部には、もしもの時にワンタッチでエンジンを緊急停止さ
せるワンプッシュスイッチを採用。ハンドルの高さもレバーを握るだ
けで４段階に調節が出来ます。
メインクラッチレバーはハンドルを握ったままで入切が出来る機構
を採用していますので操作も行いやすいです。そして、アタッチメ
ントも豊富に揃えており「菜さく」独自のショウガ、ユリなどの値付
けに適した多条溝堀作業など、野菜づくりの多様化にしっかり応え
ます。

食品機械

※写真はSRT551‑S‑300仕様です

〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717

◎代表メールアドレス sasaoka@mb.inforyoma.or.jp

産業機械

電 話.0889-49-0341

水産機械
紙加工機械

四輪駆動になって新登場！ ためして下さい

KS-2型

土木機械

生姜ハーベスタ

今までにない牽引力です

株式会社 サンテクノ

電 話.0887-５２-１１０１ FAX.0887-５３-７１１２

〒782-0033 高知県香美市土佐山田町旭町１丁目１-１１

◎代表メールアドレス info@kubota-e.com

他

生姜ハーベスタ SK‑5型

その他製品

その他の情報
詳しくはYouTubeを
ご確認ください。

生姜ハーベスタ SKW‑6型
高知県外商支援製品・技術カタログ2017

木製品

納入実績
・高知県内 ・大分県 ・鳥取県 ・群馬県

紙製品

生姜ハーベスタ KS‑2型

防災製品

製品説明
・油圧駆動で挟み込み部が歯型になっているため、引抜き
が確実にできます。
・特殊羽根出し装置で、生姜の茎がつまる事がありません。
・カッター回転数が300回転と速いため、つまらずに切断で
きます。
・油圧駆動方式のため、故障がなく安心して使用できます。
・作業スピードは、毎分25〜30ｍです。
・前車輪が油圧レバーで上下します。
・四輪駆動のため、車への積み込み・積み降ろしが手放しで
でき、また畝越しも楽にできます。
・走行は前進４段、後進２段です。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kubota-e.com/
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機械・金属

長ネギを汚さず立った姿勢で収穫できます

長ネギ堀取機
株式会社 サンテクノ

産業機械

電 話.0887-５２-１１０１ FAX.0887-５３-７１１２
◎ホームページ http://www.kubota-e.com/

〒782-0033 高知県香美市土佐山田町旭町１丁目１-１１

◎代表メールアドレス info@kubota-e.com

食品機械

農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
１ｍ以上の長ネギをまたいで自走するので、手放しで作業ができ
ます。
長ネギの根の部分を根切刃で切断し、根切刃が上下前後と振動
するため、長ネギをいためず立った姿勢で抜き取りができますので
腰の負担から解放されます。
軽トラックにブリッジで積降ろしができ、操作も簡単なため管理
機感覚で作業ができます。

納入実績
・大分県
・鳥取県
・埼玉県

・宮崎県
・兵庫県
・岩手県

・長崎県
・長野県
・北海道

・岡山県
・茨城県
他

その他の情報
詳しくはYouTubeを
ご確認ください。

圧縮された牧草束を解すのに手作業から時間と労力を大幅に軽減
土木機械

牧草束解し機「ほぐす君」
サンワトレーディング 株式会社

電 話.０８８-８６０-６８０９ FAX.０８８-８６０-６８０９

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.fruit-eco-polisher.com/

防災製品

ローラー

〒781-5106 高知県高知市介良乙１１７５-６

◎代表メールアドレス mnishi@zlokz.co.jp

紙製品

製品説明
・圧縮された牧草束をこの装置の上部から投入すると内
部で回転するローラーに牧草束がそれ自身の重量で接
触します。
・そのローラーの表面に適当な間隔で配置されたフックが
牧草束から牧草を剥ぎ取り、束を解します。解された牧草
は装置の下部に落ち、用意されたカゴに収まります。
・これまで20分かかった解き作業がこの装置を使えば1分
で済みます。
1.手作業に比べて約20倍の作業効率
2.均一な仕上がり
3.疲労を伴う重労働からの解放
4.強い臭気の作業雰囲気からの解放

木製品

納入実績
高 知 県 内 外 のショウガ 農 家 、飼 料 輸 入 販 売 会 社 、ペット
フード製造販売会社、肉牛肥育農家等に納入実績がありま
す。

その他製品

その他の情報
寸法/ 横幅150cm 奥行120cm 高さ100cm
動力/ ガソリンエンジン、AC100V 1.5kW
素材/ 鋼鉄
特許出願中
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機械・金属

手作業に比べ10倍の作業効率、仕上がりも高品質

かんきつ類磨き機「光太郎」
サンワトレーディング 株式会社

◎ホームページ http://www.fruit-eco-polisher.com/

〒781-5106 高知県高知市介良乙１１７５-６

◎代表メールアドレス mnishi@zlokz.co.jp

林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
磨槽／直径 64cm×高さ 40cm
重量／23kg
動力源／AC100V 90W
コード長／2m
素材／鋼鉄
オプション／ステンレス本体・タイマー・回転速度調整機能

農業機械

納入実績
高知県のかんきつ類農家に多数の納入実績があります。

食品機械

製品説明
・磨き布を貼付した円盤上に果実を載せ、円盤を回転さ
せる事により果実が回転しながら磨き槽内部を移動しま
す。
・移動の過程で円盤、および外周壁内側の磨き布により
磨きが行われます。
・磨き時間は2Lサイズの文旦で12個、約3分を目安とし
ます。
・作業効率の向上に加え、高品質、かつ均等な仕上がりが
特徴です。

産業機械

電 話.０８８-８６０-６８０９ FAX.０８８-８６０-６８０９

ほうれん草・小松菜・菊菜・水菜・春菊･･･軟弱野菜の袋詰めを大幅スピードアップ

VF800

土木機械

野菜袋詰め機
株式会社 太陽

電 話.０８８-８４６-1230（代） FAX.０８８-８４６-6461

〒781-5101 高知県高知市布師田３９５０

◎代表メールアドレス seihin@k-taiyo.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http：//www.k-taiyo.co.jp/

防災製品
紙製品

製品説明
▪抜群の作業スピード（実作業600袋／時間）
▪室内作業に快適な低静音設計
▪真空ポンプ内蔵により確実な袋取りを実現
▪水濡れ野菜もそのまま袋詰め可能
▪袋サイズ変更の際の調整は工具なしのワンタッチで行えます

木製品

納入実績
全国45都道府県で750台以上の販売実績
（前モデルVF700含む）

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

その他の情報
適応袋寸法
幅／180〜280㎜
長さ／280〜450㎜ （長方形または台形）
JAおよび農業機械メーカーまたは包装資材商社を通じた販売と
なります

機械・金属

空間遠方へ細霧状噴霧、MFシリーズが用途に応じて！

モーターフォグＭＦ、２００ＶＭＦ、ケルベロスＭＦ
株式会社 土佐農機

産業機械

電 話.088-852-3838

FAX.088-852-3899

◎ホームページ http://www.tosanoki.co.jp/

〒781-1105 高知県土佐市蓮池910番地

◎代表メールアドレス info@tosanoki.co.jp

食品機械

製品説明
200ＶＭＦ・
・
・電磁弁を標準装備した200ＶＭＦ型は、配電盤内のタイ
マーによる遠隔操作も可能となり操作性と性能が一段と向上！噴霧
量噴霧距離を1.5〜3倍にパワーアップ！均一性の高い微粒子を遠方
に指向性をもたせて噴霧が可能。ハウス栽培の高所噴霧や中規模
畜舎内の噴霧に最適！噴霧量最大約1000cc/分。

農業機械

ケルベロスＭＦ・
・
・鶏舎等の煙霧消毒用に200ＶＭＦを3連に組んだ
配電盤タイマー方式のケルベロスＭＦ
（3連形）型は薬液50Ｌの噴霧
時間が約17分と格段に性能アップ。遠隔操作も可能となり従来の煙
霧機の課題であった操作性・騒音問題を一気に解決！鶏舎のような長
く高い建物内での噴霧に最適。噴霧量最大約3000cc/分。

林業機械
水産機械

モーターフォグＭＦ

２００ＶＭＦ

２００ＶＭＦ型の噴霧状況

ケルベロスＭＦの噴霧状況

納入実績
木 村 農 産 商 事 ㈱ 、ＭＰアグロ㈱ 、㈱アグロジャパン、ポークランドグ
ループ、㈱サン・ダイコー、㈱コアテック、全国養鶏養豚牛舎、高知県畜
産試験場、鹿児島県畜舎、㈱ナガホリ他全国のイチゴ・トマト・花卉栽培
等の生産者、高知・大阪・岐阜・岩手県老人ホーム、食品加工会社など。

紙加工機械

その他の情報
高知県防災関連登録製品認定証
新事業分野開拓者認定証
第29回高知県地場産業大賞産業振興計画賞
特許登録第5517139号

電解水素水で育てた野菜で、育成促進、品質向上、収穫増進により収益アップ
土木機械

還元野菜整水器

TRIM AG-10、AG-30

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
電 話.088-804-8510

FAX.088-804-8508

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.trim-em.jp/

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1-5-2

◎代表メールアドレス temkeiri@nihon-trim.co.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

納入実績
製品説明
農業法人、個人農家、農業関係研究機関など多数
還元水とは、今注目の水素水のことです。特に、電気分解により生
成した電解水素水は、水素を豊富に含みます。家庭用整水器は、胃 その他の情報
腸症状の改善効果が認められた管理医療機器です。当社は、産官 購入費用の補助制度もございますので、御相談下
学と連携し、この電解水素水の農業への応用に取り組んでおりま さい。
す。既に、日本中の至る所で効果が確認されております。農家様の
収益アップのお手伝いが我々の目標です。
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機械・金属

大規模・多棟栽培の次世代型潅水制御システム

潅水集中制御盤
株式会社 丸昇農材

FAX.0889-42-2031

◎ホームページ http://www.marusyo-n.co.jp/

〒785-0009 高知県須崎市西町2-9-26

産業機械

電 話.0889-42-0513

アクアマイスターPro
◎代表メールアドレス info@marusyo-n.co.jp

食品機械

製品説明
日射センサを使った、作物の水分要求に合わせた日射潅水を導入し
ました。1日に必要な潅水を適切なタイミングで実施することがで
き、晴天日の水不足や雨天時の過湿を防ぎ、収量の向上に貢献しま
す。
また、多種の拡張機能を有し、自動弁を最大80台、液肥混入器を最
大5台まで接続可能で、大規模施設への対応も容易にできるように
なっています。土耕栽培からロックウール栽培まで、多種多様な栽
培方法・品種に対応しています。

農業機械

納入実績
県内農家様

林業機械

その他の情報
電動弁・電磁弁対応（DC24V 最大80台）
最大5棟の多棟制御
肥料濃度・水のPH制御を実現（オプション）

水産機械
紙加工機械

水はけ能力の高いスチロールベッド
株式会社 丸昇農材
電 話.0889-42-0513

土木機械

栽培用スチロールベッド
FAX.0889-42-2031

〒785-0009 高知県須崎市西町2-9-26

◎代表メールアドレス info@marusyo-n.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.marusyo-n.co.jp/

防災製品

MS‑20‑1
パッキング培地用

温湯管設置溝タイプ

MS‑20‑2
パッキング培地用

汎用型

フラットタイプ

木製品

製品説明
培地を用いる水耕栽培に使用します。水耕栽培では架台となる本製品は、
高い水はけ能力を特徴としています。栽培に使用する培地によって利用す
るベッドを選択できます。
MS‑20‑1：パッキング培地用 温湯管設置溝タイプ
MS‑20‑2：パッキング培地用 フラットタイプ
MS‑710：ヤシガラ培地用 汎用型
MS‑714：ヤシガラ培地用 汎用型大容量タイプ
MS‑714
ヤシガラ培地用
汎用型大容量タイプ
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

納入実績
県内外農家、研究機関等

紙製品

MS‑710
ヤシガラ培地用

機械・金属

ニラ出荷調整の革命！

水圧式ニラ洗浄そぐり機
ヤマト商工 有限会社

産業機械

電 話.088-862-3050

NY-2012

FAX.088-862-3101

◎ホームページ http://www.yamato-syoko.com/

〒783-0053 高知県南国市国分1286

◎代表メールアドレス yamato-1286@beach.ocn.ne.jp

食品機械

農業機械
林業機械

製品説明
▪ニラ洗浄そぐり機（NY-2012）は、人手不足に悩む生産者の要望に応え、キツイと言われるニラ出荷現場の省力化と
改善を目的として開発されました。
▪楽で効率良く省力化
荒そぐりなら150㎏〜200㎏/時間と、エアー及び手作業の10〜15倍（1人〜2人で）、完全そぐりなら80㎏〜120㎏
/時間（2人〜3人）で、手作業の5〜6倍の処理が可能です。熟練を必要とせず、未経験者でも直ぐに作業ができます。
▪衛生的
独自設計のノズル機構とブロワーで抜群の洗浄・そぐりを実現。
ニラの臭気を和らげ、作業員に優しい環境を作ります。
▪作付け面積の増反
効率化により時間的な余裕ができて増反された生産者の方も多
く、また人手不足による刈捨がなくなり、全量出荷が可能となり売
上増に繋がった方も多くいらっしゃいます。
▪高耐久性
ノズルにセラミックノズルを採用。洗浄部にステンレスを採用し
錆び難く、またフレームは高耐蝕加工アルミ材採用です。

水産機械

納入実績
県内外ニラ生産者様

105台

紙加工機械

その他の情報
第28回高知県地場産業大賞 大賞受賞
見学をご希望の方は、是非弊社までご一報ください。

ニラそぐり前

ニラそぐり後

洗浄・根洗い・根切りの三拍子そろったネギ洗浄機
土木機械

水圧式ネギ洗浄機
ヤマト商工 有限会社
電 話.088-862-3050

NSY-2015

FAX.088-862-3101

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.yamato-syoko.com/

〒783-0053 高知県南国市国分1286

◎代表メールアドレス yamato-1286@beach.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
高い洗浄力
独自設計のノズル機構で抜群の洗浄・仕上がりを実現。ネギの根元についた泥もきれいに落します。毎時100kg〜
150kgの処理が可能です。
根切り
根を切り揃え、商品価値を高めます。
静かな作業
水圧式なので従来のエアー式ネギ洗浄機に
比べて、作動音は軽減されています。
楽なメンテナンス
後々もメンテナンスを考えた簡単機構で、ス
ポンジベルトの交換や張り・圧力の調整が楽
にできます。
一人仕様
大容量集束装置を使えば17ｋｇ〜18kgが
集束可能。一人で作業が出来ます。
高耐久性
ノズルにセラミックノズルを採用。洗浄部に
錆び難いステンレスを採用、またフレームに
は高耐蝕性アルミを使用しています。
納入実績
県内外ネギ生産者様
32
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ネギ洗浄機使用前

ネギ洗浄機使用後

機械・金属

シカ捕獲の切り札誕生！ 大型だから入りやすく逃がさない

シカ捕獲オリ

SK-25

株式会社 ユーチカ

FAX.０８８7-38-4346

◎ホームページ http://u-chika.main.jp/

〒７８１-6402 高知県安芸郡奈半利町乙448-7

産業機械

電 話.０８８7-38-5508

◎代表メールアドレス k-uchika@shirt.ocn.ne.jp

10年以上の使用者続出

LHB型（肥育豚用）
FAX.０８８7-38-4346

〒７８１-6402 高知県安芸郡奈半利町乙448-7

◎代表メールアドレス k-uchika@shirt.ocn.ne.jp

エサ落下量調整ネジ
ホッパー上下でも可

その他の情報
幅／600mm
高さ／1,120mm
奥行／270mm

木製品

エサ棒は自動的に
手前元位置に戻ります

紙製品

衝撃で飼料を
切り崩す

納入実績
▪木村農産商事株式会社
▪有限会社ジェリービーンズ
▪アイケイ商事株式会社
▪株式会社茨城飼料センター
▪有限会社ハヤシファーム

防災製品

製品説明
エサ棒が前後左右に揺動して、ホッパーに衝
撃を与え、エサを切り出します
▪飼槽ステンレス厚さ1.5mm 重量25kg
▪肥育体重30kg〜出荷まで
▪容量20ℓ 一群18頭

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://u-chika.main.jp/

土木機械

電 話.０８８7-38-5508

紙加工機械

株式会社 ユーチカ

その他の情報
幅／1,040mm
高さ／1,230mm
奥行／2,506mm
•開錠装置の特許取得済

水産機械

トンキッスB型

林業機械

エサ棒が動く世界初機構

農業機械

製品説明
▪落下衝撃でトビラ落下します【世界初機構】獲物が仕掛け糸に触れた事
が気付かれません
▪軽量で山岳地帯への搬送が容易です
1部品17kg合計重量96kg
▪6分割組立てで7〜8分で完成
▪両トビラ式ですが片トビラにすぐ変更できます
▪落下防止安全ロック、キーロック、挟まれ防止の安全ゴム等の安全装置
付き
▪イノシシが入っても大丈夫、堅牢な本格造り

食品機械

納入実績
▪徳島県那賀町鳥獣被害協議会
▪京都府湯谷環境保全協議会
▪高知県香美町鳥獣被害協議会
▪高知県東洋町鳥獣被害協議会
▪高知県奈半利町鳥獣被害協議会
▪高知県安芸森林管理署
▪高知県中土佐町鳥獣被害協議会
▪高知県馬路村鳥獣被害協議会
▪高知県北川村鳥獣被害協議会
▪埼玉県飯能市鳥獣被害協議会
▪鹿児島県屋久島町鳥獣被害協議会

その他製品

LHB型

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

架設・撤収・集材作業の必需品 スナッチブロックは、ベアリング入り高速回転仕様・耐久性に優れ強力です

架線器具
有限会社 カワサキマシン

産業機械

電 話.０８８-８７８-３７１１ FAX.０８８-８７８-３７１３
◎ホームページ http://y-d-kawasaki.com/

〒783-００４１ 高知県南国市岡豊町定林寺７５番地

◎代表メールアドレス kawasakimasinn@gol.com

スナッチブロック

架設・撤収作業の必需品

主索巻取り機との
組合せに最適

食品機械
農業機械

フリーバイス
KV-16: 8〜16mm用
KV-32:18〜32mm用
OS型

TS型

ベアリング入り
シングルシーブサドル
（主索直径：22,24mmまで用）

TH型

林業機械

アルミ滑車

より戻し

水産機械
紙加工機械

ＹＮＫ型

ＹＮＫＨ型

製品説明
豊富な器具類を各サイズ取り揃えています。
ワイヤロープ用スナッチブロックではシャックル式（OS型）、
アイ式（ＴＳ型）、フック式（TH型）、サイズ４吋、５吋、６吋、
８吋、繊維ロープ用アルミ滑車（５・6・8吋アルミシーブ）新し
く仲間入り その他の器具類 パイプ型キャレッジ、ロージ
ングブロック、ヒールブロック、サドルブロック、リングサド
ル、三徳バイス、万能バイス、フリーバイス、特殊滑車等
納入実績
森林組合などの林業団体、および企業、個人の林業家等，
全
国に販売しています。

高能率本格架線に必要不可欠！
土木機械

集材機（KD50シリーズ）
有限会社 カワサキマシン

電 話.０８８-８７８-３７１１ FAX.０８８-８７８-３７１３

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://y-d-kawasaki.com/

〒783-００４１ 高知県南国市岡豊町定林寺７５番地

◎代表メールアドレス kawasakimasinn@gol.com

NEW KD50ES-2

防災製品

KD50シリーズ従来機からのバージョンアップで
Ｈ型架線集材機に変身！

製品説明
KD50シリーズからの改良！エンジン部はそのままに、集材
機本体をバージョンUP!
3軸四胴式をコンパクトにまとめることにより従来の作業
スペースを変えることなく、いろいろなシーンに力を発揮！
総重量／3,850㎏

紙製品
木製品

KD50S-1

その他製品

製品説明
3軸三胴式（メイン・フロント・エンドレス）集材機。
ウィンチ部とエンジン部が分割でき、2.9t吊クレーンでの積
み降ろしが可能。分解・組立も容易にできる設計。
その他の情報
サイズ／全長4,810㎜
総重量／3,100㎏
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全幅1,850㎜

全高1,400㎜

機械・金属

廃材・間伐材をエネルギーに土佐生まれの高性能薪割り機、誕生！
！

TOSAMAKI TND-1255E
西川建設 株式会社

FAX.088-893-5202

◎ホームページ http://www.nishigawa.net/

〒781-2136 高知県吾川郡いの町鹿敷1379-1

産業機械

電 話.088-893-1023

◎代表メールアドレス nishigawa@guitar.ocn.ne.jp

食品機械

製品説明
土 佐（ 高 知 ）生 ま れ の 高 性 能 薪 割 り 機 が T O S A M A K I
TND-1255Eです。高知県は森林率が県土の84%という日本で一
番の森林大国！その豊富な間伐材や二次廃材をエネルギーに変える
手段として昨今注目されている「薪ストーブ」、施設等で導入され
ている「木質バイオマスボイラー」など、多くの場で薪のニーズが
高まっています。TOSAMAKI TND-1255Eは主にボイラー設備
を備えた施設向けの業務用薪割り機。エコエネルギー社会を後押し
する製品です。

農業機械

林業機械

納入実績
▪道の駅土佐和紙工芸村「くらうど」
▪天然温泉・むささび

水産機械
紙加工機械

薪割れ

選ばれる乾燥材がここから生まれる
有限会社 福原鉄工
電 話.0889-22-2877

FAX.0889-22-5576

〒789-1203 高知県高岡郡佐川町乙川2816

◎代表メールアドレス kansou@fukuharatekkou.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.fukuharatekkou.jp/

土木機械

新過熱蒸気式木材乾燥機 Ｓドライ 土佐モデル〈龍馬〉

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
全国19工場25台の実績あり
その他の情報
全国でフル稼働中のＳドライ。工場見学も受付中です。
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その他製品

製品説明
「Ｓドライ」は、芯まで乾燥（内部含水率15％）
したホンモノ
の乾燥材を、不良率３％で安定生産できる世界で唯一の乾
燥機です。
高再現性…誰でもいつでも高品質乾燥
低コスト…付帯設備は不要で保守も格安
低不良率…不良率３％。内部割れもなし
多種対応…多樹種や異寸法材も同様乾燥
高生産性…スギ４寸角が４日以内でＤ15
簡単操作…質問に答えるだけの対話式

機械・金属

１軒の建築に必要な建材全てを調達出来ます！

移動式製材機
株式会社 益製作所

産業機械

電 話.088-862-2220

FAX.088-862-2832

◎ホームページ http://masuseisakusyo.com/

〒783-0064 高知県南国市宍崎３０８番地

◎代表メールアドレス info@masuseisakusyo.com

食品機械
農業機械

林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
取付丸鋸直径９６．
５ｃｍ。原木最長６ｍ（柱物）、直径４０ｃｍ、重量３
５０ｋｇまで製材出来ます（挽き方によっては直径１ｍの原木も製材
可能）。
①安全で使いやすい②切削精度バツグン③切削水不要

納入実績
森林組合・建設業・林業家・ＮＰＯなど
その他の情報
加工精度・歩留り・製材スピード・強度・安全性にお
いて、他社製品よりも優れています。

魚介類の鮮度保持に最適なマイナス1℃のスラリーアイス
土木機械

スラリーアイス製造装置
株式会社 泉井鐵工所
電 話.0887-23-2111

FAX.0887-23-2114

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.izuitekkou.co.jp/

〒781-7103 高知県室戸市浮津18番地

◎代表メールアドレス izui.info@izuitekkou.co.jp

防災製品
紙製品

スラリーアイス製造装置

木製品
その他製品

製品説明
「スラリーアイス」とは非 常に細かい 氷 粒 子と塩 水が混ざり
合った流動性に優れた氷です。ソフトな氷で魚全体を包み込み
急速かつ均一に冷却し、氷による魚体の損傷を防ぎます。また
ポンプによる氷の移送が可能で作業性を向上します。当製品は
特許技術により塩分濃度1%の塩水から製氷が可能です。すな
わち、塩分濃度を調整することで魚介類の鮮度保持に最適な
温度で冷却・保存が可能となります。また、凍結魚等の解凍にも
有効で、解凍時のドリップを抑え商品価値を高めます。
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納入実績
中土佐町水産物鮮度保持研究施設
高知県漁業協同組合清水統括支所
ＢＧＭ高知㈱
その他水産研究機関、船舶および量販店等にも納入
実績があります。
その他の情報
用途や製氷量等に応じて、最適なシステムを提案さ
せていただきます。
特許登録／高知工科大学・日新興業㈱・㈱泉井鐵工所
（特許第4638393号）

機械・金属

高速冷凍カッター

スライスマシーン
株式会社 カタシマクリエーション

FAX.0880-65-7058

◎ホームページ http://www.katashima.com/

〒788-0012 高知県宿毛市高砂11番15号

産業機械

電 話.0880-65-7221

◎代表メールアドレス info@katashima.com

食品機械
農業機械

水産機械
紙加工機械

納入実績
四国・九州の
養殖業者／水産試験場

林業機械

製品説明
凍結飼料の切断ができます。
一 回 転 に 4 回 切 断 が できます の
で、作業能率もアップします。
防錆対策として、防腐亜鉛メッキ
加工をしています。

養殖用小割網・定置網等の洗浄作業の省力化
土木機械

全自動洗網機
株式会社 カタシマクリエーション
電 話.0880-65-7221

FAX.0880-65-7058

〒788-0012 高知県宿毛市高砂11番15号

◎代表メールアドレス info@katashima.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.katashima.com/

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
沖縄県・三重県・静岡県・滋賀県・小笠原父島・高知
県等の漁業協同組合/栽培センター
養殖業者

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
網をセットするだけで後は自動で網を繰り取り洗浄していきます。
型式は大きく分けて2種類あります。
A型：洗網後の網をパイプに巻き取っていくタイプ。
B型：洗網後の網を下に垂らしていくタイプ。
（定置網等の長い網の場合はB型の方が問題なく洗網できます。）
機械の幅は使用する網の幅に合わせて選びます。

機械・金属

最新技術による「しらす加工」の新たな時代！

シラス防腐洗浄システム

BS-2D（S）

カワクボFACTORY 株式会社
産業機械

電 話.0887-54-3040

FAX.0887-55-0323

◎ホームページ http://www.kawakubo-factory.co.jp/

〒781-5310 高知県香南市赤岡町1586番地

◎代表メールアドレス info@kawakubo-factory.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械

水産機械
紙加工機械

製品説明
▪当社の特許製法による原料洗浄が可能。添加した添加物を
完全分解し、釜揚げシラス（釜だし直後）の製品で無添加と
同等の添加物量となるシステムです。
▪加工直後の初発菌数を減らすことにより、現状の無添加シ
ラスと比べ、１．
７倍の日持ちを実現。保存期間の短かったシ
ラスの流通面においても最大限力を発揮し、より 安全で安
心 なシラスを消費者へ提供する事ができます。
▪ 魚 体はシラス本 来の美しい 姿を維 持でき、魚 特 有の匂 い
（生臭）等も除去できます。見た目にも味にも非常に美味し
いシラスが生産可能になります。

異物を99.9％除去で安全安心
土木機械

風力選別機

納入実績
志磨村水産（宮崎県）
自社安芸フィールド試験工場（高知県・当社食品加工部）
その他の情報
⑴サイズ・仕様/オプション・金額等はお客様の加工場
のサイズやご希望に合わせご提案させて頂きます。
材質：SUS304（オールステン）
⑵厚生労働省添加物新基準適合
※食品衛生法第11条第一項平成28年10月27日改正

⑶６特許取得
特許番号：①377174 ②3919124 ③4164822
④4747357 ⑤4977925 ⑥5333854

エビ・カニ除去で低アレルゲン

FS−4500D

カワクボFACTORY 株式会社
電 話.0887-54-3040

FAX.0887-55-0323

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kawakubo-factory.co.jp/

〒781-5310 高知県香南市赤岡町1586番地

◎代表メールアドレス info@kawakubo-factory.co.jp

防災製品

製品説明
シラスに交じるアレルゲンの元である「エビやカニの
子及び小魚」等は、市場では見た目の美しさの欠落及
びアレルギーへの懸念から受け入れられていません。
弊社の選別機はそれらを９９％除去（製品比）すること
により、シラス本来の美しさと安全性を生産でき、ニー
ズに応えられる装置です。
大きめのシラスから小さいシラスまで一緒に漁獲され
る漁法が全国一律に行われています。その為製品に
仕上げても、サイズがバラバラになってしまい見た目
の美しさが損なわれます。当選別機を通し、小さいシ
ラスのみ取り除くことで、魚体のサイズを均一に仕上
げる事が可能です。シラスの市場ニーズである 見た
目の美しさ に応えるシラス製品が製造可能です。

紙製品
木製品

納入実績
川端水産（熊本）、村上水産（宮崎）、ヤマナカ水産（高知）、ヤマタ水産（愛知）、
カネセ中村長助商店（三重県）、その他複数加工業者に納入

その他製品

その他の情報
サイズ・仕様/オプション・金額等は加工場のサイズやご希望に合わせ
ご提案させて頂きます。材質：SUS304（オールステンレス） 特許登録：株
式会社カワクボ製作所（特許番号：2742995）
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機械・金属

世界に例を見ない、豆アジから５㎏サーモンまで万能フィレマシン

エフビック

フィレマシン

ＨＳ−９Ｃ

理工エンジニアリング 株式会社

FAX.088-846-6839

◎ホームページ http://www.fbuick.jp/

〒７８１−５１０１ 高知県高知市布師田３０６１

◎代表メールアドレス info@fbuick.jp

食品機械
農業機械

製品説明
魚体の幅に合わせて刃物の幅を機械が自動調整します。
２００ｇから４ｋｇのハモが、調整なしで三枚下ろし又は中骨取り開き加工ができ
ます。
歩留まり最高８６％で、尻尾の端まで製品に出来ます。
（ハモ１.５ｋｇ頭無し例）
１匹１〜４秒で加工できます。
刃物やヒレガイドの位置調整はダイヤルで簡単に出来ます。
魚種に合わせて入口ガイドを調整するだけで、誰でも簡単に使用できます。
刃 物の開 閉やコンベアベルトの取り外しが簡単にできるので、掃除、洗浄も
しっかりでき、いつも清潔にできます。
鯛、サーモン、ブリ、真鱈、フグ、ハモ、アナゴ、太刀魚、アジ、サバ、スケソウダ
ラ、スズキ、サワラ、沖ボラなどが加工できます。

産業機械

電 話.088-846-6838

林業機械

納入実績
県内外水産加工業者様へ合計４８台

水産機械

その他の情報
寸法 長さ：160cm×幅：80cm×高さ：135cm
電源 三相200V 2.5kW
本体材質 ステンレス（主要部）
処理魚体幅 1〜11cm（魚種によって変わります）
最高切断速度 28m/分

紙加工機械

抜群の処理能力で、大幅な省エネと省スペースを実現した鱗取り機

ウロコ取り機 【目からウロ子】 ＵＰ−１２Ｋ

土木機械

エフビック

理工エンジニアリング 株式会社
電 話.088-846-6838

FAX.088-846-6839

〒７８１−５１０１ 高知県高知市布師田３０６１

◎代表メールアドレス info@fbuick.jp
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木製品

その他の情報
寸法 長さ：115cm×幅：72cm×高さ：156cm
電源 三相200V 4kW
水量 25リットル/分
本体材質 ステンレス（主要部）
最大処理寸法 幅：24cm × 厚さ：12cm

紙製品

納入実績
県内外水産加工業者様へ合計１００台

防災製品

製品説明
鯛、ハマチ、ブリ、サーモン等のウロコを連続で大量に取り除く自動処理装置です。
また、魚のヌメリを取り除くこともできます。
回転するノズルより噴射する高圧水により魚の表面のウロコや、ヌメリを取り除く水
圧式ウロコ取り機です。
水道蛇口からホースを接続し給水、電源を入れてコンベアに魚を置くだけの簡単操
作で、すぐに処理できます
ボリュームで、コンベア速度と水圧を自由に調整できるので魚種に最適な設定が簡
単に調整できます
2kgの鯛でしたら１時間当たり700〜900匹処理できます。
省水量、省電力、省スペースのうえに、だれでも簡単に操作でき、大量に処理できる
画期的な水圧式ウロコ取り機です。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.fbuick.jp/

機械・金属

簡易和紙から特殊紙まで自由自在 中・小規模に合わせた、トップクラスの抄紙スピード、汎用性、良質な地合構成

ジェットフォーマー、円網抄紙機、短網抄紙機、付加価値装置躯体 など
株式会社 梅原製作所

産業機械

電 話.088-892-0241

FAX.088-893-1061

◎ホームページ http://umebara.co.jp/

〒781-2110 高知県吾川郡いの町1669番地

◎代表メールアドレス info@umebara.co.jp

食品機械
農業機械
短網円網コンビネーションマシン

ジェットシリンダーパート

林業機械
水産機械

紙加工機械

製品説明
我が社のハイスピード抄紙機ジェットフォーマーと、従来の円網抄紙機との
大きな違いはシリンダー仕様にあります。本機のシリンダーは、原料を強制
的にサクションする機能を有し、そうすることで、抄紙スピードの飛躍的な向
上が可能になりました。
また、漂う原料を吸い寄せることで、良質な地合構成を実現し、紙質向上も
実現します。
50年以上培ってきたノウハウを生かし、付帯する原質設備・付加価値装置の
躯体製造なども一挙に行うことで、本機の力を最大限まで発揮し、尚且つ扱
いやすく無駄の無い設計となっております。

納入実績
創業以来抄紙機100機以上
ジェットシリンダー200台以上
納入先 ： 地元高知県を中心に国内一円
海外…台湾、韓国、南アフリカ

安定性と高速性を追求した最新鋭加工機（特許登録済）
土木機械

型式 PTM-F1 全自動ウエットティシュ折機（ノンストップタイプ）
株式会社 進和技研
電 話.0889-24-7772

FAX.0889-24-7722

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.wwb.jp/sg/

〒781-2152 高知県高岡郡日高村沖名3586-10

◎代表メールアドレス sg@wwb.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
ロール巻状不織布を２列化し、巾方向に折り、液含浸後、長手方向
を定寸法にカットし、Ｖ折り後、指定枚数を自動集積し、２列を１列化
後、次工程（自動包装機）に送り込むフルオートマシンです。

納入実績
国内全域のウエットティシュ加工業者及び、英国、
フランス、イタリア、
ドイツ、オランダ、中国、台湾、
韓国、タイ等、輸出実績も多数

その他製品

その他の情報
ユーザーの細やかな要望に合わせた、スペシャル
オーダーの加工機をお届けいたします。
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型式 ＳＮＤ−７Ｄ
株式会社 進和技研

毎分９０袋の業界最速の新鋭マシンです

全自動フェイスマスク（美容）製造ライン
FAX.0889-24-7722

◎ホームページ http://www.wwb.jp/sg/

〒781-2152 高知県高岡郡日高村沖名3586-10

産業機械

電 話.0889-24-7772

機械・金属

原反に手を触れる必要の無い、製造から液注、完全密封包装までのフルオートマシン

◎代表メールアドレス sg@wwb.jp

食品機械
農業機械

その他の情報
ユーザーの細やかな要望に合わせた、スペシャル
オーダーの加工機をお届けいたします。

水産機械

納入実績
国内全域のウエットティシュ加工業者及び、英国、
フランス、イタリア、
ドイツ、オランダ、中国、台湾、
韓国、タイ等、輸出実績も多数

林業機械

製品説明
ロール巻状不織布から型抜き、折畳みを行い、製袋後、各枚毎、美
容液を注入し完全密封シール後、自動排出を行います。
全自動機ならではの美しい仕上がりです。

紙加工機械

廃プラ・ビニール・タイヤ・木材など産業廃棄物を切り裂き、割る
株式会社 飯田鉄工
電 話.088-842-2496

土木機械

油圧式エコカッター
FAX.088-842-2498

〒781-0270 高知県高知市長浜3111-2

◎代表メールアドレス eigyo@kk-iida.com
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その他製品
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木製品

その他の情報
・対象ショベル：6トン〜22トン
（0.25㎥〜0.8㎥）
・試用の為のデモ機を準備しております。

紙製品

納入実績
各ショベルメーカーや商社を通じて、全国の
産業廃棄物処理場等に納入しております。

防災製品

製品説明
エコカッターは廃プラ・ビニール、タイヤ、廃木材等の切断に威力を発揮
する産廃処理機で、 への字型カッター構造 や、 四面ローテーション
カッター刃 ，カッター刃調整機構 など優れた機構を備えています。
特に油圧式は広角度にチルト（首振り）するため、低い位置にあったり山
積みされた廃棄物の中からでも対象物を容易に掴む事ができ、また切断
後の破砕機への投入もこの１台で行えるので作業効率の大幅な向上が
図れます。また、切断時にショベルのアームへの負担が少なく、導入後の
メンテ費用を抑えることができます。
エコカッターは現場の発想から誕生し、全国の産業廃棄物処理場等で幅
広く活躍して高い評価を得ています。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://kk-iida.com/

機械・金属

耐久性・機能性を追求した油圧全旋回式掴み機

Ｒ型アイアンクロー
株式会社 飯田鉄工

産業機械

電 話.088-842-2496

FAX.088-842-2498

◎ホームページ http://kk-iida.com/

〒781-0270 高知県高知市長浜3111-2

◎代表メールアドレス eigyo@kk-iida.com

食品機械

製品説明
木造家屋の解体や解体後の廃材の分別・積み込み、産業廃棄物の処理
作業に適しています。
フォーク部分はボックス構造とし、重量を抑えながら耐久性を重視してお
ります。また、全閉時の上下フォークの隙間は18mm以下なので、小さな
ものまで掴めます。
そして安全弁付きカウンタバランス弁を採用し、作業の安全と油圧モー
ターの保護を行っています。またスロットルチェックバルブを搭載し、作業
内容に合わせて旋回速度の調整ができます。

農業機械
林業機械

納入実績
各ショベルメーカーや商社を通じて、全国の
解体業者・レンタル業者に納入しております。

水産機械

その他の情報
・対象ショベル：6トン〜22トン
（0.25㎥〜0.8㎥）

R型アイアンクロー

紙加工機械

業界初！
！ 保証付きカッター刃！
！ 高耐久・低価格・保証付！
！【お客様の利益が変わります】
土木機械

建設機械用カッター刃【龍馬刃
株式会社 一宮技研
電 話.088-856-6881

FAX.088-856-6882

Ryoma blade】
〒780-8016 高知県高知市南ノ丸町58-33

バイオマス・環境機械

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
主に建 設 機 械 用の鉄 筋 鉄 骨 切 断 用のカッター刃や、ギロチンや
シャーリング等のスクラップ専用機械のカッター刃を、独自で研究
開発を行い、業界初の剥離破損に関しては100％の保証を付けた
カッター刃です。
コンセプトは1日当たりの仕事量増加（コスト低減）。大量生産には
出 来ない 、独自の思 想や技 術を惜しみなく反 映させた、コストパ
フォーマンスに優れたエコな商品です。
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納入実績
全国の解体業者及びアタッチメントレンタル業者
（2015年〜2017年目標に大手機械メーカーに
導入予定現在、開拓中）

機械・金属

油圧ショベルに装着するだけで安全かつ圧倒的な作業能力を実現！

油圧ショベル装着草刈剪定機
株式会社 石禮工業

FAX.088-805-2238

◎ホームページ http://iware-k.com/

〒781-0270 高知県高知市長浜6283-13

◎代表メールアドレス info@iware-k.com

林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
CB850型
全長1480㎜全幅470㎜全高670㎜重量250Kg
CB600型
全長1153㎜全幅400㎜全高550㎜重量125Kg

農業機械

納入実績
全国の建設業、造園業、建設機械レンタル販売業者

食品機械

製品説明
道路等の維持管理での草刈り及び剪定は、人が肩
掛け式草刈機などの機械を手に持って作業します。
大変過酷で危険を伴います。草刈り及び剪定作業
者の負担軽減や安全でより大きな作業能力を機械
化で実現してほしいとの多くのご要望があり、油圧
ショベル装着方式の本製品を開発しました。
油圧ショベル装着式草刈機には従来型のハンマー
ナイフ式や丸鋸式がありますが、飛散事故も多く構
造的に危険で安全性に問題があります。
本製品は、草や枝を専用刃物で切る方式を採用し
て飛散が少なく従来型に比べて安全性が高い製品
です。更に専用刃物の改良を重ねて従来の草刈り
及び剪定には無い形状の刃物を開発して安全性、
耐久性、作業能力を向上した類のない製品です。

産業機械

電 話.088-805-2228

小型バケットから世界に誇る大型まで、抜群の掴能力をお約束します
土木機械

浚渫用グラブバケット
株式会社 光栄鉄工所
電 話.088-842-5111

FAX.088-842-5828

①

②

〒781-0250 高知県高知市瀬戸２丁目１３番４０号

◎代表メールアドレス koeiiron@lily.ocn.ne.jp
③

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.koeiironworks.co.jp/

④

防災製品
紙製品

納入実績
・国内外の浚渫業者へ向け約千数百台の納入実
績をほこります。
・ 近 年 発 売した平 底 幅 広 浚 渫 用グラブバケット
は、約十数台納入実績となっています。

木製品
その他製品

製品説明
付加価値の高い技術、そして開発が重視される今日、私たちの顧客
ニーズもますます多様化、高度化されています。光栄では、より高
性能、より高掴能力をモットーに50余名のスペシャリストが日夜果
敢に研究開発、製造、販売活動に取り組んでおります。小型から大
型バケットまで、いかに顧客ニーズに対応した製品をつくるかを考
え、耐久性から掴能力まで緻密に計算された光栄のバケットシリー
ズです。平底幅広浚渫用グラブバケット（写真①・②）
（特許取得済
み）近年の環境対策及び薄層浚渫に対応したグラブバケットです。

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

環境にやさしく効率的な作業を実現する、準次世代のクレーン

全旋回式舶用クレーン
株式会社 ＳＫＫ

産業機械

電 話.088-841-2233

FAX.088-842-4023

◎ホームページ http://www.skk-crane.co.jp/

〒781-0242 高知県高知市横浜西町1-3

◎代表メールアドレス sales@skk-crane.co.jp

SKK‑1600GE

SKK‑1600GE

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
大型グラブ浚渫機「SKK‑1600GE」は、環境負荷を低減かつ安
全で効 率 的な作 業を実 現します。浚 渫 作 業のほか、砕 岩 作 業 、
フック作業も可能な多目的クレーンです。
▪ハイブリッドシステム：グラブ巻下げ時に発生するエネルギーを
キャパシタへ蓄え、グラブ巻上げ時に利用することにより、燃料
消費量を約30%低減できます。また、CO₂等の排出ガスも大
幅に削減できます。
▪自動運転システム：運転席のタッチパネルからデータを入力す
ることにより、自動制御で掘削、旋回、積み込みを行えるよう設
定されています。
▪浚渫施工管理システム：RTK‑GPSにより、海上での高精度な
位置管理と掘削軌跡や深度の管理が可能です。

納入実績
SKKクレーンは累計5,000台以上、日本全国の
海洋土木業者等へ納入しており、アジア諸国への
輸出実績もあります。
その他の情報
型
式 ／ SKK‑1600GE
仕
様
最大吊上荷重
ジ ブ 長 さ
標準グラブ容量
浚渫可能深度

／ 160ｔ
／ 32.0ｍ
／ 40㎥
／ 85ｍ

自転車をもっと便利にスマートに
土木機械

耐震地下駐輪場 エコサイクル／可搬式自転車駐輪システム モバイルエコサイクル
株式会社 技研製作所
電 話.088-846-2933

FAX.088-846-2939

バイオマス・環境機械

◎ホームページ https://www.giken.com/

〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1

◎代表メールアドレス somu@giken.com

防災製品

地上に文化を、地下に機能を／エコサイクル
（京都市市役所前広場自転車駐車場）

紙製品

製品説明
エコサイクルは、
「地上に文化を、地
下に機能を」がコンセプトの機械式
地下駐輪システムです。地上には、
コンパクトな入出庫ブースのみで、
ゆとりある空間を確保しながら地下
に自転車を204台収容します。その
技術を応用して開発したモバイルエ
コサイクルは、1〜2日で省スペース
に設置できる利便性の高い可搬式
の駐輪システムで、自動車約3台分
のスペースに58台の自転車を収容
します。どちらも、駐輪場不足や迷惑
駐輪の解消に貢献するだけでなく、
自転車利用を促進させ、街を活性化
し美しく文 化 的に高めていく駐 輪
ポートとして活用できます。

木製品
その他製品
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魅せる駐輪で街が変わる／モバイルエコサイクル
（台湾 台北市）

設置実績

・エコサイクル：東京都港区（新橋・品川・六本木）、
京都府京都市（京都駅前・京都市役所前）ほか
20カ所52基
・モバイルエコサイクル ：イギリス ロンドン、
神奈川県藤沢市（Fujisawa SST）、高知県
高知市（技研製作所高知本社）ほか4カ所4基

その他の情報

特徴：①エコサイクル②モバイルエコサイクル
・出庫スピード：①最短約8秒、平均約13秒
②最短約8秒、平均約9秒
・ 入 出 庫 操 作 ： ①カードリーダー 式 ②カード
リーダー式または暗証番号方式
・工期：①最短2ヶ月②1〜2日
（いずれもニーズに応じた移設・撤去も容易に可）

機械・金属

小型・丈夫・力持ち 高い吸い込み効率・スムーズな圧送

コンクリートポンプ160-40-8（イチ・ロク・ヨン・パー）
株式会社 シンテック

FAX.088-883-1754

◎ホームページ http://www.symtec.co.jp/

〒781-8135 高知県高知市一宮南町２丁目６番２３号

産業機械

電 話.088-883-1755

◎代表メールアドレス info@symtec.co.jp

新型定置式

SP-3M

食品機械
農業機械

新型定置式

SP-35E II

新型ブーム車

SP-60CB

次世代型大型ブロック

KO（ケー・オー）ブロック

土木機械

大型積みブロック
有限会社 須崎サブコン
電 話.0889-52-2718

FAX.0889-52-2686

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼字峰ノ川7109-16

◎代表メールアドレス subcon@ruby.ocn.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://subcon-web.com/

合計

5100㎡

高知県中央東土木事務所発注：県道高知本山線

木製品
その他製品

その他の情報
控え長／800タイプ
寸 法／幅2000×高1000×控え800 5分勾配
重 量／1,500㎏／個 胴込コンクリート量／1.25㎥／個
価 格／38,000円／個（17,000円／㎡）
（控え1000〜2000は、お問合せ下さい。）
高知県モデル発注対象製品認定
高知エコ産業大賞優秀賞

紙製品

17件

防災製品

製品説明
・2ｍ高さ1ｍ５分勾配のブロックで控え0.8mから2.0ｍまで対応可能です。
ブロックの内部に現場打コンクリートを充填し、各ブロックが一体化し擁壁を構築します。
・表面は道路周辺の自然景観に馴染める様、石割模様としました。
・大型化により、据付個数が少なくなり効率アップとなることから災害復旧工
事等の急を要する場合などにも効果が期待できます。
・ソケット式ジョイント採用により施工延長の調整が可能です。またカーブ施
工の場合、隙間処理の止め型枠が不要であり経済的で木くずやプラスチック
等の産業廃棄物を減らせます。
・原材料の一部にフライアッシュ（石炭灰）[四国電力西条発電所]を使用し
CO₂を削減することにより環境負荷の低減に貢献しています。
納入実績
高知県各土木事務所

紙加工機械

工期短縮

その他の情報
当 社はコンクリートポンプのメーカーであり、
かつ、自社 機のレンタルもいたしております。
アフターサポートは万全です。

水産機械

施工がかんたん

納入実績
大林組・鹿島建設・清水建設・大成建設等の建
設会社（全国）
新日鐡住金・JFEスチール等の製鉄会社、等々

林業機械

製品説明
最強の性能を最小のパッケージに凝縮したコンクリートポンプ
です。低スランプ生コン［スランプ８㎝、最大骨材寸法40㎜］
の圧送や、普通生コンの水平800ｍ圧送を実現した理想の圧
送機構を備えています。高粘度物質・泥土・水・モルタル・軽量ま
たは重量コンクリートも圧送できます。土木分野（トンネル・ダ
ム・橋・擁壁・治山・鉄塔基礎・法面・深礎杭等）のコンクリート圧
送・吹付け以外にも、キャスタブル（不定形耐火物）の圧送・吹付
けや、地盤改良（液状化対策等）材料の圧送、泥土・ヘドロの圧
送など、産業分野などへも幅広い用途があります。

高知県高知土木事務所発注：県道田村高須線
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

経済性、施工性を追求ユニバーサルデザインを考慮した21世紀の側溝

自由勾配側溝

かんたん側溝

有限会社 須崎サブコン
産業機械

電 話.0889-52-2718

FAX.0889-52-2686

◎ホームページ http://subcon-web.com/

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼字峰ノ川7109-16

◎代表メールアドレス subcon@ruby.ocn.ne.jp

食品機械

製品説明
底版に開口部を設けたＵ形側溝に蓋版を組
み合わせたＵ形自由勾配側溝です。
○経済性に優れています
・蓋版と側溝本体をピン結合し、剛性を高
め部材を薄くしました。
・高強度コンクリートを使用し軽量化を図
りました。
○機能性に優れています
・底版コンクリートを調整することで水路
勾配が自由に設けられます。
・蓋版に連続スリットを設け集水性、排水
性を高めました。
○人と環境に配慮しています
・歩道の段差を少なくし歩行者に配慮した
ユニバーサルデザインです。
・蓋と側溝が固定されるので自動車の走行
による振動、騒音がありません。
○ 施工性に優れています
・蓋版と側溝が分離施工できるため底版調
整コンクリ―トの施工が簡単です。
・種類が豊富なのであらゆる条件への対応
が可能です。

農業機械
林業機械

高知県企業立地課発注：香南工業団地

水産機械
紙加工機械

納入実績
・国土交通省
・高知県各土木事務所
・林業事務所
・農業振興センター
・高知県各自治体

その他の情報
溝幅300〜1500mm、深さ300〜
2000mmまで対応可能です。

軽い、強い、ねばり、コンクリートとの付着がよい
土木機械

一人で持てる埋設型枠
株式会社 タムテック
電 話.0889-42-2405

FAX.0889-42-2460

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tamtec.jp/

〒785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲5510番

◎代表メールアドレス oﬃce@tamtec.jp

防災製品

製品説明
目地型枠用として、軽量・薄肉・高い曲げ
強度と剛性をもった埋設型枠のため、重機
の必要がなく、人力施工が可能です。切断
加工が簡単で工期の短縮は工費縮減効果と
なって現れます。側溝のコンクリート蓋(暗
渠)の埋設型枠としても使われています。

紙製品

納入実績
治山、砂防関係を中心に谷止工、擁壁工
事、改良工事等全国で1650ヶ所以上

目地部に使われる木製型枠の代替材の埋設型枠

1

2

木製品
その他製品
側溝のコンクリート蓋の埋設型枠
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3

その他の情報
国土交通省NETIS登録

機械・金属

コンクリートは焼成できる！ 着色は半永久的！

施釉・焼成したコンクリート製品(セラミックス)
株式会社 タムテック

FAX.0889-42-2460

◎ホームページ http://www.tamtec.jp/

〒785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲5510番

産業機械

電 話.0889-42-2405

◎代表メールアドレス oﬃce@tamtec.jp

食品機械
農業機械

納入実績
県内を中心に30年間で約2万棟の住宅、須崎市道
の駅、横浜小学校などの屋根に使用されている。

水産機械

製品説明
コンクリートを高圧プレスで成型し、釉（うわぐすり）を
つけて900℃で焼成後、水和養生して製品となる。この技
術は様々な種類の屋根瓦や歩車道境界ブロック・舗石など
に広く使われている。

林業機械

1

紙加工機械

その他の情報
受賞歴:高知県地場産業賞 昭和63年
高知県地場産業奨励賞 平成15年
NETIS登録 平成15年、22年
不燃材料認定 平成14年、25年

海に生きる「技術のツカサ」。コンセプトは「現場発想」。
土木機械

マリンクレーン
ツカサ重機 株式会社
電 話.088-842-2221

FAX.088-842-2224

〒781-0270 高知県高知市長浜5033番地21

◎代表メールアドレス entrance@tsukasa-juki.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tsukasa-juki.com/

防災製品

製品説明
海洋土木工事には欠かせない、砂利・石材・骨材荷
役用舶用クレーン。
操 作システムにはハイパワーのL G Pシリーズと
オールエアーのEPシリーズの２つの方式を採用。

その他製品

納入実績
1984年より、通算約800台
納入先／全国

LGPシリーズ運転席（４本レバー）

木製品

オールエアー方式EPシリーズ
複雑なバケット作業をコンピュータ制御し、初めて
の方でも簡単に操作することができます。より簡
単・快適・安全に操作することを目的として開発さ
れた操作システムで、短時間で熟練の技術を習得
することができます。操作性に加えて安全性をも
向上させたシリーズです。

紙製品

ハイパワー方式LGPシリーズ
バケット作業では、半自動クラッチにより効率よく
つかむことができ軽い操作ながらも手に伝わる感
触。シンプルで安定した機構を持ちながら、エアー
圧力によるハイパワーを実現したシリーズです。

EPシリーズ運転席（２本レバー）

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

『高機能』
『 高品質』
『 低価格』を実現したユニット型コンクリート成型装置です

SAIBARA-10 （ユニット型コンクリート成型装置）
株式会社 西原鉄工所

産業機械

電 話.088-852-1188

FAX.088-852-5254

◎ホームページ http://www.saibara-iron.co.jp/

〒781-1101 高知県土佐市高岡町甲８９５番地

◎代表メールアドレス saibara@mocha.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
●工場内にて一貫して製作。完成品として出荷するため、
高品質・低価格でのご提供が可能となりました。
●ユニット型の為、積込み・運搬・据付が簡単。工場出荷か
ら据付まで、短期間で運転可能です。
●生コン供給装置等が不要の為、大幅な経費削減を可能
にしました。

水産機械

納入実績
国内全域

コンクリート製品製造工場

紙加工機械

その他の情報
国内・国外への同時販売を開始しました

あらゆる形状のコンクリート製品に対応可能な鋼製型枠です
土木機械

コンクリート製品用

鋼製型枠

株式会社 西原鉄工所
電 話.088-852-1188

FAX.088-852-5254

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.saibara-iron.co.jp/

〒781-1101 高知県土佐市高岡町甲８９５番地

◎代表メールアドレス saibara@mocha.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
小型から大型製品まで、又、あらゆる形状の製品にも対応可能です。
過酷な使用条件を考慮した設計により、強度・耐久性を保持し、精度・仕上
がりの美しさ・使い易さを実現しています。
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納入実績
国内全域 コンクリート製品製造工場
（国外では中国・台湾へ納入）
その他の情報
国内・国外への同時販売を開始しました

機械・金属

進化した最新型超音波測深システム

SeaVision SV-Sonar SV-1000
パシフィックソフトウエア開発 株式会社

FAX.088-850-0573

◎ホームページ ｈｔ
ｔｐ://www.paciﬁcsoftware.co.jp/

〒780-0945 高知県高知市本宮町105番地22（ソフトウェア団地内）

◎代表メールアドレス sales@paciﬁcsoftware.co.jp

林業機械
水産機械

その他の情報
販売価格
約500万円〜（設置工事費別途）
レンタル価格 月額65万円〜（設置工事費別途）

農業機械

納入実績
販売： SV-501/502型 約30台 SV-1000型2台（平成28年11月
レンタル：年間十数件の公共工事で採用

食品機械

製品説明
SV-Sonarは超音波を使用して海底の深度を計測する超音波測深シス
テムです。海洋土木における浚渫や砂撒き工事にて、施工時の深度管理
に使用されています。本製品には、濁りの影響を最小限に止める独自の技
術が使われており、作業中の深度管理が可能です。測深結果は３D表示
することができ、海 底 面の状 態をわかりやすく表 示します。最 新 機 種の
SV-1000は従来品よりもコンパクトですが、動作速度と超音波出力が２
倍になり、測深時間が短縮され対濁り性能を向上させ、低価格で提供で
きる製品となりました。
国土交通省 NETIS（新技術情報提供システム）登録（SKK-030002-VE）

産業機械

電 話.088-850-0503

紙加工機械

グラブ浚渫船向け

新世代機器情報モニター
土木機械

Virtual Bridge Monitor (バーチャルブリッジモニター)
パシフィックソフトウエア開発 株式会社
電 話.088-850-0503

FAX.088-850-0573

〒780-0945 高知県高知市本宮町105番地22（ソフトウェア団地内）

◎代表メールアドレス sales@paciﬁcsoftware.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ ｈｔ
ｔｐ://www.paciﬁcsoftware.co.jp/

防災製品
紙製品

納入実績
グラブ浚渫作業船（平成29年6月発売）
その他の情報
販売価格 約200万円〜（設置工事費別途）

木製品
その他製品

製品説明
バーチャルブリッジモニターは、作業船の各機器の情報をグラフィカル
且つリアルタイムに表現できるシステムです。ネットワーク（LAN）を介
して情報を集約し、船上のあらゆる場所で情報のモニタリングが可能と
なります。当社の施工管理システム「SV-Navi」と完全連動すること
で、より強力なモニタリングを実現し、浚渫工事をサポートします。
国土交通省 NETIS（新技術情報提供システム）登録（SKK-170001-A）
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機械・金属

濾過構造体(フラッシングコア)を用いた副側溝工法

低コスト・簡単メンテナンスを実現する、芝生施設の新提案
株式会社 フィールディックス

産業機械

電 話.０８８-８５６-６２５１ FAX.０８８-８５６-６２５０

◎ホームページ http://ﬁeldex.co.jp/

〒780-8040 高知県高知市神田１５０３-９

◎代表メールアドレス nfo@ﬁeldex.co.jp
フラッシングコアによる副側溝工法図
◆学校施設のグラウンドや園庭
芝

土のグラウンド

食品機械

床土

側溝

透水パイプ

側溝

透水パイプ
芝

土のグラウンド
床土

側溝

農業機械

透水パイプ

側溝

透水パイプ

フラッシングコア

水

側溝

林業機械

◆洗浄式フラッシングコア
（上部人工芝オプション）
※工法特許

水産機械
紙加工機械

製品説明
サッカー場、公園、校庭等の芝生施設を綺麗に保ち、半永久的に
改修を必要としない技術を開発しました。従来は自然地下排水や、
暗渠透水管を埋設等の排水方法がとられていましたが、経年変化
等により目詰まりが発生、排水不良を引き起こし、根腐れする原因
となっていました。弊社の「副側溝工法」は、芝生施設に副側溝を
新設、そこに「フラッシングコア(濾過・排水構造体)」を設置、脱着・
メンテナンスする事が可能となり、今までの１０％以下の改修費用
で永続的に良質の芝生施設が維持できます。

納入実績
豊中市マリンフードスタジアム、徳島ヴォルティス、
尾道市、八幡浜市、四国中央市､高知市、西条市、
川崎市、三鷹市、豊中市、岡山市、坂出小学校ほか
その他の情報
平成26年高知県新事業分野開拓者認定制度認定
製品

道路橋床版・水路蓋・防火水槽蓋等、多様に使用可能なプレキャスト床版
土木機械

HC床版（高強度コンクリート床版）
松井建材 有限会社
電 話.0889-49-0109

FAX.0889-49-0017

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://matsui-k.com/

〒785-0161 高知県須崎市浦ノ内西分字菅の浜69番地3

◎代表メールアドレス matui.k@technowave.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
高 強 度 配 合 のコンクリート（ 4 5 N / ㎟ ）と高 強 度 鉄 筋リ
バーボンクロスを用いた床版で、現場打ちと比べて3割ほ
ど薄くなります。プレキャスト製品の為、支保工が必要な
く、
トラッククレーン等で容易に設置できます。せん断補強
筋としてスパイラル筋を採用しており、高耐久性を有して
おります。斜版・開口付などプレキャストならではの加工性
で、現場のニーズに合わせて製作いたします。
50
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納入実績
国交省、高知県各自治体、高知県土木部各機関、高知県
林業振興部各機関、高知県農業振興部各機関 など
県内全域で幅広く採用していただいております。
その他の情報
サイズ／幅1000〜1500㎜

長さ7mまで製作可能

機械・金属

矢板用笠コンクリートをプレキャスト化！

笠コンフレーム
松井建材 有限会社

FAX.0889-49-0017

◎ホームページ http://matsui-k.com/

〒785-0161 高知県須崎市浦ノ内西分字菅の浜69番地3

産業機械

電 話.0889-49-0109

◎代表メールアドレス matui.k@technowave.ne.jp

食品機械
農業機械

標準タイプ
施工前

施工後

林業機械

〈施工断面図〉

水産機械

製品説明
現場打ちで発生する型枠組立・撤去が不要となり、さらに陸側からのみ
の施 工で笠コンクリートの構 築が図れる製 品です。従 来 工 法と比 較
し、工期が60％以上短縮できます。
（作業環境の改善・省資源化）
塩害対策タイプ・法止めタイプなどもあります。
納入実績
国分川・松田川、津波対策工事など

紙加工機械

その他の情報
NETIS登録 CB-990025-VE

シンプルな外観でメンテナンスが容易にできます
土木機械

テルハ型マリーナクレーン
有限会社 宮﨑ウェルディング
電 話.088-864-1558

FAX.088-864-3477

〒783-0007 高知県南国市明見898-22

◎代表メールアドレス mwelding@mg.pikara.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.w-miyazaki.jp/

防災製品

製品説明
本製品はモーターボート、クルーザー
等の陸揚げ用クレーンです。
陸上基礎のみで、設置可能。工期の短
縮が図れます。
テル ハ 構 造でクレーン上 部が開けて
おり、漁船、ヨット、プレジャーボート等
幅広く対応できます。
2 0トンまでのどんな荷 重でも安 定し
ています。
マスト、竿を収納せずに陸揚げ可能で
す。
メンテナンスが簡単です。

紙製品
木製品

納入実績
高知市ハラミマリーナ1台

その他製品

その他の情報
アルミ陸 閘ゲート、ステンレスゲート
等対応できます。
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機械・金属

安心・安全！死角をなくす無線式クレーンカメラ！

無線式クレーンカメラ

YS-CC3S

有限会社 吉村デンソー
産業機械

電 話.０８８-８５０-０００１ FAX.０８８-８５０-０００３

◎ホームページ http://www.y-denso.com/

〒780-8063 高知県高知市朝倉丙２１２９-９

◎代表メールアドレス calec@ca.pikara.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
今までの工事現場ではクレーンを使用する際、複数人数で現場
に入るためトランシーバーの音声のみでオペレーターは安全の確認
をしていました。このカメラをトランシーバーと併用する事でトラン
シーバーに突然トラブルが起きてもオペレーターが上空から吊り荷
現場を目視できるので危険を回避でき、オペレーターのストレスが
飛躍的に改善できます。

納入実績
(株)レックス・(株)レンタルのニッケン・(株)マルカ
キカイ他全国の建設会社・クレーン会社・レンタル
会社（約１００社）
その他の情報
防水・防塵（保護等級ＩＰ５４相当）
電波法に準拠・工事設計認証製品
夜間対応できる赤外線モード
2倍ズーム・パン・チルト機能
高知県防災関連登録商品

安心・安全！死角をなくす構内監視カメラ
土木機械

無線式構内監視カメラ ＹＳ−ＰＣ３Ｓ
有限会社 吉村デンソー

電 話.０８８-８５０-０００１ FAX.０８８-８５０-０００３

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.y-denso.com/

〒780-8063 高知県高知市朝倉丙２１２９-９

◎代表メールアドレス calec@ca.pikara.ne.jp

防災製品

製品説明
基礎工事で深穴掘削をする際、穴の底部と地上で分かれ
て作業するため今まではトランシーバーの音声のみで安全
確認をしていました。このカメラをトランシーバーと併用する
事でトランシーバーに突然トラブルが起きても地上の管理者
が底部の状況を目視で確認ができるため2次トラブルを防ぐ
ことができます。

紙製品

納入実績
(株)四電工（香川県）
・(株)ＴＬＣ（東京都）
・四国送電工事
企業体（徳島県）
・東光電気工事（(株)）
・富士古河Ｅ＆Ｃ(株)

木製品

その他の情報
防水・防塵（保護等級ＩＰ５４相当）
電波法に準拠・工事設計認証製品
夜間対応できる赤外線モード
2倍ズーム・パン・チルト機能
高知県防災関連登録商品

その他製品
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機械・金属

木質バイオマス燃料により地球環境と地域経済に貢献

バイオマスエコバーナー
株式会社 暁産業

FAX.0887-57-1836

◎ホームページ http://k-akatsuki.info/

〒781-5242 高知県香南市吉川町古川301-1

◎代表メールアドレス oﬃce@k-akatsuki.co.jp

水産機械
紙加工機械

その他の情報
バイオマスエコバーナー設置及び使用条件
・おが粉燃料の調達が可能であること。
・おが粉の調達は、製材所より出るおが粉や材木をおが
粉製造機で粉砕しておが粉を製造する。
・おが粉燃料は、含水率を10％以下に乾燥したものを
使用すること。

林業機械

・養鰻用加温システム
・コーヒー粕乾燥システム
合計 15式

農業機械

納入実績
・農業用ハウス加温システム
・建築廃材燃料化システム
・自社おが粉乾燥システム

食品機械

製品説明
おが粉を燃料としたバーナーです。燃焼方法は、着火用
重油バーナーで蓄熱した燃焼室内に燃焼用空気で旋回
流を発生させ、そこにおが粉を噴射、飛散させ空気との
接触面積を多くし燃焼効率を上げています。安定した燃
焼状態になれば重油の供給を停止させ、おが粉のみで連
鎖的に燃焼させています。電気制御は、燃焼室内の温度
により燃焼用空気量とおが粉量を自動調整し最適な燃焼
状態にしています。接続装置（ボイラ、乾燥機等）からの
信号により自動で燃焼、停止の断続運転ができ急激な温
度 変 化に対 応しています 。機 種は、2 0 万 k c a l / hから
165万kcal/hまで納入実績が有り、200万kcal/hの
高出力も可能です。

産業機械

電 話.0887-57-1831

高い熱効率で均一な含水率に連続大量乾燥
株式会社 暁産業

電 話.0887-57-1831

土木機械

おが粉乾燥機
FAX.0887-57-1836

〒781-5242 高知県香南市吉川町古川301-1

◎代表メールアドレス oﬃce@k-akatsuki.co.jp

木製品

1式
1式
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その他製品

その他の情報
AKK‑05 0.5ton/h（ドライベースの乾燥能力）
AKK‑08 0.8ton/h
AKK‑15 1.5ton/h

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

紙製品

納入実績
建築廃材燃料化システム
自社おが粉乾燥システム

防災製品

製品説明
高速多量の熱気流に材料（おが粉）を連続供給し
乾燥と輸送を同時に行う直接熱風方式の乾燥機
です。材料は、サイクロンで排気ガスと分離し捕集
します。熱風と材料の接触面積が大きく、また、高
温の熱風を使用できるため熱効率が高く2〜3秒
の高速乾燥で連続大量乾燥が可能です。電気制
御は、排気ガス温度により材料の供給量を比例制
御し均一な含水率に乾燥できます。粒径の小さい
粉体で、熱を受けると変質しやすい材料に適して
います。熱源は、バイオマスエコバーナー（おが粉
燃焼式）または、重油バーナーも使用できます。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://k-akatsuki.info/

機械・金属

太陽電池モジュール専用検査ライン！

パネルDo検査ライン
荒川電工 株式会社

産業機械

電 話.088-885-1185

FAX.088-885-1181

◎ホームページ http://www.araden-21.co.jp/

〒780-0071 高知県高知市高埇６-１９

◎代表メールアドレス home@araden-21.co.jp

納入実績
自社導入済み

食品機械
農業機械

その他の情報
検査測定内容はJIS C 8918、
JIS C 8990(IEC61215)、
JIS C 8992-1. (IEC61730-1)、
並びにJIS C 8992-2(IEC61730-2)に準拠

林業機械
水産機械

製品説明
１検査ラインに３種類の検査機能を搭載
太陽電池モジュールの仕様、性能、機能を検査し、不良製品を排除
測定可能な検査項目 外観検査、EL検査、電気特性検査（ARMEC-002）
外観検査装置 サイズ1340（H）
×2000（W）
×570（L）㎜※キャスター92（L）㎜
EL検査装置 サイズ1340（H）
×2000（W）
×1780（L）㎜※キャスター92（L）㎜
電気特性検査装置（ARMEC-002）サイズ1340（H）
×2300（W）
×780（L）㎜※キャスター92（L）㎜

紙加工機械

国内初！太陽電池モジュール専用I-V検査機！誰でも簡単に検査測定！
土木機械

ARMEC-002
荒川電工 株式会社
電 話.088-885-1185

FAX.088-885-1181

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.araden-21.co.jp/

〒780-0071 高知県高知市高埇６-１９

◎代表メールアドレス home@araden-21.co.jp

防災製品

製品説明
サイズ1340（H）×2300（W）×780（L）㎜ ※キャス
ター92（L）㎜
太陽電池モジュールのI-Vカーブ、電流（A）、電圧（V）、出
力（PMAX）、FF値を測定することが可能
自社開発したオリジナル検査測定プログラムを搭載
『 太陽光販売店でもメーカーと同等の製品検査が簡単で
きる』をコンセプトとして、従 来の太 陽 電 池モジュールシ
ミュレーターでは使用されていない光源を使うことで検査
機器の低コスト化を実現

紙製品

納入実績
自社導入済み

木製品

その他の情報
高知工業高等専門学校と共同研究開発
（ARMEC-00,001）
検査測定内容はJIS C 8918、
JIS C 8990(IEC61215)、
JIS C 8992-1. (IEC61730-1)、
並びにJIS C 8992-2(IEC61730-2)に準拠

その他製品
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機械・金属

湯面の垢や髪の毛でお悩みの皆さん！ ポンと置くだけ手間いらず

浴槽湯面垢取り装置（浴槽水清掃補助装置）アカパス
株式会社 エコロジーサイエンス

◎ホームページ http://www.terao-kochi.co.jp/

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町2丁目5番19号

産業機械

電 話.088-885-0670 FAX.088-883-6653

◎代表メールアドレス info@terao-kochi.co.jp

食品機械
農業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
吸水口の位置など、浴槽の仕様に合わせた特注品あり。
専用固定具などオプション品も充実。
第15回高知エコ産業大賞アイデア賞受賞。
特許取得済み（第5500479号）。
アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国にて国際意匠登録取
得済み。
顧問弁理士 森田拓生（登録番号12998）
顧問弁護士 松本隆之（高知県弁護士会/弁護士番号31733）

林業機械

製品説明
アカパスは循環式大型浴槽用に開発された湯面垢取り装置で
す。循環ろ過機の吸水口の上に設置するだけで、浴槽湯面に浮
いている垢や髪の毛をろ過器へ吸い込み除去します。設置の際
は、アカパス上部の吸い込み口を湯面に合わせるよう浮力調整
を行うだけなので手間がかかりません。動力は、循環ろ過機の吸
引力を利用するため不要です。見た目の改善や浴槽感染防止効
果の他、オーバーフロー設備がない、あるいはオーバーフローさ
せた浴槽水をろ過機へ戻す設備のない浴槽では、水道水や湯沸
かしのための燃料費削減のメリットもあります。

納入実績
土佐市特別養護老人ホームとさの里
特別養護老人ホーム豊寿園
北川村デイサービス柚子の郷

完オゾシステムが安心・安全・快適な入浴をご提供します
土木機械

完オゾ特浴CZ‑KST
株式会社 エコロジーサイエンス

電 話.088-885-0670 FAX.088-883-6653

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町2丁目5番19号

◎代表メールアドレス info@terao-kochi.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.terao-kochi.co.jp/

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
特別養護老人ホーム豊寿園
特別養護老人ホーム祝の郷
特別養護老人ホーム札掛の里
その他の情報
三井住友海上火災保険㈱による浴槽水
感染防止PL保険対象。
（毎年7月1日に契約更新）
高知県外商支援製品・技術カタログ2017

55

その他製品

製品説明
浴槽水をオゾンにより殺菌浄化する完全オゾン処理システムは、元来の塩素
殺菌では100％安心できないという現場の不安の声から生まれました。浴槽
感染防止はもちろん、皮膚への刺激も少なく、浴槽水も綺麗なまま快適にご
入浴頂けます。
そんな完オゾシステムが、介護浴槽用に小型化されました！
様々な介護浴槽に取付けできるだけでなく、既存の浴槽への後付けも可能
です。この機会に是非お試し下さい。

機械・金属

有機肥料などをペレット化出来る環境保全型資源リサイクル装置

ツインダイス式ペレタイザー「粒造くん」
株式会社 垣内

産業機械

電 話.088-866-2848

FAX.088-866-0261

◎ホームページ http://www.kk-kakiuchi.co.jp/

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-8

◎代表メールアドレス info@kk-kakiuchi.co.jp

食品機械

製品説明
ツインダイス式ペレタイザー粒造くんは、シンプルな
構造で、故障が少なく耐久性抜群。また、低温造粒
で原料の圧砕などが少なく、良質のバイオ肥料に必
須の微生物菌や酵素が活き活きとした状態でペレッ
ト化できます。さらに、自動運転が可能で、消費電力
などランニングコストも低いため、他社の造粒機と
比較しても、費用対効果の面などから抜群のコスト
パフォーマンスを誇り、平成21年度には、高知県エ
コ産業大賞を受賞しました。養鶏事業者向けでは、
国内№1のトップメーカー。

農業機械
林業機械
水産機械

納入実績
養鶏・養牛・養豚事業者・堆肥センター・市町村汚泥再
生処理センター等 国内外で250台以上を納入。
JICA普及・実証事業の採択を受け、タイ王国の畜産
振興に協力する予定。
その他の情報
希望する原材料を当社に持ち込んで頂き、無料で造
粒テスト実施可能。

紙加工機械

様々なペレットを低コストで冷却できる省エネタイプの冷却装置
土木機械

ペレット冷却機「ひえた君」
株式会社 垣内

電 話.088-866-2848

FAX.088-866-0261

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kk-kakiuchi.co.jp/

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島391-8

◎代表メールアドレス info@kk-kakiuchi.co.jp

防災製品

製品説明
▪造粒したペレットの芯熱を外気温まで短時間で
冷却できる冷却機。
▪自然のエネルギーを有効に活用し、木質も含め
た様々なペレットを冷却できるマシンで、排出
にかかる電気消費を大幅に削減。
▪構造のシンプル化、機械スペース全体のコン
パクト化を実現。
▪お客 様のペレット生 産 量に応じて、8 0 0 k g 、
1,500kg、3,000kg処理の3機種をライン
ナップ
▪当社の造粒機「粒造くんシリーズ」と組み合わ
せることで自動運転も可能。

紙製品
木製品
その他製品

納入実績
養鶏農家をはじめ16台の納入実績あり。販売台
数急増中。
その他の情報
平成29年5月 特許取得
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機械・金属

廃プラ小型造粒装置

＜カッター&ミキサー君＞
株式会社 刈谷鉄工

FAX.088-866-3058

◎ホームページ http://kariya-tekkou.com/

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島366番地１

産業機械

電 話.088-866-3055

◎代表メールアドレス m.marumoto@movie.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
◎廃プラ及び余剰プラ減容・造粒装置
◎廃プラ発生場所ですぐに処理
◎フォークリフトで楽々移動可能
◎大きなフィルムも処理可能（粗破砕装置付）
◎造粒能力：50〜70㎏/h

水産機械

納入実績
25台

株式会社 刈谷鉄工
電 話.088-866-3055

＜ラベルカッター君＞

FAX.088-866-3058

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島366番地１

◎代表メールアドレス m.marumoto@movie.ocn.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://kariya-tekkou.com/

土木機械

シールラベルカス処理装置

紙加工機械

その他の情報
高知県地場産業大賞

防災製品
紙製品

製品説明
マトリックスカスを巻き取らず、吸い込み、粘着性ラベルカスを細かく
裁断して回収します。

木製品

◎連続的ラベルカス「細断」処理可能
◎粘着性ラベルカス（紙類、フィルム）でも「細断」処理可能
◎工場ラインに直結できる
◎細断によって、ラベルに表示された情報を読み取り不能にします。

その他の情報
高知県地場産業大賞

その他製品

納入実績
１０台

奨励賞受賞
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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機械・金属

これ1台でカラッと除湿。いろんな所で大活躍！

コンデンスELD
株式会社 カンキョー

産業機械

電 話.０２６３-９２-８１７４ FAX.０２６３-９１-１９１１

◎ホームページ http://www.kankyo-eco.com/

〒783-0004 高知県南国市大埇甲３７４-２

◎代表メールアドレス support@kankyo-eco.com

食品機械
農業機械

製品説明
▪特 許 技 術 のコンデンス方 式 で 、室 温に左 右され ずに
1年中しっかり除湿乾燥します。
▪ 衛 生 的なセルフクリーニング機 構 設 計で、長く使えま
す。
▪ 大 風 量で、家 中どこでもパワフルに除 湿 乾 燥します。
布 団 乾 燥 、部 屋 干し、窓の結 露 対 策 、玄 関まるごと乾
燥 、ずぶ 濡 れ の 靴 、クローゼットや 引出 の 中 、大 切な
ペットを乾かしたい時など、様々なシーンで活躍できま
す。
▪ 手 軽に持ち運 べるよう軽 量 化を実 現 、ご 高 齢 の 方も
楽々持ち運び可能です。
▪運転スイッチは「強・中・弱」と「タイマー」の２つ、シン
プルで簡単です。

林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
外形寸法
幅348㎜×奥行198㎜×高さ548㎜（突起部除く）
質量 5.9kg コード長さ 180㎝

特許技術のフィルターでコンパクト・高性能に集塵
土木機械

タービュランス空気清浄機TB502
株式会社 カンキョー

電 話.０２６３-９２-８１７４ FAX.０２６３-９１-１９１１

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kankyo-eco.com/

〒783-0004 高知県南国市大埇甲３７４-２

◎代表メールアドレス support@kankyo-eco.com

防災製品

製品説明
▪フィルターとファンが一 つになった特 許 技 術で、強 力に集 塵し
ます。
▪センサー搭載で、ニオイの強さとダストの量を感知し、効率的に
消臭・集塵します。
▪通常運転の他に、ダスト捕集、脱臭、高感度モードが選べます。
▪フィルターは簡単に取り換え可能です。現在、抗ウイルス用、抗
アレルギー物質用の2種類があります。
▪待機電力0Wで省エネ設計です。

紙製品
木製品

納入実績
ホテルオークラ東京ベイ、医療法人厚友会城西病院、医療法人財団
立川中央病院、ゆうかり保育園、関西大学

その他製品

その他の情報
外形寸法 幅502㎜×奥行117㎜×高さ434㎜
（スタンド奥行160㎜）
質量 5.0㎏
適用床面積 30畳
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機械・金属

微酸性次亜塩素酸水生成装置コア・クリーン２５
株式会社 コアテック

FAX.088-804-6081

◎ホームページ http://www.kowa-tec.co.jp/

〒783-0092 高知県南国市田村字若宮乙２０４０番１

産業機械

電 話.088-804-6080

◎代表メールアドレス sales@kowa-tec.co.jp

食品機械

製品説明
コア・クリーン25は、水道水に電解補助液を添加し、電気分解す
る事で微酸性の次亜塩酸水（HCLO）を生成します。次亜塩素
酸水は、食品添加物の殺菌料に指定されていて学校給食共同
調理場や食品工場での殺菌水としてご利用いただいています。
又 、福 祉 施 設 等でノロウイルス対 策でも衛 生 管 理の手 段とし
て、手指洗浄などでご利用いただいています。また、別売の防
災キットを使用すれば、災害時の避難施設での感染予防により
簡便に使用できます。

農業機械

その他の情報

コア・クリーン 25

水産機械

南国市消防署に設置

紙加工機械

方
式 ／水道接続方式
重
量 ／3.6kg
サ
イ
ズ ／270×140×303（W×D×H㎜）据え置き、壁掛け
生
成
水 ／2.5ℓ/分
有効塩素濃度 ／10〜30ppm PH：5.0〜6.5
運 転 方 式 ／非接触のハンドセンサーで生成開始、自動停止
価
格 ／オープン
高知県防災関連登録製品 代理店募集中!

林業機械

納入実績
病院、歯科医院、医療福祉施設、幼稚園・保育園、食品関係に多
数納入

防災キット

薪ストーブから始まる新しい生活（くらし）を提供
小磯鉄工

電 話.0880-84-1828

土木機械

ロボット型薪ストーブ
FAX.0880-84-1828

〒787-0242 高知県土佐清水市下ノ加江368-1

◎代表メールアドレス info@koiso-tekko.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.koiso-tekko.com/

防災製品

製品説明
ロボットの形をしたオーブン付きの薪ストーブです。
燃焼室上部のオーブンではピザなどの料理を楽し
め、天 板では鍋ややかんなどをかける事ができま
す。シーズンオフでもインテリアとして見ていて楽
しい薪ストーブです。各種カスタマイズも可能なの
で、ぜひ、あなただけのお気に入りの薪ストーブを
造りませんか。

紙製品

納入実績
個人ユーザー

木製品

その他の情報
重量：200kg
サイズ：800×800×1000（W×D×Hmm）
出力：約9000kcal/h
暖房面積:15〜25坪
最大薪長：50㎝

その他製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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循環型エネルギ−燃料による林業・農業をまもる 「まもる暖房機」

木質ペレット焚きハウス温風暖房機
昭和産業 株式会社

産業機械

電 話.088-863-2626

FAX.088-863-3626

◎ホームページ http://www.engei-showa.co.jp/

ＫＰ型

〒783-0028 高知県南国市陣山199番地

◎代表メールアドレス info@engei-showa.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
私は、木質ペレット焚きハウス温風暖房機ＫＰです。
設置空間は（≒W3500×H2000×D910）とコンパクトです。
熱出力140kw（12万kcal/h）の低騒音・省電力・高効率の機種です。
・操 作 方 法…タッチパネル採用により直感的に分かりやすく、操作が
簡単です。
・温 度 制 御…4段サーモにより重油と同等の設定が可能で全自動運
転です。
・メンテナンス…直接灰出し処理により、日常の手入が簡単です。
・燃
料…木質ペレット（全種類に対応可能）

納入実績
高知県内／安芸市・香南市・その他

循環型エネルギ−燃料による林業・農業をまもる 「まもる温水暖房機」
土木機械

木質ペレット焚きハウス温水暖房機
昭和産業 株式会社
電 話.088-863-2626

FAX.088-863-3626

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.engei-showa.co.jp/

ＫＰＷ型

〒783-0028 高知県南国市陣山199番地

◎代表メールアドレス info@engei-showa.co.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
私は、木質ペレット焚きハウス温水暖房機ＫＰＷです。
設置空間は（≒W4800×H2000×D1700）とコンパクトです。熱出力233kw
〜270kw（20万〜23万kcal/h）と可変の高効率・無圧開放型機種です。缶体
からの熱損失を極力抑える為に保温ラッキングしています。
・操 作 方 法…タッチパネル採用により直感的に分かりやすく、操作が 簡単で
す。
・温 度 制 御…4段サーモにより重油と同等の設定が可能で全自動運 転です。
・メンテナンス…直接灰出し処理により、日常の手入が簡単です。
・燃
料…木質ペレット（全種類に対応可能）
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納入実績
高知県内／香南市・南国市・その他

機械・金属

未利用熱を再生可能に実現したサーマルバイオマスエネルギーハイブリットシステム

未利用熱エコハイブリット乾燥機
有限会社 ソイルファーム

FAX.0880-37-0246

◎ホームページ http://www.soil-farm.com/

〒788-0772 高知県四万十市横瀬2478番地2

産業機械

電 話.0880-37-2737

◎代表メールアドレス soil-farm@shirt.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械

未利用熱エコハイブリット乾燥機

水産機械
紙加工機械

納入実績
▪JA（各県）13社、㈱宇部興産（丸紅㈱経由）、岡山県南部水道事業団
▪高知県四万十市役所、山形県山形市役所、ヤンマー農機、井関農機、
クボタ農機
▪九州地方 71社、四国地方 56社、中国地方 51社、近畿地方 18社、
東海地方 4社、北陸地方 4社、信越地方 6社、関東地方 3社、東北地
方 16社

その他の情報
サイズ／φ950×3785㎜（燃焼室）
材 質／一般構造用鋼材（耐火材）
電動機／0.75kw（60万キロカロリー）
補助金／平成23年度高知県ものづくり地
産地消推進事業費補助金
高い評価を得ているものと審査
結果を頂きました。

林業機械

製品説明
ハイブリットシステムは、熱利用する機械が、予
熱燃焼時には石油バーナーを利用しますが、自
然燃焼（自燃）が始まりますと、バーナーはOFF
にします。
そして、高温燃焼で安定すると、その未利用熱
（乾留ガス）を燃焼室に取り入れて「未利用熱エ
コハイブリット乾燥機」が温度センサーの制御に
より自動運転（安全装置付）で熱を利用して燃焼
する為、従来の乾燥機より燃料費が30％以上コ
ストダウンします。
また 、熱 利 用した 機 械で 副 産 物として 、もみが
ら、木材チップの薫炭ができます。
特徴／1.コストの削減 2.環境の保護
3.安全な高効率運転

＜使う人に選ばれる粒状をご提案＞〜作ります使いやすい粒状〜
土木機械

造粒機（整粒機）
有限会社 ソイルファーム
電 話.0880-37-2737

FAX.0880-37-0246

〒788-0772 高知県四万十市横瀬2478番地2

◎代表メールアドレス soil-farm@shirt.ocn.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.soil-farm.com/

防災製品

製品説明
造粒機は、直径2〜3メートルのパン型円盤を変速回転させる
ことによって原料などの水分を調節し、粒状化する装置です。
特徴
1.回転数や水の噴霧量によって、粒の大きさを変えることが
できる。
2.粒状を確認しやすいシンプル構造。
3.円盤の角度を自由に変えられるため、いろいろな設置条件
にも対応できるなどの特長がある。

紙製品
木製品

納入実績
▪JA（各県）13社、㈱宇部興産（丸紅㈱経由）、岡山県南部
水道事業団
▪高知県四万十市役所、山形県山形市役所、ヤンマー農機、
井関農機、クボタ農機
▪九州地方 71社、四国地方 56社、中国地方 51社、近畿地
方 18社、東海地方 4社、北陸地方 4社、信越地方 6社、
関東地方 3社、東北地方 16社

その他製品

その他の情報
サイズ／φ2000、2500、3000㎜（パン型円盤）
造粒機
材 質／一般構造用鋼材
電動機／φ2000（3.7kw）、2500（5.5kw）、3000（11kw）
ユーティリティー／動力噴霧装置（タンク付）
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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高効率かつコンパクトな木質ペレット燃料焚き暖房機

木質ペレットヒーティングシステム
株式会社 相愛

産業機械

電 話.088-846-6700

FAX.088-846-6711

◎ホームページ http://www.soai-net.co.jp/

木燃
〒780-0002 高知県高知市重倉266-2

◎代表メールアドレス head-oﬃce@soai-net.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
木質ペレットヒーティングシステム木燃は、木質ペレット
を燃料とする暖房・加温機です。施設園芸ハウスを中心に
全国で約200台の導入実績を誇る本製品は、お客様の燃
料費削減ニーズに応えるとともに、エネルギーの地産地
消・地域循環型社会を実現するツールとしてご利用いただ
いております。
◎シンプルな設計構造であるためメンテナンスが容易で
す。高さ及び設置面積は業界最小クラスです。
◎最大熱出力は12.8万kcal/h（約150kW）。四段変温
サーモに加えて外気温と連動して出力を自動調整できる
ため効率的な運転が可能です。
◎3インチタッチパネルで設定の変更や運転履歴の確認が
簡単です。

水産機械

納入実績
・高知県内／１52台（芸西村、四万十町、土佐市、安芸市、南国市ほか）
・県外／45台（熊本県、宮崎県、岡山県、静岡県、北海道ほか）

紙加工機械

その他の情報
第８回エコプロダクツ大賞 推進協議会特別賞
高知県地場産業大賞 地場産業賞、高知県エコ産業大賞

大賞

・廃油・廃液 トータルソリューション。
・工場から排出する廃油を再利用して、各種熱源に使用する。
・資源循環、ゼロエミッション。
土木機械

太陽 エコシステム／ＴＡＩＹＯ ＥＣＯ ＳＹＳＴＥＭ
株式会社 太陽

電 話.０８８-８４６-1230（代） FAX.０８８-８４６-6461

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http：//www.k-taiyo.co.jp/

〒781-5101 高知県高知市布師田３９５０

◎代表メールアドレス seihin@k-taiyo.co.jp

防災製品
紙製品

製品説明
太陽エコシステム製品は、省エ
ネ・CO2 排出削減や資源循環型
社会に貢献いたします。
工場の製造過程から発生する廃
油・廃液、煙・臭気を効率よく
回収又は削減し、利用可能なエ
ネルギーとして、熱回収や燃料
コスト削減可能なシステムをご
提案いたします。

木製品
その他製品

納入実績
・味の素冷凍食品㈱（岐阜県）、学校給食センター（福岡県）他
・田中熱工㈱（大阪府）、日本ハードメタル㈱（佐賀県）、愛知
製鋼㈱（愛知県）他
その他の情報
施設や設備のカスタマイズを基本にご提案いたします。
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ボンベをホースでつなげば、廃フロンが製品になります。

フロン再生装置（簡易蒸留方式）
大旺新洋 株式会社

土木事業本部環境事業部

FAX.088-842-0255

◎ホームページ http://gasu-syori.com/

〒781-0270 高知県高知市長浜5033-21

産業機械

電 話.088-842-0205

◎代表メールアドレス mae.naoki@daioh.co.jp

食品機械

製品説明
１）シーケンス制御による高精度の簡易蒸留方式に
より、小型パッケージ化を実現。
２）運転中の外気温度変化には左右されず、連続し
て浄化・回収ができる。
３）回収フロンをJIS基準まで浄化し、再生フロンと
して販売可能。

農業機械

納入実績
3台

林業機械

その他の情報
フロン再生業許可（経済産業省・環境省）
長浜工場27S0007・大平工場27S0004

水産機械
紙加工機械

フロンガス他、環境に悪影響を及ぼすガスを分解、無害化します！
大旺新洋 株式会社
電 話.088-842-0205

土木機械

フロン及び地球温暖化ガス分解装置
土木事業本部環境事業部

FAX.088-842-0255

〒781-0270 高知県高知市長浜5033-21

◎代表メールアドレス mae.naoki@daioh.co.jp
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その他製品
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木製品

その他の情報
処理能力その他、お客様のご要望により製作す
ることが可能です。

紙製品

納入実績
フロン分解装置としては日本国内の26施設の
フロン 破 壊 業 者 で 稼 動して います 。海 外 へは
3ヶ所（中国2ヶ所、タイ1カ所）の導入実績があ
ります。

防災製品

製品説明
過熱蒸気反応法（ガスと過熱蒸気と空気を高温
の反応器へ吹き込み分解させる方法）により、フ
ロンガス他、各種地球温暖化ガスを無害化する
装置です。
・シンプルな構造でメンテナンスも容易です
・優れた分解能力（フロンガスで99.9％以上）
です
・省スペース（設置場所を選びません）
・作業性も良く安全です

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://gasu-syori.com/

機械・金属

フラットダイ方式により、コンパクトで高性能な機能を実現

木質ペレット製造機

ペレタイザー

株式会社 土佐テック
産業機械

電 話.088-804-7500

FAX.088-804-7501

◎ホームページ http://www.tosatech.com/

〒783-0087 高知県南国市三和琴平3丁目1065-69

◎代表メールアドレス request@tosatech.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
精 密 部 品 加 工メーカーとして長 年 培ってきたノウハウを活か
し、高い信頼性と耐久性を持った躯体と構造を確保しました。ま
た経済性にも重点を置き、人員1名による管理・運営ができ、消
耗品交換などメンテナンスも簡便です。交換部品は短期納入が
可能なため、稼動効率の低下を最小限に抑えます。木質に限ら
ず、竹・わら・コーヒーチャフ・製紙パルプ・ＰＫＳ・ＲＰＦ等、従来ペ
レット化が困難だったものもペレットにできます。

納入実績
大手製紙会社・森林組合・製材会社・飲料メーカー等
その他の情報
第２１回高知県地場産業大賞受賞
第7回エコプロダクツ大賞受賞

グリーストラップ内のオゾンによる油脂分解（殺菌・脱臭）システム
土木機械

エコゾン
株式会社 トサトーヨー
電 話.088-845-2111

FAX.088-845-2201

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tosatoyo.co.jp/

〒７８１-８１３５ 高知県高知市一宮南町１丁目１１-５０

◎代表メールアドレス tosatoyo@axel.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品

製品説明
オゾンと酸 素 原 子の有 機 物を分 解 する働きを利 用し、グリースト
ラップ内の排水中にエアレーションをすることで有機物（油脂分）を
酸化分解処理します。浮遊物を減少させるとともに、高い脱臭効果
が得られます。
飲食店や給食センターなどのグリーストラップから排水される汚水
の悪臭とベタベタの油汚れをなくし、殺菌効果が得られる画期的な
油脂分解システムです。しかも環境に配慮した安心設計。現在、コ
ンビニ用シンク内蔵型の『エコトラップ』
（エコゾンで殺菌・脱臭を行
う小型グリーストラップ）を開発中。

木製品

納入実績
▪高知県内給食センター（吾北、安田、津野山、葉山ほか）
▪徳島市立小学校（43校）、各種飲食店・ホテル・病院・スーパー
（マルナカ）など多数

その他製品

その他の情報
独立行政法人 国立高等専門学校・高知工業高等専門学校 環境都市
デザイン工業科
准教授 山崎慎一氏指導のもとシステム特許取得の研究中。
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機械・金属

「地産地消」からできた撹拌機

良い作物は良い肥料から！

堆肥撹拌機

有限会社 山下工業

FAX.088-847-5545

〒７８１-０１１２ 高知県高知市仁井田4475

産業機械

電 話.088-847-4484

◎代表メールアドレス yamakou@mb.inforyoma.or.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
良質な肥料を作るには、撹拌は大切な工程です。
当社の「堆肥撹拌機」は、自動運転や速度変換など様々な機能を
備え、高評価を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
納入実績
高知市とさやま土づくりセンター

紙加工機械

可燃性長尺物を切断し、焼却炉の燃焼効率をUP
株式会社 ユイ工業

電 話.088-845-1017

FAX.088-846-2012

土木機械

可燃性粗大ゴミ切断機
〒781-8135 高知県高知市一宮南町1丁目8-37

その他製品
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木製品

その他の情報
処理物のサイズや処理能力に応じて、
送りケースの幅／1〜1.5m
深さ／0.6〜1m
長さ／1.5〜3mの組合せで対応可能です。

紙製品

納入実績
約120台（主に全国の自治体）

防災製品

製品説明
木材・木製机、タンス、ふとん、じゅうたん、畳などの長尺物を
切断する、焼却炉投入前段階用の機械です。
押え機 構により材 料を押さえますので確 実に切 断します。
ウィング機構又はケースカバー機構（どちらもオプション）に
より、切断時の材料の跳ね上がりを抑止します。
オプションの縦刃を追加することにより、切断物の幅を小さ
くすることも可能です。送り方式は電動ラック＆ピニオンで
確実に送り、据付スペースも少なくできます。
切断長は100〜400㎜範囲で簡単・任意に調整できます。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kochi-seizou.jp/introduction/?type=T&mid=3&lang=jp/
◎代表メールアドレス info@yui-kogyo.co.jp
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機械・金属

木質系バイオマス燃料に最適・シンプルな構造に秘められた可能性

ローラー式脱水機
株式会社 ユイ工業

産業機械

電 話.088-845-1017

FAX.088-846-2012

〒781-8135 高知県高知市一宮南町1丁目8-37

◎ホームページ http://www.kochi-seizou.jp/introduction/?type=T&mid=3&lang=jp/
◎代表メールアドレス info@yui-kogyo.co.jp

食品機械

製品説明
廃棄処分または非常に安価で取引されている木材外皮、小
枝、間伐材の脱水効果を高めたローラー式脱水装置です。
木質系バイオマス燃料（木質パウダー）を製造する微粉砕ラ
インに組込可能な装置です。
安価でメンテナンスが容易にできます。
原料に対応してローラー形状を変更する事で多方面に利用
可能です。

農業機械
林業機械

その他の情報
熱不要の為、化石燃料を使用しないのでランニングコストが
抑えられます。
水分率を15〜35％DOWN！
！

水産機械
紙加工機械

災害時、安否確認一斉メール1、2、3で即送信
土木機械

Genki Dayo System 安否確認ソリューション
IT PRODUCT

電 話.088-856-6840

FAX.088-856-6841

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.it-product.jp/

〒780-8002 高知県高知市役知町25番1号

◎代表メールアドレス info@it-product.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
地震や津波などの災害時に登録者へ一斉にメール配信し、安否
確認を取るためのシステムです。メール配信と同時に集計開始
し、極めて簡単な操作ですみやかに安否の確認がとれます。
この即時集計機能を普段の連絡網やイントラシステムとして活
用することもでき、緊急時のスムーズな運用につなげられます。
定型文作成や団体組織の構成に応じた詳細なアクセス制御が
可能です。
インターネット上のサービスなので、携帯、スマートフォン、ノー
トPCなどモバイルネット環境があれば、いつでもどこでも、停電
時でも操作が可能です。
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納入実績
地方自治体…８個所（黒潮町、大月町、南国市、室戸市、
安田町、田野町、香美市、津野町等）
小中学校、幼稚・保育園…15個所
病院関係…５個所（高知市医師会、高知病院等）
地元企業…とさでん交通㈱
その他の情報
これまでに、導入団体様から寄せられた様々なご要望に
応じ、無料で改善や機能追加を行っています。導入後も
追加コストなくグレードアップしていくサービスです。

逆浸透膜浄水装置「自走式シーアクア」
「自走式シーアクアディーゼル」

金属・機械

水源まで移動できる浄水装置
アクアデザインシステム 株式会社

FAX.084-927-9998

◎ホームページ http://www.aqua-d-system.jp/

〒781-8104 高知県高知市高須2-6-56-203

産業機械

電 話.084-927-9997

◎代表メールアドレス info@aqua-d-system.com

食品機械
農業機械

自走式シーアクア

自走式シーアクアディーゼル

納入実績

自治体（高知県、高知市、須崎市、四万十町、芸西村、田野町、黒潮町、梼原町、
室戸市、愛知県田原市）、国立大学法人高知大学、ミタニ建設工業株式会社、
アサヒカルピスビバレッジ株式会社、株式会社IHIシバウラ、ハイチ共和国、
カンボジア王国、フィリピン共和国 ほか

水産機械

その他の情報

紙加工機械

自走式シーアクアディーゼル
自走式シーアクア
サ イ ズ／ W1,880×H1,160×D650mm サ イ ズ／ W1,900×H1,470×D740mm
造水能力／最大900ℓ/時（淡水）
造水能力／最大720ℓ/時（淡水）
最大540ℓ/時（海水）
最大360ℓ/時（海水）
高知県防災関連登録製品
高知県防災関連登録製品

林業機械

製品説明
▪海水・汽水・淡水から水道法に適した飲料水
の確保が可能。
▪自走 式シーアクアは、ガソリンエンジンま
たは 三 相 2 0 0 V 、L Pガスから、1日最 大
8,640人分の飲料水を確保できます。
▪自走式シーアクアディーゼルは、ディーゼ
ルエンジン（ 軽 油・灯 油 ）で稼 動し、1日最
大10,800人分の飲料水を確保できます。
▪ 両タイプともキャタピラ付の自走 式の為 、
水源を選ばずに浄水することが可能です。

河川・ため池・井戸などから安心で安全な飲料水を確保可能

逆浸透膜浄水装置「ピュアアクアエコ」
「アクアウェル」

土木機械

緊急対応型

アクアデザインシステム 株式会社
電 話.084-927-9997

FAX.084-927-9998

〒781-8104 高知県高知市高須2-6-56-203

◎代表メールアドレス info@aqua-d-system.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.aqua-d-system.jp/

防災製品
その他製品
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木製品
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紙製品

ピュアアクアエコ
アクアウェル
製品説明
▪ピュアアクアエコ
河川・ため池などの水を400W/ｈの省電力
納入実績
で 安 全 な 飲 料 水 に で き る 。動 力 源 は
自治体（高知県、高知市、須崎市、四万十町、芸西村、田野町、黒潮町、梼原町、
AC100Vに加えて手動手回しポンプにより
室戸市、愛知県田原市）、国立大学法人高知大学、ミタニ建設工業株式会社、
無電力でも浄水可能で、1日最大6,480ℓ
アサヒカルピスビバレッジ株式会社、株式会社IHIシバウラ、ハイチ共和国、
の飲料水を確保できる。ソーラーパネルや
カンボジア王国、フィリピン共和国 ほか
風車などの自然エネルギー対応型。
▪アクアウェル
その他の情報
井戸ポンプを直結可能な浄水装置。切り替
アクアウェル
ピュアアクアエコ
えコックにより逆浸透膜と中空糸膜の切り サ イ ズ／ W910×H1100×D590mm サ イ ズ／ W300×H720×D500mm
替えが可能。完全無電力による浄水で、1日 造水能力／最大270ℓ/時
造水能力／最大300ℓ/時
最大7,200ℓの飲料水を確保できる。
高知県防災関連登録製品

金属・機械

ミネラルバランスが良い！ ６年保持可能な軟水の長期保存水です。

室戸の海洋深層水

マリンゴールド

6ＹＥＡＲＳ ２Ｌ・500ｍｌ

株式会社 浅川自然食品工業
産業機械

電 話.0887-23-3377

FAX.0887-22-4615

◎ホームページ http://www.marine-gold.co.jp/

〒781-7101 高知県室戸市室戸岬町３５０７番地22

◎代表メールアドレス marin-go@wonder.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
高 知 県 の 地 域 資 源 である海 洋 深 層 水を、世 界 で 初 めてミネラル
ウォーターとして開発した６年保存タイプの製品です。
製法と飲料水特許を保有し、ウォーター専用工場にて製造された、
体に優しい軟水（硬度15ｍｇ/ℓ）で、ミネラルバランスの良さが特長
となっています。

納入実績
県、県内市町村・病院・県外自治体
その他の情報
製造方法特許：第３５５７１２５号
飲 料 水 特 許：第3634237号
高 知 防 産：13号

津波から人に頼らず命を守れ！
土木機械

水門ゲートＡＳシステム
株式会社 朝日技研

電 話.0887-82-0717

FAX.0887-82-0755

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://asahigiken.in/

〒781-3401 高知県土佐郡土佐町土居1075番

◎代表メールアドレス asahigiken@shirt.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
河川、海岸の堤防に設置する陸閘ゲートを津波の可能性のある地震を
感知しウエイトの重力を利用して無電源、無人力でゲートを自動閉鎖
する装置です。
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納入実績
香南市吉川漁港陸閘No.2ゲート

金属・機械

製造より５年間保存できるミレービスケット

保存用ミレービスケット200g
株式会社 アミノエース

FAX.088-854-3020

◎ホームページ www.aminoace.com/index.html

〒781-5103 高知県高知市大津乙1902-3

産業機械

電 話.088-866-3010

◎代表メールアドレス shop@aminoace.com

食品機械
農業機械
林業機械
紙加工機械

その他の情報
サイズ／102mmx102mmx122mm（幅×奥行×高さ）
内容量／200g
入 数／１２
高知県防災関連登録製品

水産機械

製品説明
通常のミレービスケットとは異なり油で揚げておらず、また塩もかけ
ておりません。
その為、固くなく、やさしい味になっており、幼児からお年寄りまで
食べて頂けるおいしい非常食です。
牛乳、卵、バターを使用しておりません。

納入実績
高知市立小中学校
高知市保育幼稚園課
香南市教育委員会

水だけで保存食品が温まる！
土木機械

生石灰発熱剤「ヒートライム」
有限会社 井上満吉商店
電 話.088-865-8446

FAX.088-865-2040

〒783-0084 高知県南国市稲生760

◎代表メールアドレス info@marukichi-lime.com
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木製品

その他の情報
２袋セット内容：
発熱剤２個・加熱袋（小）
２個・シール２枚 価格630円
４袋セット内容：
発熱剤４個・加熱袋（大・小）
２個ずつ・シール４枚 価格920円

紙製品

納入実績
高知県庁、高知市内の自主防災組織、堺市の自主防災組織、
埼玉、千葉、東京方面での実績あり

防災製品

製品説明
高知県産石灰１００％の発熱剤。
緊急時に電気、ガス等を使わず、水だけで缶詰等の保存食品
を温めることができます。水は、海水でも淡水でも利用可能。
発熱剤１袋につき約８０ccの水のみでOK。注水後、発熱開
始までの時間が約30秒、最高温度は約１００度になります。
発熱剤の主成分は生石灰なので、発熱時に発生するのは蒸
気のみ。使用後は、消石灰に変化するため、環境にやさしい
自然素材の発熱剤です。また、製造後５年間の長い使用有効
期限となっております。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://marukichi-lime.com/

金属・機械

『飾れる防災』グッズ。 通常はお部屋のインテリアに。

タスカルフラワー・タスカルグリーン
株式会社 岩や

産業機械

電 話.0889-26-3444

FAX.0889-26-3335

◎ホームページ http://iwaya-hp.com/

〒781-1312 高知県高岡郡越知町横畠南4137番地

◎代表メールアドレス iwaya@iwaya-hp.com

食品機械
農業機械
林業機械

タスカルフラワー H70cm

タスカルグリーン H168cm

タスカルグリーン H180cm

水産機械

製品説明
タスカルフラワー、タスカルグリーン共に、常に目に見える
場所に飾っておけるので、探さなくて良い。
簡易トイレ（組立式）も備えているので、
トイレに困らない。

紙加工機械

納入実績
インターネット販売 ワコール通販 等
越知町ふるさと納税返礼品

その他の情報
材 質／ポリエステル プラスチック FRP
サイズ／H.70 φ40（タスカルフラワー）
／H.180 φ60（タスカルグリーン）
平成19年度県地場産業奨励賞受賞

鉄

木材

形を問わず包め、人も背負える、いざという時頼りになる優れもの！
土木機械

避難時用風呂敷「土佐の大風呂敷」
インタレスト・プロダクション
電 話.088-856-8639

FAX.088-856-8680

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://interest-pro.main.jp/

斜め掛け

〒781-0112 高知県高知市仁井田4322

◎代表メールアドレス interest.tani@gmail.com

背負い

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
通常は、手提げバックやテーブル・ソファーカバーなどに使用し
身近に置きます。いざという時は身の回りの物を包んで避難で
きます。
避難時、２枚使用すると大人も背負えます。火事の場合は、濡ら
して頭からかぶると火の粉よけになります。避難した場所では、
羽織ったり、寝る時には上に掛けたり、周囲からの目隠しに利用
したりと、大きな風呂敷なので何でも使いやすく重宝します。
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納入実績
主に個人販売
高知県庁・防災団体・民間会社（京都・愛知・徳島など）

金属・機械

軽くて持ちやすく、すぐに使えるお洒落な防災セット

携帯防災セット「くるめる７点セット」
インタレスト・プロダクション

FAX.088-856-8680

◎ホームページ http://interest-pro.main.jp/

〒781-0112 高知県高知市仁井田4322

産業機械

電 話.088-856-8639

◎代表メールアドレス interest.tani@gmail.com

食品機械
農業機械
林業機械

納入実績
主に個人販売
民間会社

紙加工機械

その他の情報
くるめるレディースセット（ナプキン・ショーツ
など女性だから困るモノをセット）した防災携
帯商品を開発しました。

水産機械

製品説明
「防災セットを日常的にお洒落に持ちたい」女性防災士が考えたシス
テム手帳サイズの携帯防災セット。外側は、土佐の揉み紙加工不織布
を使用しているため210ｇと軽量。通勤通学のカバンや学校・会社また
は車への常備をお勧めします。
不織布マスク・LEDリトルライト・ホイッスル・傷テープ・消毒ウェットタオ
ル・男女兼用尿とりパッド・レスキューシートこれら７つの防災用品入り。
内容物をお客様の要望にあわせ変更することもできます。

いずれ来る巨大地震に備え、安全で素敵なキッチンライフ提案
土木機械

安心安全の耐震ボードコレクション
株式会社 エスエークラフト
電 話.0887-59-4521

FAX.0887-59-4520

〒781-4205 高知県香美市香北町吉野122-2

◎代表メールアドレス info@sa-craft.co.jp
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その他製品

サ イ ズ : 単品は40㎝〜140㎝の20㎝刻み 超えるサイズは組合せ
材
質 : バイグロスシート プリント合板 ＭＤＦ
カ ラ ー : ホワイト他、メラミンオーダーも対応
受 賞 歴 : 高知県地場産業大賞奨励賞
高知県防災関連製品認定制度認定製品
高知県新事業分野開拓者認定制度認定製品
特許取得 : 特許第5999470号 平成28年９月９日 引き戸耐震部品
特許第6202429号 平成29年９月8日 開き戸耐震部品

木製品

その他の情報

紙製品

納入実績
高知県潮江中学校・高知県療育福祉センター・フタガミ住宅部・
アクタスショップカーナ・宮地電機ラヴィータ・穴吹興産グループ

防災製品

製品説明
■ 開かない！
常に扉・引き戸を開かないロック状態に保ちます。使用時は、解
除動作を意識せず開けることができ、閉じる時は少し力を加える
だけで自動で静かに閉まり、勝手にロック状態に戻ります。
■ 倒れない！
大きな揺れによる転倒を防止する突っ張り式耐震金具を付属。
さらに特注対応で、壁固定も可能です。
■ 飛び出さない！
飛散防止フィルム貼りガラスを使用、万が一ガラスが割れても、
ガラスや食器類の飛散・散乱を最小限に抑えます。キャビネット
の稼働棚には棚板ロック機能を搭載。取外しも簡単でありながら
しっかりと固定します。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.sa-craft.co.jp/

金属・機械

マイクロスコープを利用した、かんたんかつ効率的なひび割れ調査

かんたんひび割れ調査システムオートくん
大斗 有限会社

産業機械

電 話.088-860-3033

FAX.088-860-3053

◎ホームページ http://www.ootokun.com/

〒781-5108 高知県高知市潮見台1丁目2606

◎代表メールアドレス ooto@mocha.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
コンクリート構造物などに発生しているクラックをマイクロスコープ
とタブレットを用いて効率的に撮影し、クラック幅を正確に測定でき
るシステムです。暗がりでもマイクロスコープのLEDライトにより測
定が可能です。
また、クラック幅の測定値と写真を関連づけることにより、調査報告
書と写真帳が簡単に出力でき、作業効率の向上が図れます。追跡
調査も可能です。タブレットを活用した創意工夫としても発注者へ
ご提案頂けます。
もう、クラックスケールは必要ありません。

納入実績
株式会社レックス・安田町役場
その他の情報
NETIS登録No. SK-160008-A

斜面の変状を面的にとらえる
土木機械

「ばらまき型傾斜計」 NetBC‑30L（ロガー）/NetBC‑30S（センサ）
株式会社 オサシ・テクノス
電 話.088-850-0535

FAX.088-850-0530

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.osasi.co.jp/

〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3

◎代表メールアドレス info@osasi.co.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
従来の「点」での計測から「面」での変状把握を実現する多点傾斜計です。
動態観測、構造物等の維持管理、施工安全管理に、容易に監視システムを
構築。さらなる監視体制強化に活躍します。

その他製品

●1台のロガーに最大20台のセンサを接続可能。センサが安価なので多点に設
置することができ、面的な監視が難しかった斜面や法面の監視に最適です。
●2方向の変位を合成し、合成傾斜角として警報判定をするため、正確な動き
を逃さず把握できます。
●センサとロガー間は無線通信なので、配線不要で工事の邪魔になりません。
また、無線通信断絶リスクを軽減するため、迂回路を自動探索するメッシュ型
無線ネットワーク機能で確実な通信を行います。
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納入実績
千葉県・新潟県・長野県・京都府・奈良県・
三 重 県・広 島 県・熊 本 県 内 の 各 自 治 体・
建 設 会 社・建 設コンサルタント及 び 東 京
大学
その他の情報
NETIS登録番号：SK‑160012
OSNET対応製品
高知県防災関連製品認定制度認定製品
高知県モデル発注制度H27年度認定製品

インターネット水位計・雨量計

金属・機械

ゲリラ豪雨・河川の氾濫・土砂災害など防災監視に貢献します

ITC‑01 / ITC‑02 / ITC‑21

株式会社 オサシ・テクノス

FAX.088-850-0530

◎ホームページ http://www.osasi.co.jp/

〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3

産業機械

電 話.088-850-0535

◎代表メールアドレス info@osasi.co.jp

食品機械
農業機械
紙加工機械

●最短1秒からのリアルタイムな情報をお手持ちのスマホ等でいつでもどこ
でも確認できます。
●WEBサーバー内蔵なので、初期導入費用やランニングコストの削減がで
き、雨量はもちろん、河川やため池の水位、冠水など、地域防災における
観測ポイントの増設が少ない予算で実現できます。
●警報メールの配信機能、平時と警戒時のインターバル自動切替機能、5段
階の警報設定が可能など、警報機能も充実しています。

水産機械

納入実績
高知県・愛媛県・千葉県・静岡県・長野県・
富山県・熊本県の各自治体
和歌山大学様・ウェザーニューズ様・
ランドアート様・アクティオ様他
※H28年6月末現在
その他の情報
特許取得済み（特許第5431540号）
高知県防災関連製品認定制度認定製品

林業機械

製品説明
ITCシリーズは、刻々と変化する水位や雨量の状況をリアルタイムで確認で
きる遠隔監視用データロガーです。ゲリラ豪雨などによる災害の兆候を把握
し、迅速な対応を行う事ができます。

簡易屋根トラスは目的、用途に合った空間を確保します
関西仮設 株式会社
電 話.088-852-6699

簡易屋根トラス

FAX.088-852-7337

〒781-1152 高知県土佐市用石６５５-７

◎代表メールアドレス kochi@kansai-kasetsu.com

高知県地場産業奨励賞受賞

（平成25年2月）

登録番号

KT-130039-A
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

高知県モデル発注対象製品認定（平成26年9月）
◎特許取得
発明の名称/仮設足場用屋根構造体と
それを用いた構造物の組立方法
特許登録番号/特許第5152768号
国土交通省/新技術情報提供システムNETIS（ネティス）、

木製品

その他の情報
高知県防災関連登録製品

紙製品

納入実績
《販売》
㈱カシハラ様（徳島県阿波市） ㈱ハウスプラン永田様（広島
県福山市） 日本セイフティー㈱様 JFEシビル㈱様
《レンタル》
㈱轟組様 四国開発㈱様 積和建設四国㈱様 ㈱岸之
上工務店様 高知青年会議所様 ㈲村越工業様 ㈲渡
壁組様 高知消防システム㈱様 ㈱不動テトラ様和建設
㈱様 田中石灰工業㈱様 日建リース工業㈱様 ㈱デポ
レント様

防災製品

製品説明
パイプをトラス構造に接合し屋根の骨組み
としました。それを地上で仮組みし足場材の
建枠を組立てた上に架設することで、安価
に強固な大空間を確保することができます。
シートや鉄 板で屋 根や側 面を覆うと日よけ
雨よけになり、建設現場、臨時作業所、災害
被 災 地 で の 一 時 施 設（ 救 援 物 資 の 仮 置き
場、ボランティアの待機場所）等多彩な用途
が考えられます。組 立て解 体が容 易なため
緊急の際には素早い対応ができます。従来
のテント張り等では確保できなかった用途に
合った大きさの空間が確保できます。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kansai-kasetsu.com/

Provisional Concourse

土木機械

全天候型仮設屋根

金属・機械

地震や津波に粘り強い

インプラント堤防
株式会社 技研製作所

産業機械

電 話.088-846-2933

FAX.088-846-2939

◎ホームページ https://www.giken.com/

〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1

◎代表メールアドレス somu@giken.com

食品機械
農業機械

高知海岸堤防改良工事

鋼矢板二重締切（左）、鋼管杭連続壁（右）

林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
インプラント堤防は、鋼矢板や鋼管杭など剛性の高い
部材を地中に連続して打ち込み構築する堤防です。
地震時に液状化が発生しても堤体の沈下を抑え堤防
高を保持し、その後津波が襲来した際も崩壊すること
なく機能を維持します。東日本大震災では多くの構造
物が壊滅的な被害を受けた一方で、地中に押し込まれ
地球と一体化したインプラント構造物は粘り強く耐え
とどまり、その強靭さが証明されています。各地で防
災需要が高まりをみせるなか、地震や津波に粘り強い
インプラント堤防は全国各地で採用が進んでいます。

仁ノ工区（高知県高知市）

大船渡永浜地区海岸防潮堤工事（岩手県大船渡市）

施工実績
高知海岸堤防改良工事（高知県土佐市〜南国市）
大船渡港永浜地区海岸防潮堤工事（岩手県大船渡市）
両石漁港海岸災害復旧工事（岩手県釜石市）ほか
その他の情報
・鋼矢板二重締切や鋼管杭連続壁など目的に応じた合理的
な構造形式
・既存の堤防機能を維持しつつ、短期間での補強が可能
・省スペースで施工でき、現況交通に影響を与えない
第29回高知県地場産業大賞受賞
高知県防災関連登録製品

いざという時には、消火用水・トイレ水などに使える防災用品です。
土木機械

防災王（≪災害時≫雨水貯留飲用水造水装置）
紀和工業 株式会社
電 話.088-832-2155

FAX.088-832-2157

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kiwa-k.jp/

〒780-8016 高知県高知市南ノ丸町12番地16

◎代表メールアドレス kiwa@muse.ocn.ne.jp

防災製品

製品説明
動力不要！高台の避難所・山中の家・避難タワーで、無動
力で生活用水の確保が出来ます。火災発生時、3分以内
の初期消火に手押しポンプ（オプション）も用意しまし
た。水源タンク・ろ過装置付き。無動力は当社だけ！オン
リーワン商品です。
一般の防災用品は、日頃は使えません。防災王は、日頃
からも生活水に使えるのでお財布にもやさしい防災用
品です。
メンテナンスがほとんどいらず、誰でも使える簡単操作
も大きな特徴です。
オールステンレスは、長寿命・衛生的です。
ろ過 処 理 水は、水 質 検 査で 水 道 法 の 基 準 値 以 下でし
た。
（当社試験結果）

紙製品
木製品

納入実績
徳島県教育委員会（富岡東高等学校・海部高等学校 他9校）
高知市立潮江中学校 高知県立城山高等学校
中土佐町津波避難タワー

その他製品

その他の情報
サイズ／400ℓタイプ（φ600×1,600H）
700ℓタイプ（φ600×2,500H）
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高性能・超小型ターゴ水車発電機「Cstream-1（シーストリームワン）」

金属・機械

環境に優しい！ＣＯ２排出ゼロ！独立型蓄電式小水力発電システム
合同会社 クールアイランド

FAX.0880-73-0126

◎ホームページ http://cool-island.com/

〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見1471-2

◎代表メールアドレス info@cool-island.com

農業機械
林業機械

納入実績
地方公共団体施設、福祉施設（避難所）、個人宅等

食品機械

製品説明
本製品は、水の力で、水車発電機を回転させ発電を行う
高性能・超小型ターゴ水車発電機です。特徴として、イン
ナーローターコアレス発電機と最大電力で蓄電池に充電
する電気制御部によりターゴ水車の回転エネルギーを効
率良く電気エネルギーに変換します。一般電気製品を使
う場合は、蓄電池よりDC/ACインバーターで交流100Ｖ
に変換して使用します。身近な水の流れを活用する国産
クリーンエネルギーであり災害時・停電時の予備電源とし
ても最適です。

産業機械

電 話.0880-73-0126

水産機械

その他の情報
高知県防災関連登録商品
仕様情報
出力電力：２００W（最大）
出力電圧：２４ＶＤＣ
落差範囲：２〜４０ｍ
流量範囲：０．
２５〜５．
５Ｌ/s
外径寸法(本体）
：240X240X258（高さ）
重量（本体）
：6.6ｋｇ
導水パイプ：φ40（ 1 1/2ｉ
ｎｃｈ）

紙加工機械

災害時だけではなく、毎日食べたい 非常食＝日常食
土木機械

食物アレルギー対応グルメ缶詰
株式会社 黒潮町缶詰製作所
電 話.0880-43-3776

FAX.0880-43-3780

〒789-1931 高知県幡多郡黒潮町入野4370番地2

◎代表メールアドレス info@kuroshiocan.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://kuroshiocan.co.jp/

防災製品

95g

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

75

その他製品

その他の情報
①トマトで煮込んだ３種のお豆 容量100g
②トマトで煮込んだカツオとキノコ 内容量 90g
③カツオの和だし生姜煮こごり風 内容量 95g
④お魚のパテ グリーンペッパージュレ 100g
⑤２種類のお肉のすき焼き 内容量 95g
⑥野菜のあまから煮シイラ入り 内容量 90g
⑦野菜とひじきのあまから煮 内容量 90g
⑧お魚のパテ 内容量 100g
⑨つぶつぶコーンと10種類の野菜スープ 内容量
⑩栗ぜんざい 内容量 95g

木製品

納入実績
平成28年度実績
県内外企業１１社 24,508缶
県内外自治体24市町村 80,270缶

紙製品

製品説明
災害時において、食事が心身にストレスを与えない「お
いしく」
「食べ慣れた」ものであることが求められるとい
う調査結果から、グルメ度の高い食品毎日食べたい 非
常食＝日常食 をコンセプトに作りました。また、多くの
人に食べていただけるように、災害時等に入手困難と
なる食物アレルギー（※）に配慮した商品としています。
※現在は特定原材料７品目（卵・乳・小麦・そば・落花生・
えび・かに）不使用です。

金属・機械

１．ご遺体の尊厳を守る ２．捜索者への心理的配慮・作業性向上 ３．ご遺族への心理的配慮

大規模災害時対応型ご遺体収容袋

哀悼

高知県消火栓標識 株式会社
産業機械

電 話.088-８６４-３１６１ FAX.088-８６４-５００７

◎ホームページ http://kochi-syokasen.com/

〒783-0022 高知県南国市小籠１０５９-３

◎代表メールアドレス kattou007＠outlook.jp

高知県防災関連登録製品
２８高知防産第４号

食品機械

○大規模災害対応型
●ご遺体収納袋
●多目的搬送用担架

哀悼 ～condolence～

１．ご遺体の尊厳を守る。
２．捜索者への心理的配慮・作業性向上。
３．ご遺族への心理的配慮。

農業機械

甚大な被害が発生した東日本大震災において、当時は全てが
想定外でありました。特に救助・捜索活動に携わった方々や、
亡くなられた方への配慮が欠けており、結果、当時現場で活動
された消防団員の５人に1人がＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）
発症の疑いがあると報告されています。

林業機械
水産機械

製品説明
甚大な被害が発生した東日本大震災において、当時は全てが想定外で
した。特に救助・捜索活動に携わった方々や亡くなられた方への配慮が
欠けており、結果として、当時現地で活動された消防団員の5人に1人
がPTSD（心的外傷後ストレス障害）発症の疑いがあると報告されてい
ます。
当製品を通じて、尊厳や心理的配慮の部分を改善出来ると確信してお
ります。
納入実績
自主防災組織 ２組織（高知県高知市）

紙加工機械

その他の情報
内袋 １０袋／箱・外袋 １袋

今までに無かった新発想！ 防災用品とIT技術の融合で災害時の強いミカタ！
土木機械

りょ〜るくん
高知消防システム 株式会社
電 話.088-860-5111

FAX.088-860-5115

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.wwb.jp/kss/

〒781-5105 高知県高知市介良甲985-5

◎代表メールアドレス kss@jeans.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
りょ〜るくんは蒸す・炒める・炊く・煮るどんな料理にも使える
炊き出し器です。
「薪・LPガス・灯油」燃料を選びません。また、キャスターが
付いているので持ち運びも楽ちん！設置面に焦げ跡が残ら
ない構造でどこでも使えます。
スマートフォンをりょ〜るくんに近づけると取扱説明の動画
が再生され災害時誰でも簡単に使用出来ます。

その他製品

納入実績
高知県内市町村役場・自主防災組織
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金属・機械

いつもは腰掛もしもはトイレ

８４腰掛防災トイレ
高知トップ教材

◎ホームページ http://www.top-kyozai.com/

〒781-5103 高知県高知市大津乙２０４-２

産業機械

電 話.０８８-８６６-８４６６ FAX.０８８-８６６-５１２４

◎代表メールアドレス top8466@me.pikara.ne.jp

食品機械
農業機械
水産機械

納入実績
県内中学校、ホームセンター、個人ユーザー

林業機械

製品説明
いつもは腰掛、万能台として使用しながらもしもの時には中フタを
取り外し洋式トイレとして使用できます。市販の凝固剤入り便袋
や４５Lの家庭用ゴミ袋も使用可能です。

紙加工機械

コンパクトに収納ヒノキの防災トイレ
土木機械

８４防災トイレ折りたたみ式
高知トップ教材

電 話.０８８-８６６-８４６６ FAX.０８８-８６６-５１２４

〒781-5103 高知県高知市大津乙２０４-２

◎代表メールアドレス top8466@me.pikara.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.top-kyozai.com/

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
県内中学校
ホームセンター
個人ユーザー

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

その他製品

製品説明
脚収納時は厚み７２ミリとコンパクトに収納でき防災倉庫など
備蓄時にかさばりません。蝶ナット使用で道具なしで誰でも
簡単に組立可能
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金属・機械

河川環境の整備・災害復旧対策工事に活用

水陸両用ガレキ浚渫収集艇
株式会社 高知丸高

産業機械

電 話.088-845-1510

FAX.088-846-2641

◎ホームページ http://www.ko-marutaka.co.jp/

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番2号

◎代表メールアドレス marutaka@ceres.ocn.ne.jp

食品機械

製品説明
狭小な都市河川や大型重機の進入できない人家が密
集している河川やダム湖でのチリ流木などの収集回収
作業艇。また災害発生時のガレキ撤去にも対応できる。
大きい浮力構造とスパッドの取付により、軟弱地、湿地
帯と水面上での安定作業が可能である。
・輸送は大型トラック2台で運搬できる。
・組立解体が容易、短時間1時間。
・水上作業：作業時、スパッドで台船を固定、安定作業。
・水上走行：両側の水車推進装置を回転させて走行。
・陸上走行：フロート下部キャタピラー走行。

農業機械
林業機械

納入実績
カンボジア1台

水産機械

その他の情報
本体型式：KOBELCO SK50P
標準バケット容量（山積）
：0.14㎥
旋回速度（min-1［rpm］）
：8.8[8.8]
フロート3分割組立式：5000ｍ×1540ｍ
5000ｍ×1300ｍ
スパッド自動式：口200×200×6
総重量（ｔ）
：13.4

紙加工機械

災害復興に迅速な仮設橋

2隻
1隻

上部工架設１日完了

土木機械

長尺橋梁
株式会社 高知丸高
電 話.088-845-1510

FAX.088-846-2641

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.ko-marutaka.co.jp/

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番2号

◎代表メールアドレス marutaka@ceres.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
・急速展開架設工法、最大重機150ｔ通行可能とする。
・橋梁上部梁をピンジョイント構造とし、架設撤去の急速性を図り、橋の架設
スピードを最優先とする。
・再利用ピン構造とし、コスト削減を図る。橋脚をなくすることにより、安全性・
環境面が優れる。
・工期・工事費用を削減する。
・橋脚は中梁を変えることにより、15ｍ、20ｍ、30ｍと調整できる。
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納入実績
仮設橋
その他の情報
愛媛大学との共同開発製品
安全基準：道路橋示方書
設計活荷重：B活荷重
設計地震動：レベル2

金属・機械

商用電源不要！ 安全・安心・確実にゲート開閉

ガス圧式陸閘自動開閉装置
有限会社 坂本鉄工所

FAX.0887-52-4101

◎ホームページ http://www.sakatetu.server-shared.com/

〒783-0031 高知県香美市土佐山田町東本町４丁目４-17

産業機械

電 話.0887-53-4101

◎代表メールアドレス y-sakamoto@clear.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械

納入実績
・高知県高知土木事務所
・須崎市農林水産課

水産機械

その他の情報
NETIS登録番号／SK-140003-A
高知県防災関連登録製品
高知県モデル発注制度認定製品

紙加工機械

製品説明
・台風、津波、洪水等緊急時において、陸閘を圧縮気体を動力源に
して自動で開閉する装置です。
・ガス圧を利用するため、電気が不要（停電時の作動リスクが無
い、電気の無い場所でも設置できます。）
・携帯電話や無線など、遠隔操作機能も追加できます。
・電動モーターとの併用により、常時は電動、停電時のバックアッ
プとしてガス圧駆動とする事もできます。

常時は電動、停電時はガス圧駆動、確実にゲート開閉
土木機械

電動ガス圧ハイブリッド式陸閘（横引きゲート）自動開閉装置
有限会社 坂本鉄工所
電 話.0887-53-4101

FAX.0887-52-4101

〒783-0031 高知県香美市土佐山田町東本町４丁目４-17
◎代表メールアドレス y-sakamoto@clear.ocn.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.sakatetu.server-shared.com/

防災製品
紙製品

その他の情報
ＮＥＴＩＳ登録番号
ＳＫ−１４０００３−Ａ
特許出願中

木製品
その他製品

製品説明
通常は商用電源を使った電動駆動、停電時は自動でガス圧駆動に切替り確実にゲー
トの開閉を行います。
操作はどんな時でもボタンをワンプッシュするだけです。
ガス圧駆動を停電時のバックアップに特化させる事により、ガスボンベの交換サイ
クルを大幅に伸ばせます。
開閉頻度の多い陸閘に適しています。
モーター、駆動切替装置、動作切替装置はモジュール化しワンボックスに収めてい
ます。このため面倒な駆動機構部の設計が必要なく、施工も効率よく行えます。
また殆んどの機器はゲート内に収納されるため、機器類の設置スペースを別に設け
る必要がありません。

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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金属・機械

「トイレが無い」を即解決！

災害対策大容量トイレ設備
有限会社 四国浄管

産業機械

電 話.088-883-1011

2Ways大地くん

FAX.088-884-1324

◎ホームページ http://saigaitaisaku.net/

〒780-0084 高知県高知市南御座19-31

◎メールアドレス info@saigaitaisaku.net

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
いざという時のために地下に安心を！
災害に備え、組立式水洗トイレ最大１０基と災害時
必需品を地下槽内に備蓄。災害時は避難者自らが
トイレを設置でき、直ぐに使用可能。災害トイレ製品
としては断トツの処理量。
槽本体：FRP素材 長さ8ｍ・奥行2.3ｍ・高さ2.3ｍ
（仮設トイレ100基分相当）
※埋設工事が必要

納入実績
なし（試作機設置：高知市立城西中学校）

紙加工機械

その他の情報
もしもの災害時、初めて大地くんを目にした人でも、すぐに
使い方が分かるよう様々な工夫を凝らしました。
３０年後の
未来にも使える普遍性へのこだわりです。
＊ご希望に応じてカスタマイズいたします。
＊こんなところにオススメ
・学校・病院・避難所・災害救援拠点など

組立簡単・コスト削減・工期短縮・防災対応・実績多数
土木機械

法勾配・控長自在耐震性組立式大型ブロック「ガーディアンⅡ」
四万十コンクリート 株式会社
電 話.0880-22-8577

FAX.0880-22-8570

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.shimanto-c.co.jp/

〒786-0031 高知県高岡郡四万十町床鍋812-2

◎代表メールアドレス shimanto-con@shimanto.tv

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
「ガーディアンⅡ」は主に路側擁壁工事、河川護岸工事等に使用さ
れる大型コンクリートブロックで、前面と後面のコンクリート板を鉄
骨でつなぐ事により控長を500㎜以上で自由に選択でき、法面勾
配も金具の取替えだけで底部が水平のまま直壁から1割まで変更
が可能。従来品と比較して重量も約半分と軽量であり、等厚式、重
力式、もたれ式擁壁等、どの様な積み方にも対応している組立式の
ブロックです。
80

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

納入実績
高知県内各土木事務所発注工事47件
合計10000㎡
その他の情報
寸 法 / 幅 1 , 6 6 5 ㎜×高さ1 , 1 1 8 ㎜ 、重 量 / 控え
1000の場合、1,040㎏/個。胴込コンクリート量
/0.466㎥/個（価格および単価/㎡はお問い合せ
下さい）前面ブロックは他に自然石石張りタイプも
あります。第31回「高知県地場産業大賞」受賞。

金属・機械

造船技術を生かした全溶接の耐震・耐圧構造

鋼製飲料水兼用耐震性貯水槽
新高知重工 株式会社

FAX.088-842-0630

◎ホームページ http://www.sks-kk.co.jp/

〒781-0270 高知県高知市長浜5033番地21

産業機械

電 話.088-842-1235

◎代表メールアドレス thamada@skj-kk.co.jp

食品機械
農業機械

納入実績
高知県四万十市(中村小学校内)1基

林業機械
水産機械

製品説明
この貯水槽は、地震災害時に緊急の飲料水及び消防水利を確保す
ることを目的とする為 、構 造は耐 震 、特に弾 力 性に優れた構 造に
なっております。尚、製品は一般財団法人 日本消防設備安全セン
ター認定取得品であり国庫補助事業に於いても対応可能です。内
面塗装は無溶剤型エポキシライニング材(ＪＷＷＡ適合品)でコー
ティング施工しており、60㎥で6,000人が3日間使用可能です。

紙加工機械

造船の豊富な実績と技術から生まれた鋼製の耐震性貯水槽・防火水槽
土木機械

二次製品防火水槽・耐震性貯水槽
新高知重工 株式会社
電 話.088-842-1235

FAX.088-842-0630

〒781-0270 高知県高知市長浜5033番地21

◎代表メールアドレス thamada@skj-kk.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.sks-kk.co.jp/

防災製品
紙製品

安芸市
愛媛県
長崎県

南国市
京都府
佐賀県

土佐市
大阪府

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

その他製品

納入実績
高知県 高知市
須崎市 香川県
広島県 福岡県
他多数実績

木製品

製品説明
この二次製品防火水槽・耐震性貯水槽は消防水利を確保すること
を目的とする為、構造は耐震、特に弾力性に優れた構造になってお
ります。尚、製品は一般財団法人 日本消防設備安全センター認定
取得品であり国庫補助事業に於いても対応可能です。OPEN工法
と井筒沈下工法とがあり、狭い場所でも100ｔ級の貯水槽が構築可
能です。
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金属・機械

より電力を確保する為に、風力と太陽光を電気にハイブリッド発電

災害時避難誘導灯（スカイＨＶ街路灯）
株式会社 スカイ電子

産業機械

電 話.0880-22-3993

FAX.0880-22-2332

◎ホームページ http://sky-denshi.co.jp/

〒786-0027 高知県高岡郡四万十町東大奈路1380-56

◎代表メールアドレス info＠sky-denshi.co.ｊｐ

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
災害時に系統電力が寸断されて、通常の街路灯が機能しなくなっても、本製品は
独立電源の避難誘導灯として無充電でも一週間のLED照明を点灯させる事が可能
です。
発電機の性能を最大限活かす事ができる制御と、ソーラーパネルが最大発電時に
88％以上も電力に変換する事ができる制御を併せ持った避難誘導灯（街路灯）で
す。
信頼性のある国産ソーラーパネルメーカーのパネルを採用し、7年以上の連続使用
実績のあるディープサイクルバッテリーを搭載した安心したシステムです。
オプション対応で、AC100Vと携帯電話などの充電用のUSB電源を搭載する事が
可能です。
地元企業にポール製作や塗装を依頼し、メイド・イン・高知として一緒の造り上
げた製品です。

水産機械

納入実績
クライガルデン四万十 5基
四万十町興津 3基
せとソーラーパワー太陽光発電所
土佐町14基

1基

その他の情報
高知県防災関連認定商品

紙加工機械

効率良く太陽光を電気に変換し蓄電した電気で一週間の灯りを
土木機械

スカイＰＶ避難誘導灯（ソーラータイプ）
株式会社 スカイ電子
電 話.0880-22-3993

FAX.0880-22-2332

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://sky-denshi.co.jp/

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
信頼性のある国産ソーラーパネルメーカー
を搭載し、そのソーラーパネルが最大発電
時に88％以上も電力に変換する事ができる
制御（自社製品）を開発しました。
無充電でも一週間の灯りを確保し、もし充
電が切れても一週間の内4日間充電（一日4
時間換算）できれば、一週間分の電力を充
電可能です。
また、配光角140°のLED照明を搭載して
おり、広範囲を明るく照らします。
バッテリーは、NASAでも使用している信
頼性の高い、ディープサイクルバッテリー
を採用、ポールなどは、地元企業に依頼し
メイド・イン・高知に相応しい避難誘導灯
です。

その他製品

納入実績
四万十町興津
大月町 7基

53基

宿毛市

その他の情報
高知県防災関連認定商品
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3基

〒786-0027 高知県高岡郡四万十町東大奈路1380-56

◎代表メールアドレス info＠sky-denshi.co.ｊｐ

RESCUE REQUEST

金属・機械

避難状況を上空に向けて知らせるシート

縫合タイプ

関 株式会社 洋紙・包材事業部

FAX.088−884-1446

◎ホームページ http://www.seki-co.jp/

〒780-0084 高知県高知市南御座6-19

産業機械

電 話.088−883-0145

◎代表メールアドレス youshi@seki-yh.jp

食品機械

製品説明
■災害時、ヘリコプターやドローン等による上空からの確認調査に対し、避難者数や
緊急を要する人数の状況を伝達する為のシートで、付属のマーカーで数字部分を
塗りつぶして使用します。また数字記入部分にはマジックテープがついており、人
数に変動があった場合は予備の数字記入シートを重ね貼りして使用できます。
■シートは軽くて破れにくく、燃えにくい不織布を使用。マーカーは70℃〜−15℃ま
での環境下で、またシートが水に濡れている場合でも使用できる油性のチョーク
を採用。
■内容：避難者用シート 1枚、緊急用シート 1枚、
数字記入シート（予備） 2枚、黒色マーカー 1本

農業機械

900㎜

水産機械

その他の情報
■高 知 県 防 災 関 連 認 定 製 品
■商 標 登 録 第 5 8 5 0 9 3 4 号
■特 許出 願 中
■意 匠 登 録申請 中

林業機械

納入実績
高知市、土佐市、芸西村、愛知県新城市、㈱四国銀行、
（公財）高知県総合保健協会、清和女子中高等学校、
トヨタ自動車北海道㈱等
約2440㎜

紙加工機械

命を守るための第一歩！ 揺れる前にお知らせします。
土木機械

高度利用者向け緊急地震速報提供サービス「K U R U Z E Y O」
（クルゼヨ）
株式会社 ソフテック

電 話.０８８-８８０-８８７７ FAX.０８８-８８０-８８６６

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1丁目4番

◎代表メールアドレス softec@softec-inc.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.softec-inc.co.jp/

防災製品
紙製品

納入実績
高知県内外：水門管理、小学校、
自動車整備工場、製造工場、百貨店、など

木製品
その他製品

製品説明
〜気象庁発表から1秒以内に高度利用者向け緊急地震速報を受信・報
知〜
＊気象庁発表の高度利用者向け緊急地震速報をいち早く受信し、強い
揺れの到着前に震度や到達時間を推定し、お知らせします。
＊津波情報も受信でき、迅速な避難への情報を提供します。
＊既設の放送設備や設備機器（エレベーター、水門、陸閘、機械設備
等）と自動連動も可能です。
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金属・機械

最先端の発光技術で消費エネルギー０の避難対策を！

超高輝度蓄光式誘導標識 「アルファ・シャインプレート」
株式会社 ダイセン

産業機械

電 話.088-846-5050

FAX.088-846-5051

◎ホームページ www.daisenkochi.com/

〒780-0003 高知県高知市七ツ渕824

◎代表メールアドレス ad@daisenkochi.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
高輝度蓄光標識（消防設備認定品）で国内トップシェアの
「アルファ・フラッシュ」シリーズの技術を応用した蓄光
製品です。新開発の耐水性に優れた蓄光顔料を使用し、
JIS屋外Ⅱ類・Ⅰ類規格に対応しています。
「アルファ・シャインプレート」は、アルミ板にアクリル
樹脂（PMMA)の加工を施した超高輝度蓄光標識で、屋外で
10年間使用後も屋外Ⅱ類の輝度を有し、南海トラフ地震の
避難路・避難場所の明示対策として、高知県黒潮町約500
箇所をはじめ全国自治体で使用されています。

納入実績
高知県黒潮町、宮城県気仙沼市、滋賀県彦根市、京都
府長岡京市、 愛媛県鬼北町、新潟県出雲崎町、新潟
県村上市、岩手県釜石市 など
その他の情報
JIS Z 9098・JIS Z 9097対応。
緊急防災・減災事業債対象製品。
自立式タイプ壁面取り付けタイプから選択できます。
デザイン自由設計できます。

リチウムイオン電池で10年保証、避難タワーへも導入できる照明です
土木機械

ソーラーLED避難誘導灯・照明システム
株式会社 ダイセン

電 話.088-846-5050

FAX.088-846-5051

バイオマス・環境機械

◎ホームページ www.daisenkochi.com/

〒780-0003 高知県高知市七ツ渕824

◎代表メールアドレス ad@daisenkochi.com

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
ソーラーLED避難誘導灯として多数導入しておりますが、
リチウムイオン電池タイプもラインナップ（10年保証）。
さらにオプションで震度5以上で作動するセンサーをつけ
ると地震注意のアナウンスが可能です。
避難タワーでは、上がり口・階段・屋上などを照らす照明
システムも好評で、非常時スマホやパソコンなどの充電が
可能なAC100Vインバータも設置可能です。その他監視カ
メラやサイネージ・Wiﬁなどオプションもご相談くださ
い。この分野のパイオニアとしてメンテナンスしやすいシ
ステムをご提供します。
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納入実績
高知県・宿毛市・四万十市・四万十町・津野町・越知
町・いの町・高知市・香南市・香美市・中土佐町・東
洋町・徳島県那賀町ほか
その他の情報
避難誘導灯の最大点灯時間14時間
照明システムの最大点灯時間16時間
高知県防災関連登録製品
ともに、カスタマイズできます。

金属・機械

水道整備のない場所でも快適な水洗トイレが、設置できます

可搬型循環式水洗トイレ（高知県産木材仕様）
株式会社 ダイドウ

FAX.088-872-2263

◎ホームページ http://www.recykurun.jp/

〒780-0032 高知県高知市加賀野井二丁目21-7

産業機械

電 話.088-872-8924

◎代表メールアドレス daido@titan.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械

納入実績
農業高等学校果樹園
矢井賀地区山間部
よさこい祭り仮設トイレ

水産機械

運搬状況

紙加工機械

製品説明
循環式水洗トイレ「リサイくるん」は、独自の循環処理技術の
組み合わせにより、
トイレで使用した水をきれいな洗浄水にして
何度も再利用する製品です。循環してくり返し再利用するため、
自然環境を汚染する排水もなく環境保護にも寄与できます。
山間部・河川敷・遊歩道・キャンプ場などのインフラ整備がない場
所でもすぐに、
トイレ整備ができます。

工事で発生する汚濁水の拡散防止に‼
土木機械

ブルーシーシルトフェンス
高階救命器具 株式会社 高知工場
電 話.0887-28-1173

FAX.0887-28-1881

〒781-7301 高知県東洋町野根丙2438

◎代表メールアドレス k̲matsumiya@tlpc.co.jp

紙製品

納入実績
各種建設現場、発電所等

防災製品

製品説明
水辺の汚濁問題の対応策として作業
性、経済性の両面から追求し、ユー
ザーや現場環境に合わせて製品化し
ました。汚濁水や浮遊ゴミ等から河
川や海の環境を守ります。またレン
タル品の取り扱いもございます。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tlpc.co.jp/

木製品
その他製品
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金属・機械

工具なし・テープいらず

誰でも簡単に短時間で組み立てることが出来る！

暖ダンルーム〜間仕切り・イス・テーブル・ベッド〜
株式会社 タケナカダンボール

産業機械

電 話.0887-55-4145

FAX.0887-55-4147

〒781-5310 高知県香南市赤岡町1951番地1

◎代表メールアドレス takenaka-akaoka@helen.ocn.ne.jp

食品機械
農業機械

製品説明
＜間仕切り＞
☆癒しの色づかい
うぐいす色のダンボールを使用し、桜と四葉のクローバーを印刷
することで心温かい癒し空間に！
☆プライバシーも守る
他人の視線を遮り、プライバシーを守ってくれる！
☆組み合わせ自由自在
家族の人数に合わせて、組み合わせを自由に変える事が出来る！

林業機械
水産機械

＜イス・テーブル・ベッド＞
☆使い方いろいろ
1個＝イスもしくはテーブル
3個＝長イスもしくは長テーブル
6個＝ベッドもしくは大テーブル
さらに、収納もできる！
☆こだわりの高さ
高齢の方の起床・就寝のし易さを考慮し、ベッドの高さを設定！
（高
さ：40㎝）
☆100kgの重さにも耐える強度
成人男性が横になれる広さ（長さ195㎝×幅90㎝）で、100㎏の
重さにも耐えられる強度！

紙加工機械

納入実績
高知県内各市町村、高知県内福祉施設

114 ㎝

103 ㎝

間仕切り
65 ㎝
45 ㎝

195 ㎝

40 ㎝

90 ㎝
40 ㎝

イス

ベッド（イス 6 個使用）

その他の情報
高知県防災関連登録製品
商標登録申請中
意匠登録申請中

（耐震）天井のクリアランス（隙間）をカバーする建築資材
土木機械

耐震天井廻り縁
チカミミルテック 株式会社

バイオマス・環境機械

電 話.（東京営業所）03-5418-4133 （高知本社）088-822-1181
FAX.（東京営業所）03-5418-4134 （高知本社）088-824-5729

（東京営業所）
〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-8第2テーワイビル6階（高知本社）
〒780-0842 高知県高知市追手筋1-6-3
◎ホームページ http://www.c-miltec.co.jp/ ◎代表メールアドレス sangyo@c-miltec.co.jp

壁際

天井間

教育機関

防災製品
納入実績
紙製品

可動

可動

可動

壁際

木製品
その他製品

製品説明
大規模空間に設置される吊り天井のクリアランス（壁側・天
井間）の納め方に関心が寄せられています。
耐震天井廻り縁は、２つの部材の組合せにより、地震の揺れ
による天井と壁、天井同士の変異の違いに追随して、互いの
衝突を防止するためのクリアランスをカバーする建材です。
平時には室内と天井裏の間仕切りに効果があります。
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天井間

▪高知県：銀行▪愛媛県：教育機関▪徳島県：教育機関
▪関東：教育機関・精密機器工場・物流倉庫・お菓子工場・食品工場
・研究棟・プール施設・図書館・博物館・病院・銀行・住宅
▪北海道：事務所▪東北：教育機関・精密機器工場・病院
▪北陸：事務所・銀行▪中部：教育機関・物流倉庫・市民会館・事務所
▪関西：教育機関・精密機器工場・市庁舎・商業施設
▪中国：教育機関・製紙工場▪九州：教育機関・食品工場・公民館他

その他の情報
・高知県防災関連製品認定制度認定製品
・2009 年 特許 第 4317485 号取得
・2011 年 東日本大震災による天井落下被害軽減の実績
（精密機器工場）
・2016 年「日経アーキテクチュア 日経ホームビルダー
建材設備大賞 特別賞」受賞

金属・機械

目地からの浸水を防ぐ耐震性弾性特殊ゴム

TSシール製品・工法
株式会社 TSシール工業

FAX.088-884-8211

◎ホームページ http://www.ts-seal.com/

〒780-0823 高知県高知市菜園場町6-5西本ビル3階

産業機械

電 話.088-884-4567

◎代表メールアドレス info@ts-seal.com

食品機械

TSシールを下水道管端面に充填

その他の情報
▪TSシール
自動混錬機タイプ
4,4㎏セット（主剤4㎏＋硬化剤0.4㎏）
13.2㎏セット（主剤12㎏＋硬化剤1.2㎏）

紙加工機械

▪TSシールテープ
T10mm×W15mm×L3.8ｍ／T13mm×W15mm×L3.8ｍ
T15mm×W20mm×L4.0ｍ
必要に応じて用途、接合部の形状、止水力に見合う形状寸法に形成
価格：別途ご相談（施工状況により異なる）
高知県防災産業交流会認定製品（24高知防産第27号）

水産機械

納入実績
全国の地方自治体の下水道推進工事、地下共同溝
工事、防潮堤補修工事に採用多数

防潮堤の目地に充填

林業機械

製品説明
伸縮性、耐久性、耐候性に優れた弾性特殊ゴム。
TSシールは、強力な粘着性及び半永久的な弾力
性を維持し、永年に亘って硬化しない性質を持ち
ます。また、耐震性に優れ、恒久的な止水を実
現、上下水道管や地下共同溝接合部、地中メタン
ガス防爆接合に対応する特殊工法で、石油、ガス
等のライフライン等にも採用されています。

農業機械

落差マンホール接合用TSシールテープの貼り付け作業

夜間の地震災害時、光る避難経路で安全に避難場所へ誘導します
有限会社 土佐通信
電 話.088-856-3199

FAX.088-856-3198

〒781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐3157

◎代表メールアドレス pala@boating.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.boating.co.jp/

土木機械

リードパイプ誘導灯PALA

防災製品

納入実績
土佐市：40ヶ所以上
香南市：５ヶ所
土佐清水市：２ヶ所
芸西村：２ヶ所
神奈川県：１ヶ所

紙製品
木製品

その他の情報
AC100V仕様（バックアップ電源付）、入口ライト付仕様、
広場ライト付仕様、ヘリポートラウンドライト仕様などの特
別仕様や仕様変更、ご相談ください。
高知県防災関連登録製品
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その他製品

製品説明
ソーラー街路灯PALAのシステムを応用したリー
ドパイプ誘導灯PALA。
避難道に設置された手すりやガードパイプに取り
付けて、避難経路を照らし避難場所まで誘導しま
す。１セットのリードパイプ誘導灯PALAでおよ
そ100ｍ灯りを提供できます。
夜間の地震･津波災害時に安全・安心に避難でき
るよう、ムラなく足元を照らします。地震災害に
強く、20日以上雨天が続き充電ができない場合
でも、地震を感知すると必ず点灯します。
蓄電池を長寿命化。10年以上蓄電池の交換等の
メンテナンスが不要です。

金属・機械

機械式

即断漏油防止装置付

震災対応型

重油貯蔵タンク

アソットタンク
株式会社 土佐レジン

産業機械

電 話.088-837-7525

FAX.088-837-7528

◎ホームページ http://www.tosarejin.com/

〒780-8017 高知県高知市南竹島町４5番地

◎代表メールアドレス tosa̲rejin@sea.plala.or.jp

食品機械

製品説明
大きな地震や津波によって、転倒や流出が起きた場合でも貯蔵
してある重油が外部に漏れ出ない構造を持ち、二次災害のリス
クを低減する、安全性に優れた「重油流出防止装置付貯蔵タン
ク」です。各自治体の消防法基準に適合しています。

農業機械

納入実績
高知県内の各ＪＡ
その他の情報
1900Ｌサイズ＝1350Φ×1524Ｈ/架台750Ｈ

重量360㎏

林業機械
水産機械
紙加工機械

パッと広げて防災ボート
土木機械

折りたたみ式防災ボート

ツーウエイ９

株式会社 土佐レジン
電 話.088-837-7525

FAX.088-837-7528

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tosarejin.com/

〒780-8017 高知県高知市南竹島町４5番地

◎代表メールアドレス tosa̲rejin@sea.plala.or.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
平常時は、ボストンバッグの様な形で、防災用品などを収納でき
る保管庫として、災害時には上部を１８０度開くとボートに大変
身。また船体が二つに分離で来るため、津波避難指定ビル屋上
にも運び込め保管が可能。子供からお年寄りまで気軽に扱える
避難・移動・救助用防災ボート。

その他製品
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納入実績
全国
その他の情報
展開時 長さ2.8ｍ 幅1.2ｍ 高さ0.4ｍ
折りたたみ時 長さ1.4ｍ 幅1.2ｍ 高さ0.8ｍ
重量39ｋ 船体ＦＲＰ製

金属・機械

地表面を削らず、地形にフレキシブルに対応可能な津波避難用階段

シェルターステップ
株式会社 西宮産業

FAX.088-856-5090

〒781-8134 高知県高知市一宮中町1-1-11

産業機械

電 話.088-856-5080

◎ホームページ http://www.nm-sg.com/

◎代表メールアドレス toda@nm-sg.com

林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
勾配 ／ 15°
〜45°
素材 ／ 再生プラスチック
第５回ものづくり日本大賞四国経済産業局長
賞受賞製品
高知県防災関連登録製品

農業機械

納入実績
高知県内外に５０箇所以上

食品機械

製品説明
地 山を切り崩 すことなく、設 置が容 易で 、長
期間利用可能。
強度十分な再生プラスチック製品なので、大
型 機 械を使わず、狭い箇 所やコンクリート階
段 の 設 置が困 難な場 所 でも、人 力 で 階 段 の
施工が可能。
養生期間不要で、耐候性にも優れている為、
設置直後から長期に渡って利用可能です。

構造物の形状に合わせて、見た目もきれいに剥落防止
株式会社 西宮産業
電 話.088-856-5080

土木機械

スマートメッシュ
FAX.088-856-5090

〒781-8134 高知県高知市一宮中町1-1-11

◎代表メールアドレス toda@nm-sg.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.nm-sg.com/

紙製品
木製品

納入実績
高知県内外に250,0００㎡以上

防災製品

製品説明
耐 久 性・難 燃 性・柔 軟 性に優れる高 強 度ビニ
ロンネットをアンカー固定するコンクリート剥
落防止対策ネット。
現場での曲げ加工が容易なスマートメッシュ
により構造物の形状に沿って固定可能。
メッシュシートはコンクリートに近いグレー色
であり、施 工 後の外 観もほとんどムラがあり
ません。

その他の情報
幅 ／ 2100ｍｍ・50ｍ
その他製品
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金属・機械

手軽に食べられる

おいしくて新しい非常食

保存用らすく
有限会社 菱田ベーカリー

産業機械

電 話.0880-62-0278

FAX.0880-63-0005

◎ホームページ http://www.hishidapan.co.jp/

〒788-0052 高知県宿毛市和田340-1

◎代表メールアドレス info@hishidapan.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
発酵食品ブームで人気の塩麹を高知県産の米粉と共にパン生地に
練りこみ、米粉のほんのりとした甘さと、サクサク感があるラスクに
仕上げ、さらにカルシウムも強化しました。災害時には、美味しい保
存食として、お子様からお年寄りまで安心して食べることができま
す。また、防災訓練などの折にレシピをつけて食べ方の提案もして
います。

納入実績
宿毛商銀信用組合、片島区、大島区、宿毛市、宿毛
小学校、三重県南伊勢町
その他の情報
箱サイズ／120×100×60
高知県防災関連登録製品

紙加工機械

毛布の備蓄スペースを従来の１／５まで削減！コンパクトな新型災害用毛布です！
土木機械

備蓄用

不織布毛布

株式会社 フロムハート
電 話.088-855-3500

FAX.088-826-2050

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.fromheart.net/

防災製品

製品説明
従来の災害用毛布に比べ、圧縮パック時の容
積率を１／５まで削減する事に成功しました。
不 織 布・断 熱フィルム・不 織 布 の３層 構 造に
なっている為、従来の災害用毛布より高い保
温性があります。日本防炎協会認定製品

紙製品

納入実績
全国市区町村
全国保育園〜大学
全国民間企業
全国病院施設
全国自主防災組織

約１４０カ所
約３０カ所
約200カ所
約30カ所
多数

木製品
その他製品

その他の情報
開封サイズ／W1400×H2000mm
圧縮パックサイズ／W195×H270×D35mm
10枚入段ボールサイズ／
W420×H315×D220mm
重量／約470ｇ
（１枚あたり）
高知県防災関連登録製品
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〒780-0056 高知県高知市北本町1-10-28

◎代表メールアドレス fromheart@shirt.ocn.ne.jp

金属・機械

着の身着のまま防災グッズを着て持ち運ぶための防災ベスト

ハコベスト
株式会社 マシュール

FAX.0880-65-8129

◎ホームページ http://www.hakovest.com/

納入実績
山梨県建設業協会様、富山県薬剤師会様、横浜市
金沢区薬剤師会様、和歌山ひかり幼稚園様 他
ピンク

農業機械

その他の情報
サイズ ： SS/S（子供用）M/L（大人用）
カラー ： イエロー/ピンク/グリーン/ネイビー
2012年グッドデザイン賞受賞
2014年キッズデザイン賞受賞

食品機械

製品説明
『 ハコベ スト』は 緊 急 避
難 時 に 着 の 身 着 のまま
防 災グッズを 持 ち 出 す
ための防災ベストです。
収 納 容 量 の大きいポ
ケ ット や ボト ル フ ォル
ダー 、反 射ワッペン、頭
を守る綿入りフードが備
わっています。着て逃げ
ることで重さを感じにく
く、移動時、体への負担
も軽減します。通常のハ
コベストの他 、防 炎タイ
プ・浮 力タイプ・メッシュ
タイプ など 商 品 ラ イン
ナップされています。

〒788-0012 高知県宿毛市高砂34-36

◎代表メールアドレス m-info@mashur.com

産業機械

電 話.0880-65-8127

グリーン

林業機械

イエロー

水産機械
紙加工機械

【安心】⇒震度５弱以上の地震や車両の追突等で作動します 【安全】⇒転倒しても油は漏らしません
株式会社 松田鉄工
電 話.0887-55-0256

土木機械

油漏れないタンクん2号
FAX.0887-55-1177

〒781-5332 高知県香南市香我美町徳王子3309-2

◎代表メールアドレス matsudatekko@ca.pikara.ne.jp

防災製品

製品説明
近年予想される南海トラフ巨大地震やそれに伴う津波が襲ってき
ても、重油をタンクから流出させない装置を開発しました。
地震やそれ以外の車両事故等で作動します。再度通電しても復旧
はしません。安全を確認後、手動にて開弁させるシステムを採用し
ました。
県内沿岸地域に密集している営農用ハウスに取り付けることで環
境被害を未然に防ぐだけではなく、火災等の2次災害にも貢献する
商品となっています。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://matsudatekko.com/

紙製品

納入実績
JA全農こうち

その他製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

木製品

その他の情報
1990ℓ営農用タンク対応
高知県防災関連登録製品
第28回高知県地場産業大賞奨励賞受賞
第12回新機械振興賞審査委員長特別賞受賞
特許出願中
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金属・機械

一家に一箱の常備品

簡易トイレ付トイレットペーパー

クリーンズファミリー
有限会社 丸英製紙

産業機械

電 話.088-893-0618

型番MHCF -101

FAX.088-893-0693

◎ホームページ http://maruhide-paper.com/

〒781-2136 高知県吾川郡いの町鹿敷523-2

◎代表メールアドレス maruhideseishi@carol.ocn.ne.jp

食品機械

製品説明
超長尺トイレットペーパー、凝固剤、ポリ袋を強化段ボール
へ同梱した製品で、外箱である強化段ボールが非常時に
簡易トイレとして利用できます。
トイレットペーパーは、1ロールに200ｍを巻いており、通
常製品の約4倍の長さがあることで、交換・購入頻度が低
減でき、省スペースでの保管が可能です。

農業機械
クリーンズファミリー

通常製品

林業機械

納入実績
宿毛市、土佐清水市、田野町、日高、須崎の役場へ納入
大阪の自主防災組織等

水産機械

その他の情報
製品寸法／高さ375mm×奥485mm×横270mm
製品総重量／約7kg
簡易トイレ組み立て時の圧縮強度323kgf
※高知県紙産業技術センター
高知県防災関連登録製品

紙加工機械

かさばる・保管場所スペースがない・衛生的に保管、備蓄したい
土木機械

10年保証備蓄用トイレットペーパー
有限会社 丸英製紙
電 話.088-893-0618

FAX.088-893-0693

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://maruhide-paper.com/

〒781-2136 高知県吾川郡いの町鹿敷523-2

◎代表メールアドレス maruhideseishi@carol.ocn.ne.jp

防災製品

製品説明
通 常のトイレットペーパーより長さが約 4 倍の2 0 0ｍ巻トイレット
ペーパーで経済的且つ保管スペースを削減でき、水害、湿気、カ
ビ、害虫から長期間トイレットペーパーを保護するため4ロールごと
真空パック包装しております。10年間の品質保証期間を設けてい
ます。
（品質保証発行可）

紙製品
木製品

その他の情報
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍の200
ｍ巻トイレットペーパーで経済的且つ保管スペース
を削減でき、水害、湿気、カビ、害虫から長期間トイ
レットペー パーを保 護 するため4ロールごと真 空
パック包装しております。10年間の品質保証期間
を設けています。
（品質保証発行可）

その他製品
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金属・機械

緊急時・災害時の備蓄用に便利な綿100％のウエットタオルです。

非常用保存ウエットタオル
株式会社 ｍｉｍｏｔｏ

FAX.088-848-0345

◎ホームページ http://www.package-mimoto.co.jp/

〒781-0270 高知県高知市長浜5984-2

◎代表メールアドレス mimoto@puala.net

林業機械

■タオルサイズ：約260×260㎜
■１ケース：100個入り
■パッケージ材質：アルミ

水産機械

その他の情報
■保存期間：6年
■袋サイズ：110×180㎜
■材質：タオル／綿100％
■生産国：日本
■高知県防災関連登録製品

農業機械

納入実績
長浜市役所[滋賀県] 16,500枚
神栖市役所[茨城県]
5,000枚
西伊豆町役場[静岡県] 1,000枚
習志野市役所[千葉県] 1,000枚

食品機械

製品説明
6年間の品質保証もある綿100％のウエットタオルは、災害時や
お風呂に入れない時などに、顔や体を拭いてお使い下さい。
ご使用後は、洗濯しタオルとして再利用いただけます。
種々の細菌に対する抗菌活性及び、種々のウイルスに対する抗
ウイルス活性を有するおしぼりを提供致します。手指衛生に配慮
したおしぼりを使用することで、水がなくても予防促進にもつな
がります。水溶液を要することにより、肌荒れなどの影響を防ぐ
ことが出来る、高い安全性も兼ね備えております。

産業機械

電 話.088-837-2323

紙加工機械

緊急時・災害時の備蓄用に便利な大判の綿100％のウエットタオルです。
株式会社 ｍｉｍｏｔｏ
電 話.088-837-2323

土木機械

非常用保存ウエットタオルBIG
FAX.088-848-0345

〒781-0270 高知県高知市長浜5984-2

◎代表メールアドレス mimoto@puala.net

木製品

■タオルサイズ：約350×840㎜
■１ケース：60個入り
■パッケージ材質：アルミ

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

その他製品

その他の情報
■保存期間：6年
■袋サイズ：170×250㎜
■材質：タオル／綿100％
■生産国：日本
■高知県防災関連登録製品

紙製品

納入実績
高知県立高知工業高等学校[高知県] 1,125枚
高知県立南高等学校[高知県] 1,125枚
神栖市役所[茨城県] 3,000枚

防災製品

製品説明
6年間の品質保証もある綿100％のウエットタオルは、災害時やお
風呂に入れない時などに、顔や体を拭いてお使い下さい。
使用しやすいようフェイスタオルが入った大判タイプです。
ご使用後は、洗濯しタオルとして再利用いただけます。
種々の細菌に対する抗菌活性及び、種々のウイルスに対する抗ウ
イルス活性を有するおしぼりを提供致します。手指衛生に配慮した
おしぼりを使用することで、水がなくても予防促進にもつながりま
す。水溶液を要することにより、肌荒れなどの影響を防ぐことが出
来る、高い安全性も兼ね備えております。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.package-mimoto.co.jp/
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金属・機械

電気が無くてもWIND UPで解決、楽チン楽チン

WIND UP （可搬式ゲート開閉装置）
有限会社 横川鉄工所

産業機械

電 話.088-831-1786

FAX.088-831-1931

◎ホームページ http://www.yokotetu.com/

〒７８０-８００６ 高知県高知市萩町1丁目4番23号

◎代表メールアドレス yokogawa@river.ocn.ne.jp

食品機械

製品説明
① コンパクトで、重量も１０キロ未満であることから、携帯性
に優れています。
② 電力を必要としませんので使用場所を選びません。
電動ゲートにおいても、落雷等による停電時にも開閉がで
きます。
③ 誰にでも操作できるように、始動性の良いエンジン、工具な
しに簡 単 接 続 可 能なアタッチメント、正 転・逆 転が手 元レ
バー操作で切換え可能、過負荷が発生した場合、安全装置
が働き動力伝達を中断するよう設計されています。
④ 既設・新設にかかわらず取付け可能、ゲート開閉に要する労
力・時間の軽減ができます。
（手動の３〜４倍の時間短縮）

農業機械
林業機械

納入実績
都道府県各自治体・水門メーカー・商社

水産機械

その他の情報
重
量／10ｋｇ
寸
法／H300㎜×W200㎜×D400㎜
高知県防災関連登録製品
平成24年度高知県地場産業大賞奨励賞受賞

紙加工機械

環境に配慮した防災設備に特化
土木機械

ディーゼル機関排気ガス処理装置
有限会社 ヨコヤマコーポレーション
電 話.088-880-0025

FAX.088-880-9980

〒780-0056 高知県高知市北本町4丁目6番48

バイオマス・環境機械

◎代表メールアドレス yokoyama2002@yokoyama11.com

防災製品
紙製品
木製品
その他製品

製品説明
排水ポンプ場及び非常用発電機ディーゼル
エンジンから排出される排気ガス、特に初期
起 動 時 0から1 0 0％瞬 時 起 動 時 の 白 煙・黒
煙・臭気を１つのユニットで処理が可能となっ
ており、場所を気にせず屋内屋外共に設置出
来ます。メンテナンスはフィルタの交 換だけ
で簡単に取替ができます。
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納入実績
実機テスト済み
その他の情報
サイズ／エンジン馬力及び排気ガス風力によりサイズは変更されます。
材質／ボディーSUS、ファイナルフィルタはHEPAフィルタを装着。
重量／エンジン出力により変更があります。
価格／仕様馬力排風量により価格が変動します。

金属・機械

鮮度保持機能付きカラーフィルムを採用！新しい真空パック用台紙

エコパッシュ
金星製紙 株式会社

FAX.088-822-8108

◎ホームページ http://www.kinseiseishi.co.jp/

〒780-0921 高知県高知市井口町63番地

産業機械

電 話.088-822-8105

◎代表メールアドレス eigyo@kinseiseishi.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
紙加工機械

その他の情報
サイズ／ご希望サイズ
3層タイプ：フィルム+不織布or和紙+紙
4層タイプ：フィルム+不織布+紙+フィルム

水産機械

製品説明
●フィルム+エアレイド不織布or和紙
+厚紙の複合構造（4層タイプも対応可）。
●新採用の特殊フィルム「スパッシュ」が持つ鮮度保持効果で
悪臭の発生、品質の低下を防ぎます。

納入実績
食品資材関係の代理店（全国）

新採用の特殊フィルム「スパッシュ」が持つ鮮度保持効果 ！
金星製紙 株式会社
電 話.088-822-8105

土木機械

エコパルカラーマット
FAX.088-822-8108

〒780-0921 高知県高知市井口町63番地

◎代表メールアドレス eigyo@kinseiseishi.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kinseiseishi.co.jp/

防災製品

桜波

黒

青

紙製品
木製品

納入実績
食品資材関係の代理店（全国）
その他の情報
サイズ／65mm×160mm（ミシン目カット入り）
10,000枚（［50枚/ピロー×10／袋］
×20）／ケース
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
●不織布に吸収されたドリップは濃色特殊多孔フィ
ルムによって食材と分離されます。
●新採用の特殊フィルム「スパッシュ」が持つ鮮度
保持効果で悪臭の発生、品質の低下を防ぎます。

金属・機械

和紙マスクとお気に入りの化粧水で至福のひとときをお届けします

LiggL楮入りパーツケアシート（フェイス用、デコルテ用、目元用）
株式会社 三彩

産業機械

電 話.088-852-3866

FAX.088-852-3877

◎ホームページ http://www.sansai-co.jp/

〒781-1111 高知県土佐市北地4517-2

◎代表メールアドレス info@sansai-co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
化粧液などを含ませて使うドライタイプの肌ケアシートです。土佐和紙の
技 術から発 展して開 発されたシートには、和 紙の代 表 的な原 料である
『 楮 』を配合し、天然由来繊維100％の和紙マスクとなっています。デリ
ケートな肌に優しく、化粧液を含むと肌触りが柔らかくなり、まるで肌に同
化するように密着します。また、化粧液の保液性に優れているので、より
効果的に肌ケアをすることができます。肌の敏感な方や、自分の肌に合っ
たお気に入りの化粧液にこだわる方に使って頂きたい商品です。シーン
に応じて、フェイス用・デコルテ用・目元用の3種類展開となっています。

その他の情報
・フェイス用
約220㎜×約200㎜ 8枚入
・デコルテ用
約280㎜×約190㎜ 8枚入
・目元用
約40㎜×約75㎜
30枚入

お風呂に入ったようないい香り。せっけんの香りのウエットシート
土木機械

おもいやり心ぬれタオル バケツタイプ N-240
三昭紙業 株式会社
電 話.０８８-854-0521

FAX.０８８-852-2170

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.sanshoshigyo.jp/

〒７８１-1111 高知県土佐市北地2424-7

◎代表メールアドレス honsha@sanshoshigyo.jp

防災製品

製品説明
介護する方の負担を少しでも軽減したい使い捨て
ウエットシートです。
清拭プラスせっけんの香りで気持ちいい。
厚手で保湿成分配合。
フタをしっかりできるので乾きにくいバケツタイプ。

紙製品

納入実績
新製品

木製品

その他の情報
シートサイズ：150×250mm
240枚
ノンアルコールタイプ
詰替え用もあります。

その他製品
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3層構造で汚れをキャッチ！
！

金属・機械

キズがつきやすい面を拭き取るのに最適

サン・モア ＮＡ（超極細アクリル繊維不織布：ワイパー用）
三和製紙 株式会社

FAX.088-852-3823

◎ホームページ http://www.sanwaseishi.co.jp/

〒781-1103 高知県土佐市高岡町丙443-1

産業機械

電 話.088-852-3811

◎代表メールアドレス sanwa-p@orion.ocn.ne.jp

食品機械
紙加工機械

その他の情報
汚れが簡単に取れるのは、3層構造と特殊な極細繊維だから。
両表面層には分割アクリル繊維を使用、多角断面の繊維となって
おり汚れのかき取り性能を一層アップさせています。表面の汚れを
中層に吸着させるので、拭き跡をほとんど残しません。

水産機械

納入実績
各種ガラス拭き、メガネ拭き、パソコン画面・携帯電話・スマートフォン
画面拭き

林業機械

製品説明
携帯電話についたファンデーションやヘアワック
ス・汗などの汚れを、きれいに拭き取ります。薄く
てやわらかいので、すきまの汚れやほこりをしっ
かりキャッチします。
また、薬 品は一 切 使 用していませんのでお肌に
使っても安 心です。燃えるゴミとして出せます。
（水には流せません）

農業機械

NA超極細アクリル繊維不織布の断面

一般なレーヨン不織布の断面

和紙のぬくもりを感じながら滲まず自然な色調で印刷できる

薄口：薄未晒し）

有限会社 高岡丑製紙研究所
電 話.088-892-0373

FAX.088-892-0363

〒781-2100 高知県吾川郡いの町２２６４

◎代表メールアドレス takaoka@muh.biglobe.ne.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.takaokaushi.jp/

土木機械

914㎜幅インクジェットプリンター用和紙（厚口：白

防災製品

紙製品
木製品

納入実績
龍馬記念館
その他印刷会社や写真スタジオ多数
その他の情報
印刷されたものは、
大きな凧、ロールカーテン、提灯、写真展示

その他製品

製品説明
楮を使用した手漉き風和紙の風合いをそのまま残しながら、インク
ジェットプリンター用にインクが滲まない加工をしてあるため写真で
も驚くほど鮮明な印刷の仕上がりを実現しています。
厚口（白）914㎜×20m巻（2インチ紙管巻）
薄未晒し 914㎜×30m巻（
同
上
）

等
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金属・機械

はいていることを感じさせない薄さと安心の吸収力

メディパンツスリム
株式会社 近澤製紙所

産業機械

電 話.088-892-0126

FAX.088-893-1963

◎ホームページ http://www.chikazawa.co.jp/

〒781-2110 高知県吾川郡いの町４００３番地

◎代表メールアドレス business@chikazawa.co.jp

食品機械

製品説明
メディパンツシリーズの中でも一番薄い「メディパ
ンツスリム」
アクティブシニアの方や長時間の移動、ちょっとし
た時のモレなど軽い失禁の方にも安心してご使用
頂けます。
下着のような感覚で、はいていることを感じさせな
い薄さなのにおしっこ一回分をしっかり吸収。
サイズもS、M、L、XLの４種類からお身体にあった
商品をお選び頂けます。

農業機械
林業機械

納入実績
日本全国の施設・病院など

水産機械

その他の情報
サイズ／S:45〜70㎝、M:55〜90㎝
L:80〜120㎝、XL:95〜135㎝
入 数／S:26枚×4袋、M:24枚×4袋
L:22枚×4袋、XL:20枚×4袋
吸収量の目安／350ml

紙加工機械

弱酸性素材を採用した高吸収尿取りパッド
土木機械

メディパッドストレート
株式会社 近澤製紙所
電 話.088-892-0126

FAX.088-893-1963

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.chikazawa.co.jp/

〒781-2110 高知県吾川郡いの町４００３番地

◎代表メールアドレス business@chikazawa.co.jp

防災製品

紙製品
木製品
その他製品

製品説明
テープ止めや布パンツへの収まりやすさを追求したまっすぐな形の大型尿
取りパッド。
片手でパッと広がり、どなたでも簡単に装着できます。
たっぷりの吸収力で夜間・長時間の使用や尿量の多い方にも安心。
外側には通気性素材を使用しているのでオムツの中はいつもさらさら快
適です。さらに吸収体にはお肌と同じ弱酸性素材を使用しているのでお肌
への負担を軽減。長時間お肌にふれるものだからこそ、お肌にやさしい商
品をお届けします。
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納入実績
日本全国の施設・病院など
その他の情報
サイズ／18㎝×67.5㎝
入 数／25枚×4袋
吸収量の目安／1,250ml

金属・機械

世界初となるLiB用高性能セルロース系セパレータ

セルリオン
ニッポン高度紙工業 株式会社

産業機械

電 話.088-894-2321（代表） 088-894-2322（ダイヤルイン）
FAX.088-894-5401（代表） 088-850-3180（ダイヤルイン）

〒781-0395 高知県高知市春野町弘岡上648番地
◎ホームページ http://www.kodoshi.co.jp/ ◎代表メールアドレス sales̲team@kodoshi.co.jp

林業機械

その他の情報

農業機械

納入実績
国内、海外の電池メーカー

食品機械

製品説明
NKKはアルミ電解コンデンサ用セパレータにおいて、国内95％、海外60％という高いシェアを持ち、数多くのお客様に
支持をいただいております。また、アルミ電解コンデンサ以外にも、EDLCや各種電池等、アプリケーションの進化ととも
に新たな製品に対応したセパレータを世に送り出してきました。その中でも今後、大きな需要増加が期待されているのが
LiB電池用セパレータです。NKKのLiB電池用セパレータは、世界で初めて作られた高性能セルロース系セパレータであ
り、一般的なポリオレフィン系フィルムと比較して、耐熱性に優れ、高空隙率、高保液率により、良好な入出力特性とサイ
クル寿命の向上が期待できます。

水産機械
紙加工機械

生活にゆとり、空間に彩り、お尻に安心を
ニヨド製紙 有限会社
電 話.088-852-0335

土木機械

長尺サンハニー
FAX.088-852-2726

〒781-1101 高知県土佐市高岡町甲１６５２

◎代表メールアドレス kochi117@hyper.ocn.ne.jp

納入実績
一般家庭に多数販売・楽天ネットでも販売

紙製品

その他の情報
１ロール寸法 H120㎜×W120㎜×D114
１ケース 18ロール入

防災製品

製品説明
弊社が長年蓄積した技術で作り上げた長尺トイレットペーパー。
150ｍの通常の約三倍の長さと柔らかな紙質、肌触りの良さ、紙
粉の出にくさ、吸水性の良さで長く気持ち良く使用することが出
来ます。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.niyodoseishi.co.jp/

木製品
その他製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

99

金属・機械

保湿成分贅沢配合、使うたび手肌喜ぶウエットティシュ

ハンドリッチウエットティシュ
ハヤシ商事 株式会社

産業機械

電 話.088-852-0535

FAX.088-852-5845

◎ホームページ http://www.tissue.co.jp/

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3192-4

◎代表メールアドレス hayashi@tissue.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
ヒアルロン酸、コラーゲン、グリセリンなどの保湿成分をたっぷりと
贅沢に配合しました。自然の恵み（水と植物由来原料）と保湿成分９
９％で仕上げた、手肌に優しいウエットティシュです。オリーブ葉エ
キス配合の無香料と、カシスラベンダーの香り付きの２種類。
２０枚入り、ノンアルコール、パラベンフリー、日本製。

紙加工機械

納入実績
スーパー、コンビニ

その他の情報
単品サイズ：105×165×20mm 約72g
ケースサイズ：537×200×312mm 約7.7kg
（100入）

「すかし模様」のポケットティシュと和紙のメッセージカードを組み合わせたインバウンド向け商品
土木機械

日本のプチ土産ティシュ
ハヤシ商事 株式会社
電 話.088-852-0535

FAX.088-852-5845

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tissue.co.jp/

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3192-4

◎代表メールアドレス hayashi@tissue.co.jp

防災製品

紙製品
木製品
その他製品

製品説明
土佐和紙伝統工法を用いた「すかし模様」のポケットティ
シュと、日本の伝統的な染色技法である「型染め」で制作
した和紙カードを組み合わせました。
和紙カードは裏面も印刷入りでメッセージカードとしてご
使用頂けます。
日本から渡航される際のちょっとしたお土産にもどうぞ。
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納入実績
空港や宿泊施設等の土産物コーナーなど
その他の情報
ポケットティシュ20枚（10組）
×5個（和紙カード入り）
単品サイズ：幅115×奥行80mm×高さ75mm 約75g
ケースサイズ（24入）
：幅498×奥行240×高166mm
約2kg

金属・機械

世界一薄い和紙

土佐典具帖紙（極薄和紙）
ひだか和紙 有限会社

FAX.0889-24-7858

◎ホームページ http://www.hidakawashi.com/

〒781-2152 高知県高岡郡日高村沖名3486-1

産業機械

電 話.0889-24-7857

◎代表メールアドレス info@hidakawashi.com

食品機械

製品説明
私どもがお届けしているのは−平米あたり1.6グ
ラム。わずか0.02ミリの世界一薄いと言われる
極薄紙です。これほど薄い紙を機械漉きできるの
は当社だけの抄紙技術。このように繊細に漉かれ
た私どもの典具貼紙は、傷んだ絵画や書物、仏像
などの文化財修復をサポートする紙として国内だ
けでなく、世界中で使われています。

農業機械

納入実績
国立公文書館、国立国会図書館、国立博物館

林業機械

その他の情報
手漉和紙 約11.0g/㎡前後
一般的な薄い和紙 5.0g/㎡前後
その他、他社では出来上がり製品を計量し、重量
によって厚薄を分別するが、弊社は1.6g/㎡の薄
さまで狙って製造が可能。

水産機械
紙加工機械

世界最薄最軽量不織布
廣瀬製紙 株式会社
電 話.088-852-7771

土木機械

湿式不織布
FAX.088-852-7773

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3292番地1

◎代表メールアドレス sales@hirose-paper-mfg.co.jp
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その他製品

その他の情報
2013年「第８回ニッポン新事業創出大賞」最優秀賞
受賞

木製品

納入実績
㈱クラレ、ダイワボウポリテック㈱、帝人㈱、三晶㈱、
新生紙パルプ商事㈱、双日㈱、帝人フロンティア㈱、
日本バイリーン㈱、三菱商事㈱ 他

紙製品

用途／電池セパレータ（アルカリマンガン電池国内
トップシェア）、メンブレンMF/UF膜（世界シェア
60％）、電磁波シールド材、食品包材（カステラ掛け
紙、バームクーヘン巻紙、シュークリーム包装材 等）

防災製品

製品説明
土佐和紙抄紙技術を科学的視点から一歩進化させ
た、世界最薄最軽量不織布を製造する独自の技術
を有しております。弊社ではこの技術により、非常
に均一で地合いの良い不織布の製造が可能です。
ビニロン、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリフェ
ニレンサルファイド（PPS）など多種多様な合成繊
維から、工業・産業用素材となる高機能の湿式不織
布を製造販売しております。

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.hirose-paper-mfg.co.jp/

金属・機械

静止空気と同等の熱伝導率を実現した断熱不織布

断熱不織布
廣瀬製紙 株式会社

産業機械

電 話.088-852-7771

FAX.088-852-7773

◎ホームページ http://www.hirose-paper-mfg.co.jp/

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3292番地1

◎代表メールアドレス sales@hirose-paper-mfg.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
比重が非常に小さく、疎水処理されていることから水中分散が困
難な特殊なシリカを、弊社の独自技術でシートに抄き込み、驚異
的な断熱性能を持った薄膜断熱材を開発に成功しました。熱伝導
率が0.023W/m・Kと非常に小さく、既存断熱材の１/２から１/５
の厚みで、同等の断熱性能を発揮します。既存断熱材では困難
だった狭い場所や製品の薄型化等様々な用途に使用できます。
素材は薄い合成繊維不織布ですので、ハサミやカッターなどで簡
単にカットできます。

納入実績
金型成形メーカー
その他の情報
熱伝導率／ハイグレードタイプ0.023W/m・K
厚さ／0.1〜0.7ｍｍ
テレビ東京 ワールドビジネスサテライト「トレたま
4000回記念スペシャル」 ベスト・オブ・トレたま
金賞受賞

いちまいからつくれる紙ものやさん
土木機械

オリジナル紙製品
本山印刷 株式会社 paper message事業部
電 話.088-872-0706

FAX.088-823-4457

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.papermessage.jp/

〒780-0052 高知県高知市大川筋2丁目6番地11

◎代表メールアドレス info@papermessage.jp

防災製品

紙製品

製品説明
メモ帳、レターセット、一筆せん、便
せん、メッセージカードなどを商品企
画 →デザイン→ 印 刷 → 仕 上げまで
を自社工場にて行っています。

木製品
その他製品
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金属・機械

いちまいからつくれる紙ものやさん

ウェディングペーパーアイテム、ノベルティ制作
本山印刷 株式会社 paper message事業部
FAX.088-823-4457

〒780-0052 高知県高知市大川筋2丁目6番地11

産業機械

電 話.088-872-0706

◎ホームページ http://www.papermessage.jp/

◎代表メールアドレス info@papermessage.jp

食品機械
農業機械

製品説明
商品企画からオリジナルデザインでの作成まで
行っています。

林業機械
水産機械
紙加工機械

伝統の美

土佐和紙壁紙を日本全国に発信中！

株式会社 モリシカ

電 話.088-855-7720

土木機械

土佐和紙壁紙
FAX.088-855-7730

〒781-2133 高知県吾川郡いの町加田1571

◎代表メールアドレス info@morishika.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://morishika.co.jp/

防災製品

紙製品
木製品

納入実績
県内外の建築・内装業者
その他の情報
認証事項／国土交通省認定品（Ｆ☆☆☆☆）
国土交通省認定品（準不燃）
受賞暦／第11回高知エコ産業大賞 優秀賞 受賞
高知県外商支援製品・技術カタログ2017

103

その他製品

製品説明
和紙の持つ独特な優しさ、風合いの良さ、また何よりもホルムアル
デヒド等の心配のない自然素材で構成するエコクロスとして、日本
全国の建築関係の皆様に、好評を得ています。
成 長が早く、炭 酸ガスを大 量に吸 収 する環 境 改 善 作 物・ケナフを
使った［ケナフ壁紙］も、楮・三椏と並んで非常に人気の高い素材です。

金属・機械

和柄の意味を知っていますか？福を呼ぶ和柄ポケットティシュ

フェイシャルティシュ福10P
和光製紙 株式会社

産業機械

電 話.088-892-1144

FAX.088-893-3636

◎ホームページ http://wako-seishi.jp/

〒781-2110 高知県吾川郡いの町3936

◎代表メールアドレス info@wako-seishi.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
特徴は昔ながらの縁起のいい和柄が全10種類入っており、柄の由来が日本語と英語表記をしているので海外観光客の
方たちにも日本の文化を伝えることができる商品です。パッケージはコロッとカワイイキューブ型で、個包装はハンカチを
イメージさせる正方形です。10個入りなので知人や友人に分けて配れることや、軽くて持ち運びやすいので、宿泊施設
等で景品用・配布用・サービス・お土産に向いています。
規格 枚数：20枚（10組）
×10パック／素材：パルプ100％／商品寸法：120ｍｍ×105ｍｍ×105ｍｍ／JANコード：
4903635260053／ケース入数：10パック×24個入

紙加工機械

納入実績
2016年5月末販売開始→1,000個

日本と海外のことわざが学べる！諺ポケットティシュ
土木機械

フェイシャルティシュ諺16P
和光製紙 株式会社
電 話.088-892-1144

FAX.088-893-3636

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://wako-seishi.jp/

〒781-2110 高知県吾川郡いの町3936

◎代表メールアドレス info@wako-seishi.jp

防災製品

紙製品
木製品
その他製品

製品説明
個包装の表面には日本で使われている ことわざ 、裏面には表面と同じ意味で英語版 KOTOWAZA とその翻訳を読
むことができます。身近な ことわざ から知らなかった ことわざ まで全16種類の ことわざ を学べます。
しっとり保湿で水に流せるポケットティシュです。
16個入りなので知人や友人に分けて配れることや、軽くて持ち運びやすいので、宿泊施設等で景品用・配布用・サービス・
お土産に向いています。
規格 枚数：20枚（10組）×16パック／素材：パルプ100％／商品寸法：220ｍｍ×145ｍｍ×40ｍｍ／JANコード：
4903635260060／ケース入数：16パック×40個入
納入実績
2016年5月末販売開始→3,600個
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四万十プリフラ

金属・機械

ほんのりヒノキの香り漂うお洒落なアレンジメント

キューブ

アールデザインスタイル

FAX.088-885-7470

◎ホームページ http://rdesign.moo.jp/

〒781-8122 高知県高知市高須新町3-3-32

産業機械

電 話.088-885-9330

◎代表メールアドレス rdesign@df.moo.jp

食品機械
農業機械
林業機械

その他の情報
サイズ
横幅 約 55mm
高さ 約 75mm
奥行 約 55mm

水産機械
紙加工機械

製品説明
高知県四万十町産のヒノキのキューブにリボンを添えてキュートにアレンジメントしました。
バラの色は、各種取り揃えております。
【内容】
プリザーブドフラワー ローズ、プリザーブドフラワー アジサイ
プリザーブドフラワー 高知産カスミ草、 高知県四万十町産ヒノキベース、リボン

ほんのりヒノキの香り漂うお洒落なアレンジメント

ログ

土木機械

四万十プリフラ

アールデザインスタイル
電 話.088-885-9330

FAX.088-885-7470

〒781-8122 高知県高知市高須新町3-3-32

◎代表メールアドレス rdesign@df.moo.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://rdesign.moo.jp/

防災製品

木製品
その他製品

その他の情報
サイズ
横幅 約 180mm
高さ 約 140mm
奥行 約 100mm

紙製品

製品説明
プリザーブド加工した花を高知県四万十町産のヒノキに
刻まれた年輪を活かすようにアレンジメントしました。
【内容】
プリザーブドフラワー ローズ
プリザーブドフラワー アジサイ
プリザーブドフラワー 高知産ブルースター
高知県四万十町産ヒノキベース

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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金属・機械

天然木のまあるいテーブル ５人が座れる現代のちゃぶ台

イータステーブル
株式会社 イータスインザルーム

産業機械

電 話.088-854-6363

FAX.088-844-8627

◎ホームページ http://enishi.or.tv/etasu/

〒780-0946 高知県高知市上本宮町136-2

◎代表メールアドレス etas@enishi.or.tv

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
木製丸テーブル。釘、ビス不使用。天板中心部の厚みを６０㎜とし、
脚を４本をホゾで差し込み、縁を薄くしデザイン製と安定製を確保
している。
脚を斜めにする事で椅子に座った時膝が当たらない。その為一般
的に丸テーブルは４人用だがこのテーブルは５人から６人座れる。
高知県産材樹齢５０〜６０年を使用。一本の木から一台の天板を作
成し、質感、色目を統一した仕上げにしている。天板の継ぎ目には割
れ止めに ひょぅたん型のちぎりを採用し熟練家具職人が丁寧に仕
上げている。セミオーダーで、天板大きさはφ1000㎜〜φ1200㎜
高さは680㎜〜700㎜まで対応可。

ほのかなハレを演出する

納入実績
一般住宅、高知県、工科大学、
一般企業(オンワード樫山)
その他の情報
高知エコハウス｢木と人出会い館｣

展示中

四万十桧厳選柾目の土佐とれい

土木機械

土佐とれい
株式会社 イータスインザルーム
電 話.088-854-6363

FAX.088-844-8627

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://enishi.or.tv/etasu/

〒780-0946 高知県高知市上本宮町136-2

◎代表メールアドレス etas@enishi.or.tv

防災製品
紙製品

木製品

製品説明
土佐とれいは平安時代貴族社会で使われていたお膳の原点と言われる
折敷(おしき、おりしき)を高知県産の美しい桧の柾目を使って再現したも
のです。角の留めには土佐の桜をアクセントに使用シンプルですっきりし
た和の形。両面使え食事だけでなくインテリアにも活用出来ます。

その他製品

納入実績
引き出物、贈り物。
その他の情報
高知城歴史博物館、高知県立美術館で販売中
http://enishi.or.tv/etasu/torei/index.html
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なんでものるゾウ

金属・機械

耐荷重150kg

なんでものるゾウ
池川木材工業 有限会社

FAX.0889-34-2545

◎ホームページ http://www.ikemoku.co.jp/

〒781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲775-1

産業機械

電 話.0889-34-2015

◎代表メールアドレス emono-maido@ikemoku.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

納入実績
ホームセンター
その他の情報
５２０mm×２７０ｍｍ×２３０ｍｍ

紙加工機械

製品説明
高知県産桧で作った踏み台で、肌触りがとても気持ちがよいと好評
です。ディスプレイ用にも使えます。なんといっても、ラベルのゾウ
さんが非常にユニークです。

いつもの生活空間に高知県産の桧のちび棚（ノックダウン式）
土木機械

桧ちび棚
池川木材工業 有限会社
電 話.0889-34-2015

FAX.0889-34-2545

〒781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲775-1

◎代表メールアドレス emono-maido@ikemoku.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.ikemoku.co.jp/

防災製品
紙製品

木製品

納入実績
ホームセンター
その他の情報
３５０mm×１５０ｍｍ×
（２４０ｍｍ、４２０ｍｍ、６００ｍｍ）
高さ3タイプ（２０、４０、６０）あり。写真は桧ちび棚２０
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
高知県産桧で作ったちいさな棚で、肌触りがとても気持ちが
よく省スペースと好評です。調味料、化粧品、単行本の収納、
ディスプレイ用にも使えます。桧が素材だから清潔に見える。

金属・機械

大人の背の高さまで積める、安心安全な木の積み木

積み木ウッドキュウブ
株式会社 井筒屋

産業機械

電 話.088-844-1891

四万十ヒノキ材50ピース

FAX.088-844-1844

◎ホームページ http://www.izutsu-ya.com/

〒780-8063 高知県高知市朝倉丙２１３７-２

◎代表メールアドレス info@izutsu-ya.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
香りと手ざわりの良い、高知県産四万十ヒノキの無垢材を積み木に仕上げまし
た。塗装はしておりませんので、お子さまが口に入れても安心・安全です。
熟練の家具職人がひとつひとつ丁寧に仕上げておりますので、寸法も正確、大
人の背の高さまで積み上げられます。お子さまの集中力と創造力を育てます。
※50ピース以外にも多数ラインナップがございます。お問い合わせください。

その他の情報
キッズデザイン賞セーフティ部 門を
受賞しています。

堅くて、やわらかく蒸れない心地よい杉の椅子
土木機械

杉のブロック椅子
クルミ工房

電 話.0887-52-5528

FAX.0887-52-8086

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://kurumikobo.com/

防災製品
紙製品

木製品

製品説明
特許のブロックで体重を分散し、やわらかく、蒸れな
い、疲れない。色は杉の色。心地よい100年以上の
杉の温かみを見てください。

その他製品

納入実績
東京・東北・徳島の商店、工務店、個人様に
東京ビッグサイトでは工務店・商店に好評です。
その他の情報

特許（5107699号）
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〒782-0054 高知県香美市土佐山田町植936-9

◎代表メールアドレス kurumikoubo@gmail.com

里山整備に貢献

金属・機械

100％高知県産竹使用

純国産竹集成材
株式会社 コスモ工房

FAX.088-847-1823

◎ホームページ http://www.cosumo-kobo.jp/

〒781-0112 高知県高知市仁井田4650

産業機械

電 話.088-847-1823

◎代表メールアドレス k.cosumo@rice.ocn.ne.jp

食品機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
製品例
規格品
長さ 1000（2000）ｘ 巾 320 ｘ 厚み 20ｍｍ
特注品
長さ 100-2000 ｘ 巾 10-850 ｘ 厚み 5-22mm
備考
・長さｘ巾ｘ厚みの組み合わせによっては製造不可
・受注生産

林業機械

製品説明
高知県産の孟宗竹を集成材に加工した製品です。竹の伐
採から集成材の製造まで全て高知県下で行っており、正
真正銘の純国産品です。竹材料の加工において一切の
化学薬品を使用していません。集成加工時に使用する接
着剤は人体と環境に配慮したＪＩＳ規格Ｆ☆☆☆☆の物を
使用しております。竹集成材を幅広い分野でご利用頂く
事で竹の伐採促進となり里山整備の一助となります。

農業機械

製品加工一例

四万十の森から生まれた子ども家具 MORITO
土木機械

MORITO
四万十町森林組合大正集成材工場
電 話.0880-27-0175

FAX.0880-27-1032

〒786-0302 高知県高岡郡四万十町瀬里57-3

◎代表メールアドレス info@hinokikagu.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.hinokikagu.com/

防災製品
紙製品

納入実績
幼保施設、企業託児所

木製品

その他の情報
チェアの 背もたれは4 色から選 べます
（赤、青、黄、ナチュラル）、スタッキング
は10台まで可能。

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
MORITOシリーズは四万十川周辺に広がるヒノキの森の間伐材を余すこと
なく使い四万十の豊かな森や川の環境を守っていきながら年月が経っても
味わいのある存在となり、自然の恵みを感じられるような道具になることを
願いデザインされました。 デザインは子どもでも簡単に持ち運び片づけが
できるように、ヒノキならではの軽さを活かしたスタッキング仕様になってい
ます。また仕上げはヒノキ本来の香りや手触りを感じてもらうために無塗装
仕上げとなっています。メンテナンス方法をきっちりお伝えしますので、子ど
もたちが自分の手でお手入れして自分の家具への愛着や、自然を大切にす
る心を育んでほしいと願っています。

金属・機械

伝統の組子文様を今、新しいカタチでお届けします

KUMIHAKO
株式会社 土佐組子

産業機械

電 話.088-850-3080

FAX.088-850-3082

◎ホームページ http://www.tosakumiko.jp/

〒781-0304 高知県高知市春野町西分80-1（岩本木工内）

◎代表メールアドレス info@tosakumiko.jp

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
組 子 技 術 を 用 い た ギ フト B O X
【KUMIHAKO】。
「地域特産品」
「こだわり商品」
「海外
向けギフト専用box」などプレミアム
なシーンでお使いいただけます。サイ
ズもご要望の商品に合わせて製作致
します。

水産機械
紙加工機械

その他の情報
写真は日本酒・ワインなどのお酒用。
200種類以上ある組子文様の中から
お選びいただけます。

四万十ひのき極めまな板
土木機械

いちまい板極めまな板
株式会社 土佐龍

電 話.0889-49-0111

FAX.0889-49-0111

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://tosaryu.com/

製品説明
四万十ひのきの木肌はもっとも包丁の刃と相性が良く、
他の素材は比較にならないほど包丁を長持ちさせ、長
時間使用しても手が疲れません。

防災製品

納入実績
国内外民間企業

紙製品

その他の情報
▪280×180×20
▪260×240×20
▪400×200×20
▪400×240×20
▪430×240×20

540g
635g
750g
785g
940g

木製品
その他製品
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〒７８５-０１６３ 高知県須崎市浦の内東分2830

◎代表メールアドレス info@tosaryu.com

金属・機械

昔ながらの洗濯板

サクラ洗濯板
株式会社 土佐龍

FAX.0889-49-0111

◎ホームページ http://tosaryu.com/

〒７８５-０１６３ 高知県須崎市浦の内東分2830

産業機械

電 話.0889-49-0111

◎代表メールアドレス info@tosaryu.com

食品機械

製品説明
国 産の桜の一 枚 板を使 用し、表 面が
波型で生地が傷みにくいのが◎。
大人の靴下や襟汚れ、下着のお洗濯
にも重宝します。

250g
335g
560g
675g

林業機械

その他の情報
S
120×260×15
M
140×300×15
L
170×360×15
XL 200×420×15

農業機械

納入実績
国内外民間企業

水産機械
紙加工機械

生分解性である天然の緩衝材『もくめん』生のものを生で運べるクッション材
有限会社 戸田商行
電 話.088-855-0426

土木機械

木毛（もくめん）
FAX.088-855-1278

〒781-1122 高知県土佐市本村580番地

◎代表メールアドレス info@toda-shoko.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://toda-shoko.co.jp/

防災製品
紙製品

その他の情報
原材料／高知県産 松、桧、杉、楠
サイズ／もくめん 中 1mm幅×200mm〜400mm
もくめん 大 1.5ｍｍ幅×200mm〜400mm
重 量／500g、1kg、7kg

木製品
その他製品

製品説明
もくめんは古くから伝わる天然の緩衝材。高知県産の松や桧
を使い、1〜1.5ミリ幅の龍のヒゲ状に削った後に、約80℃
の熱風で乾燥。もくめんの幅を作り出す「目立て」というノコ
ギリ状の刃物は毎日特注の研ぎ器を使って磨き上げ精度を
保っている。
天然木でできた木毛の緩衝材はクッション性に優れ、高級
感を醸し出す事ができる。また生分解性であり、カーボンオ
フセットクレジット商品でもあることから、ゴミ、二酸化炭素
の減量化にも一躍をになっている。用途は緩衝材、人形の芯
材、ペット用床材、植生シートや涼感マットなど。

納入実績
高知県下各JA、全農徳島、ヤマニパッケージ、日本植生
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金属・機械

消臭・吸湿効果抜群のシューズキーパー 天然木の高い効果で、お気に入りの靴をフレッシュに保ちます。

はなもくくすのきシューズキーパー Mサイズ
有限会社 戸田商行

産業機械

電 話.088-855-0426

FAX.088-855-1278

◎ホームページ http://toda-shoko.co.jp/

〒781-1122 高知県土佐市本村580番地

◎代表メールアドレス info@toda-shoko.co.jp

食品機械
農業機械

製品説明
高知県産のくすのきのもくめんを使用した、今まで
になかった天然のシューズキーパー。
高知県産のくすのきのもくめんを土佐和紙で包ん
だ天然のシューズキーパーです。
もくめんには炭と同程度の高い消臭・吸湿効果があ
り、樟脳の原材料でもあるくすのきの香りは、お靴
の中を清涼感で満たします。
また土佐和紙は耐水性に優れ、長ぐつの中にもお
使い頂けます。

林業機械

納入実績
生協・ひこばえ・他

水産機械

その他の情報
原材料／高知県産くすのき、
和紙（ポリエステル、パルプ）、
くすのきチップ
柄 ／市松
サイズ／240mm×55mm×75mm
重 量／35g×2個＝70g

紙加工機械

長く永く使っていただける円卓
土木機械

けやきの円卓
有限会社 鍋島工芸
電 話.0889-42-3373

FAX.0889-42-2494

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.nabeshima-kogei.com/

〒78５-0030 高知県須崎市多ノ郷甲5506

◎代表メールアドレス info@nabeshima-kogei.com

防災製品
紙製品

木製品

製品説明
丁寧に節部を取り除いたけやきの木目をひとつひとつ貼り合わせ厚みを
もたせた円卓です。家族や仲間との楽しい時間を共有する空間をつくり
ます。

その他製品

納入実績
須崎市 T邸
その他の情報
サイズ ／ W1500×H350
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天板の厚み50mm
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54kg

ウレタン塗装

金属・機械

２つの素材を組み合わせたら、リビングのアクセントができました

ステンレス コンビネーション サイドボード（扉）
有限会社 鍋島工芸

FAX.0889-42-2494

◎ホームページ http://www.nabeshima-kogei.com/

〒78５-0030 高知県須崎市多ノ郷甲5506

産業機械

電 話.0889-42-3373

◎代表メールアドレス info@nabeshima-kogei.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

その他の情報
サイズ ／ W1200×D350ｘH550 脚部の高さ175mm
内部棚 可動式 3.5mm毎に調整可能 44kg
ステンレス１枚板 つや消しウレタン塗装 四万十ひのき
ウレタン塗装

製品説明
側面は１枚の金属板を職人の手で丁寧に曲げ加工を
ほどこしています。扉と内側は四万十ひのきを使うこと
で木のあたたかさを出しています。

あ、そうだ、
「もう一度竹をつかおう」。
フォレスト

電 話.0887-72-9777

土木機械

竹製コースター
FAX.0887-72-9778

〒781-3521 高知県土佐郡土佐町田井1445番3号

◎代表メールアドレス info@forest-tosa.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://forest-tosa.jp/

防災製品
紙製品

木製品

納入実績
高知県立高知城歴史博物館、高知県立美術館

宿泊施設

その他製品

製品説明
高知県産の竹集成材に、伝統の和柄をレーザー加工で施しました。
繊細さの中に丈夫さを伴い、オイルフィニッシュにより実用性をも兼ね備え
ています。Made in JAPAN、Made in TOSAにこだわった逸品です。
他
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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金属・機械

気品あふれる「和モダン」ステーショナリー。

竹製ステーショナリー
フォレスト

産業機械

電 話.0887-72-9777

FAX.0887-72-9778

◎ホームページ http://forest-tosa.jp/

〒781-3521 高知県土佐郡土佐町田井1445番3号

◎代表メールアドレス info@forest-tosa.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
高知県産の竹集成材に、伝統の和柄をレーザー加工で施しました。
比重の重い竹材を厳選使用し、オイルフィニッシュでしっとりとした重厚
感を味わえます。Made in JAPAN、Made in TOSAにこだわった逸
品です。

紙加工機械

納入実績
高知県立高知城歴史博物館、高知県立美術館

四万十ひのきチップ100％枕

宿泊施設

他

睡眠にお悩みの方に健やかな眠りを

土木機械

龍馬の夢枕
有限会社 フジオカ

電 話.0887-35-6624

FAX.0887-35-2967

バイオマス・環境機械

◎ホームページ https://fujioka.storeinfo.jp/

〒784-0045 高知県安芸市伊尾木１８３６番地４

◎代表メールアドレス fujioka1@estate.ocn.ne.jp

防災製品
紙製品

木製品
その他製品

製品説明
土佐の大自然が生んだ高知県産ヒノキチップを100％使った枕で
す。チップは円 柱 加 工で寝 返りもスムーズ 、長 年 使うほど自分に
合った枕になります。安眠の条件である『頭寒足熱効果』で、頭を涼
しく、心地良い眠りを実現。睡眠にお悩みの方に健やかな眠りをお
届けします。又、枕で起こる静電気を防止するので、美髪、美肌にも
最適な枕です。
※枕カバーは今治タオルメーカー製造特注品で、ベロアの様な肌触
りと、細やかなパイル地でお好みの面が使えるように縫製しました。
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納入実績
カタログ通販・ネットショッピング・個人顧客
その他の情報
枕カバーの色→精神が落ち着く優しい『グリーン色』
※枕カバー内はメッシュの袋にヒノキチップを詰め
てありチップの量で自分に合った枕の高さ調節が
可能です。

天然木製

金属・機械

オーダー対応・OEM可！猟銃メーカーの技術で創る、天然木製ノベルティ

高級ノベルティ

株式会社 ミロクテクノウッド

FAX.088-880-6711

〒783-0006 高知県南国市篠原５３７-１

◎ホームページ http://www.miroku-jp.com/automotive/index.html

産業機械

電 話.088-880-6713

◎代表メールアドレス info@mirokutw.co.jp

食品機械

製品説明
ライフルやショットガンの銃床の多くは木製で、 安
全性、実用性、芸術性、堅牢性が必要です。当社の
製品・部品は、ミロクグループの銃床加工技術から
発展し、高級車の木製ハンドルにも採用されている
削り出し工法 でつくられています。

紙加工機械

鮮度抜群

その他の情報
2003年 全国地場産業大賞奨励賞
2008年 四国産業技術大賞 技術功労賞・優秀賞
2012年 四国産業技術大賞 技術功績賞最優秀賞
2012年 高知県地場産業大賞 地場産業賞
2013年 第５回内閣総理大臣表彰「ものづくり日本大賞」
伝統技術の応用部門優秀賞
2014年 第１６回ＪＩＤＡ対象品に選定

水産機械

納入実績
自動車ディーラー 他

林業機械

▪製品例／名刺ケース、ペーパーナイフ、キーホル
ダー、コースター、ネームタグ 他
▪主な材種／バンブー（高知県産）、バーズアイメイ
プル、ウォールナット

農業機械

●削り出し工法のメリット
１． 本物 の無垢材を使っていると訴求できる
２．継ぎ目がなく自然な杢目で美しい
３．型が不要・少量生産にも対応可
材種や形状、塗装仕上げ、ロゴ入れなどオーダーメ
イドで承ります。

柚子の香りきわだつ

フローラルウオーター

土木機械

ゆずエッセンシャルオイル

旭フレッシュ 株式会社 （製造：土佐山ファクトリー協同組合）
電 話.０８８-８９４-６３６３ FAX.０８８-８９４-６７００

〒781-0302 高知県高知市春野町弘岡中１４０２

◎代表メールアドレス furesyu@asask.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.asahi-fresh.jp/

防災製品
紙製品

木製品

納入実績
香料メーカー

商社関係（国内外）

その他の情報
精油：１ｋｇ
（要冷凍）
ウオーター：１８．
５ｋｇ
（要冷凍） １．
８ｋｇ
（要冷蔵）
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
有機溶剤や水蒸気を一切使用せず、マイクロ波照射による画期的
抽出法を採用。品質に定評のある高知県土佐山産柚子を使用し、
原料本来の香りを生成、安心安全な製品を提供致します。
ドリンク、
菓子、アイスクリーム等食品類はもとより化粧品、アロマ、入浴剤等
幅広く活用できます。

金属・機械

有機JAS法に適合。優れた残効性。収穫前日数・散布回数の制限なし。

ＩＣボルドー（銅殺菌剤）
井上石灰工業 株式会社

産業機械

電 話.088-855-9975

FAX.088-880-8808

◎ホームページ http://www.inoue-calcium.co.jp/

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘2丁目3番5（南国オフィスパーク内）

◎代表メールアドレス t-inoue@inoue-calcium.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
ICボルドーは石灰と硫酸銅から作られる ボルドー液 と同じ銅の化合
物の銅殺菌剤です。手作りの手間を軽減し、使い方が簡単な農薬で、
果樹や野菜等の病原菌を死滅させる環境に優しい殺菌剤です。有効
成分は無機物で、耐性菌の心配はありません。特に付着性・耐雨性に
優れるため、長期間の保護殺菌効果を維持します。
国内ではブドウ、柑橘、もも、りんご、
トマト等30以上の作物で23年
間愛用され、その安全性と高い効果はゆるぎない物となっています。
ICボルドーの品質は韓国、中国の作物にも評価されています。
作物別に3剤の品揃えを用意しています。

納入実績
全国農業共同組合連合会、国内農薬販売店、
韓国三共など
その他の情報
ICボルドー66D：塩基性硫酸銅28.1%
ICボルドー48Q：塩基性硫酸銅31.2%
ICボルドー412：塩基性硫酸銅35.0%

排水処理のコスト削減！省労化！食品工場・し尿処理施設等で高い評価を頂いています
土木機械

ウエタドロン
有限会社 上田微生物
電 話.0889-42-4620

FAX.0889-42-5515

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.uetabiseibutsu.com/

弊社では創業以来30余年「Save The Earth!
（地球を救おう！）」を合言葉に、環境改善のでき
る、天然素材100％にこだわった製品づくりを
行ってまいります。

〒785-0059 高知県須崎市桐間西95

◎代表メールアドレス uetabiseibutu@gensukekin.com

防災製品

製品説明
ウエタドロンは、排水処理施設の有機物を微生物と酵素のチカラで
スピード分解し汚泥を減量させる水質浄化材です。
環境に負担のかからない透明な液体状で、ＧＳ菌（好気性・嫌気性の
有用微生物菌群）のほか、たんぱく質分解酵素・炭水化物分解酵素・
脂肪分解酵素・繊維分解酵素等、多くの酵素を含んでいます。
本製品で浄化されて放流水が流れていく川や海では浄化に応じて
生物が多くみられるようになり、周辺環境の改善を発揮しています。

紙製品
木製品

効果
汚水（処理中の）の粘りがなくサラサラの状態
ＤＯ（溶存酸素）が増加
臭気の減少
ＭＬＳＳの減少
Ｔ‑Ｎの減少
ＳＳの減少
Ｔ‑Ｐの減少
ＢＯＤの減少
ノルヘキ（ノルマルヘキサン）の減少

その他製品

納入実績
ブロイラー加工工場の排水処理350ｋｇ/日量
屎尿処理施設
下水処理
その他の情報
20L 液体
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金属・機械

コンパクトサイズで低価格！さまざまな気体を高精度に自動流量制御

マスフローコントローラ（気体流量計測制御機器）及び制御電源
エフコン 株式会社

◎ホームページ http://www.fcon-inc.jp/

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1 南国オフィスパークセンター109

産業機械

電 話.088-855-7100 FAX.088-855-7166

◎代表メールアドレス contact@fcon-inc.jp

食品機械
農業機械

制御電源PA01PS

一体型マスフローコントローラ

納入実績
国内の販売代理店・大学・研究所・企業など
その他の情報
マスフローコントローラ
W77×D25.5×H100㎜（面間：127㎜）
制御電源
W62×D160×H103㎜（突起部含まず）

水産機械
紙加工機械

製品説明
マスフローコントローラは、気体（ガス）の質量流量を計測することにより
自動で流量制御を行うので、環境温度や使用圧力等の変化による補正を
行う必要がなく、正確で安定した計測・制御が可能な機器です。本製品の
特長として、制御開始時のフローサージ現象を抑制する機能を搭載し、外
部温度影響を受けない流量センサーにより温度補正回路を不要にするな
ど基本性能を追求した独自技術により性能と信頼性を高めると共に低価
格を実現しています。各種分析・培養・バイオ・農業・医薬・医療・食品・理化
学などの実験研究、製造用途など気体の流量計測制御機器として幅広い
分野でご使用頂けます。

林業機械

マスフローコントローラ
1000シリーズ

マスフローコントローラを搭載したユニットタイプの低価格ガス混合器
土木機械

ガス混合器「CUBEGMシリーズ」
エフコン 株式会社

電 話.088-855-7100 FAX.088-855-7166

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1 南国オフィスパークセンター109

◎代表メールアドレス contact@fcon-inc.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.fcon-inc.jp/

防災製品
紙製品

CUBEGMシリーズ

CUBEGM-Xシリーズ

納入実績
国内の販売代理店・大学・研究所・企業など

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

CUBEGMシリーズ
CUBEGM2
W315×D298×H250㎜（突起部含まず）
CUBEGM3
W415×D298×H250㎜（突起部含まず）
CUBEGM4
W515×D298×H250㎜（突起部含まず）

木製品

製品説明
マスフローコントローラ・制御電源・ストップバルブ・逆止弁・インラインガス
ミキサーをオールインワンしたユニットタイプのガス混合器です。任意の混
合比率に応じて各ガスをマスフローコントローラで流量制御し、インライ
ンミキサーによって、ガス混合を行う装置です。ガス2,3,4種類の3タイプ
からお選び頂けます。また、搭載するマスフローコントローラの流量レンジ
は10SCCM〜50SLMの範囲で混合ガスの流量や混合比率に応じてご
提案させて頂きます。ご希望の混合比率に調整されたガスボンベを購入
するよりも、それぞれのガスをガス混合器にて調整混合した方がランニン
グコストが下がります。

金属・機械

即！着火

素早く部屋を暖め、ゆっくり薪を燃やす薪ストーブ

燃やす薪の種類を選ばない「おの式薪ストーブ」
おのストーブ

産業機械

電 話.050-8808-7116 FAX.050-8808-7116
◎ホームページ http://ono-stove.com/

〒785-0163 高知県須崎市浦ノ内東分２９４８番地

◎代表メールアドレス info@ono-stove.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
広葉樹はもちろん、薪ストーブの燃料としては不向
きな針葉樹も燃やせる熱膨張に強い丈夫な薪ストー
ブです。薪ストーブは、火付けに時間がかかるイメー
ジですが、この薪ストーブは、3分程度で薪全体に
火を付けることができ
、素早くお部屋を暖める独自構
造。部屋が暖まったあとは囲炉裏のようにゆっくりと燃やし薪を長持ちさ
せることができ、一日に必要な薪の量をおさえた燃費の良い薪ストーブで
す。また、職人による手作りのため、お家に合せて薪ストーブのサイズも
変更できます。

納入実績
5０台
※ロストル：特許取得
その他の情報
サイズ：W86㎝×D63㎝×H91㎝（参考例）
材質：鋼板／重量：250㎏
暖房能力：14,000kcal／h (16.3kw)
暖房床面積：135〜165㎡ (40〜50坪)
参考価格：55万円

火力の違いが味にでる。高火力コンロ
土木機械

テーブル型調理用コンロストーブ「スマートロケット」
おのストーブ

電 話.050-8808-7116 FAX.050-8808-7116

〒785-0163 高知県須崎市浦ノ内東分２９４８番地

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://ono-stove.com/product/smartrocket.html/ ◎代表メールアドレス info@ono-stove.com

防災製品

製品説明
テーブル全体が熱くなり、複数のお鍋が一度に煮炊きできる屋外用
のコンロ。薪などの木質燃料少量を効率よく短時間で熱エネルギー
に変 換 。煙も短 時 間で 完 全 燃 焼に近 い 状 態になり、煙が少ないク
リーンな排 気になります。また、簡 単に組み立てが行える構 造で、
キャンプやイベントなど車移動の際は分割して収納。羽釜で炊飯、フ
ライパンを使った直火調理、ピザなどのオーブン料理など屋外で本
格調理が楽しめます。災害時には木質ガレキなども燃料として使える
ことから、赤ちゃんのミルク用のお湯（給湯）に、また高齢者に必要な
冷たい食事の温めにも利用できます。

紙製品

納入実績

木製品

その他製品

オーブン室
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40台

その他の情報
▪ストーブ本体／
W57㎝×D39㎝×H45㎝ 15㎏
▪ヒートライザー／
W20㎝×D20㎝×H43.5㎝ 9.5㎏
▪煙 突／φ106㎜×H90㎝
▪テーブル型コンロ／
W92.5㎝×D47.5㎝×H80㎝ 17㎏
▪コンロの付属品／
蓋・直火用五徳・羽釜用五徳・羽釜・羽釜蓋
参考価格：20万円
オーブン室 参考価格：5万円

ツイスターロック
機能素材 株式会社

におわん

FAX.088-823-6137

◎ホームページ http://kinousozai.co.jp/

〒780-0843 高知県高知市廿代町６番地１３

産業機械

電 話.088-822-8197

金属・機械

ねじるだけでニオイシャットアウト！全く新しい防臭密閉袋

◎代表メールアドレス info@kinousozai.co.jp

食品機械
農業機械

ねじるだけで保管
出し入れが簡単

林業機械

絶対にニオイを
漏らしたくない！

納入実績
薬局、スーパー

水産機械
紙加工機械

製品説明
【超絶！防臭力】
【 長持ち防臭】
２カ月におわん（実績値）
【ねじるだけ】出し入れ簡単、
【くり返し使える】
１００回以上（実績値）
キムチや漬 物 、日頃 出し入れ する食 材ってジッパーの開け閉 め面 倒に思 いませんか？ツイスター
ロックはねじるだけで密閉できちゃう「まったく新しい防臭袋」なんです。お弁当を包んでおくと「餃
子が臭くて恥ずかしかった(;;)」なんてこともありません。いろんな用途に使える便利な袋、是非お試
しくださいね。

「ウイルス」
「菌」
「ニオイの原因物質」を拭きとり除去！

ウイルスワイプ

機能素材 株式会社
電 話.088-822-8197

FAX.088-823-6137

〒780-0843 高知県高知市廿代町６番地１３

◎代表メールアドレス info@kinousozai.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://kinousozai.co.jp/

土木機械

ノロフル

防災製品
紙製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

納入実績
薬局、スーパー

木製品

製品説明
【ノンアルコール】
【 塩素フリー】の
優しいウイルス除去用シートが誕生しました。
インフルエンザウイルスやノロウイルス、多くのウイルスや感染菌対策に衛生
商 品のニーズが高まっています。携 帯 する衛 生アイテムとしてウエットティッ
シュを選ぶ方も多いでしょう。
ウイルス除去率『 99.9％以上 』、東洋紡が白衣向けに開発した抗ウイルス微
粒子「ヴァイアブロック®※」を採用したウエットティッシュです。
※東洋紡の登録商標です。

金属・機械

サービス業の集客用

ステンレス製

からくり風車ヘリコプター

有限会社 クリエイト・テーマ
産業機械

電 話.0887-54-0533

FAX.0887-54-0534

本社工場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分１１３５番地１
南 工 場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分1330番地１ 電話.0887-50-1756
◎ホームページ www.city.kochi-konan.lg.jp/monodukuri/ ◎代表メールアドレス kurieito@md.pikara.ne.jp

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
部材全てステンレス製にて、屋外及び
屋内に設置可能。
屋外の場合、自然の風にて作動。
屋内の場合、扇風機の風により作動。
人間型ロボットが自転車で羽根を廻し
ている構造。

水産機械

納入実績
香美市物部町の食堂及び小売商店

紙加工機械

その他の情報
サイズ／Ｗ1300×Ｌ1500×Ｈ550

店舗等の出入口に設置して客にインパクトを与える
土木機械

ステンレス製

メタルアート

観葉植物 ドラセナ及びモンステラ

有限会社 クリエイト・テーマ
電 話.0887-54-0533

FAX.0887-54-0534

バイオマス・環境機械

本社工場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分１１３５番地１
南 工 場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分1330番地１ 電話.0887-50-1756
◎ホームページ www.city.kochi-konan.lg.jp/monodukuri/ ◎代表メールアドレス kurieito@md.pikara.ne.jp

防災製品
紙製品
木製品

製品説明
観葉植物を表面研磨剤のステンレスで製作。
見た目美しく見る人にインパクトを与える。

その他製品

納入実績
無し
その他の情報
サイズ／約 直径600×高さ1600
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金属・機械

受け継がれ、くらしを支える一生の道具

土佐打刃物
黒鳥鍛造工場

〒786-0043 高知県高岡郡四万十町本堂４３０

産業機械

電 話.０８８０-２４-０２９１ FAX.０８８０-２４-０２９１

◎ホームページ http://shimanto-town.net/kuro/

◎代表メールアドレス himukaji@yahoo.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械

包丁

鉈

剣鉈

斧

鎌

鍬

紙加工機械

その他の情報
土佐打刃物 黒鳥

水産機械

製品説明
土佐の打刃物は、土佐の山深きこの地を農林業のもと開墾してきた歴史があり、それとともに発展してきた貴重な刃物文
化があります。
その伝統あるものを発展させ守り次の世代に伝えていき、その想いを一品一品に込めた物づくりをしています。
またメンテナンス業務を行っており修理修繕することにより一生の道具としてお使いいただけます。

製造・販売・修理

唯一代々譲り受けていく事のできると言われる珊瑚（サンゴ）数珠。

赤サンゴの本連数珠

土木機械

親から子へ受け継がれる・宝石珊瑚1級珠厳選
株式会社 ケンセン35
電 話.088-873-5111

FAX.088-873-4126

〒780-0834 高知県高知市堺町9 -13

◎代表メールアドレス info@kensen35.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.kensen35.com/

防災製品
紙製品
木製品

その他の情報
高 知 県 珊 瑚 協 同 組 合に所 属 。
正 規 の 天 然 宝 石 珊 瑚 の みを
扱っています。
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その他製品

製品説明
唯一代々譲り受けていく事のできると言われる珊瑚(サンゴ)数珠。空海が唐でもらい
うけたものと同様、正式な百八つの主珠を持つ本連数珠です。法具としてもちろんお
守りとしても普段からお持ちいただける逸品です。珊瑚は昔から魔除け、厄除けのお
守りとして使われてきました。そして珊瑚の数珠だけは親から子へと代々受け継いで
いけるゆずり念珠とも言われております。

金属・機械

昔から賭事のお守りとされてきた白サンゴのダルマ。必勝を願って。

必勝！七転び八起き 白サンゴのダルマ根付
株式会社 ケンセン35

産業機械

電 話.088-873-5111

FAX.088-873-4126

◎ホームページ http://www.kensen35.com/

〒780-0834 高知県高知市堺町9 -13

◎代表メールアドレス info@kensen35.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械
紙加工機械

製品説明
ダルマには魔除け、厄除け効果があると言われ重宝されていました。さらに何度転ん
でもすぐに立ち上がるダルマの姿から、大事なときに実力以上の力を発揮できる。何
度挑戦してもくじけないなどの意味を込め、武士や勝負師・博打打が縁起をかつぎ身
につけていました。
現在ではダルマのその姿から受験、商いのお守りとして用いられております。根付の
ひもは赤の正絹でダルマは白サンゴを使用しています。紅白の縁起物としても贈り物
に人気があります。

その他の情報
高 知 県 珊 瑚 協 同 組 合に所 属 。
正 規 の 天 然 宝 石 珊 瑚 の みを
扱っています。

あらゆる模型製作承ります。
土木機械

ジオラマ・模型製作
有限会社 サーマル工房
電 話.088-833-8039

FAX.088-833-8808

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.thermal-kobo.jp/

〒780-8023 高知県高知市六泉寺町167

◎代表メールアドレス info@thermal-kobo.jp

防災製品

製品説明
サーマル 工 房では、建 築・作 業 機 械・
町並みなど実物を忠実に再現した精
密模型を製作しています。クライアン
ト様のご要望に沿ったオーダーメイド
の模型は、様々な展示会やイベント、
プレゼンなどでご活用頂いています。

紙製品

納入実績
株式会社高知丸高
株式会社技研製作所
株式会社 SKK
兼松エンジニアリング株式会社
高知県中芸観光協議会
AIU損害保険株式会社
株式会社朝日技研
新高知重工株式会社
関西仮設株式会社

木製品

その他製品

その他の情報
主要設備 レーザー加工機
3軸造型機
3D設計ソフト 等
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金属・機械

２本のグリップであなたのゴルフが変わります！

ZERO PLANE 15
三惠 株式会社

FAX.088-837-4855

〒780-8010 高知県高知市桟橋通4丁目13番28

◎ホームページ http://www.sankei-kochi.co.jp/

農業機械
林業機械

納入実績
H28 600本

食品機械

製品説明
・ゴルフプレー時のアプローチとパットの練習用具。上級者のスイ
ングを体感できます。
・ZERO PLANEにゴルフクラブをセットし、2本のグリップを両
手で持つことで、自然なボディターンを体感でき、パッティングが
上達します。
・真剣にクラブを握るほど、体のあらゆる力が上体に集中し筋力が
硬直するイップスを、2本のグリップを右手と左手で離して持つ
ことで 握る 感覚が劇的に消失します。
・自分のクラブを使って練習ができ、初心者でもセットがしやすい
ようにシンプルなデザインです。

産業機械

電 話.088-837-4811

その他の情報
インターネット販売。税込価格 25,664円

水産機械
紙加工機械

鋼芯のワイヤロープよりも驚く軽さ・破断強度の強い繊維ロープ
大紀商事 株式会社
電 話.088-847-7300

土木機械

DSロープ
FAX.088-847-7378

〒781-0112 高知県高知市仁井田新築4517-3

◎代表メールアドレス info@daiki-sh.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.daiki-sh.co.jp/

防災製品

製品説明
林業の労働負荷を軽減する。鋼芯のワイヤロー
プと比較すると、重量が軽く、1ｍ当たり58.5ｇ
（9ｍｍ）と驚く軽さ。破断強度（引張強度）が強
い。
（同径）伸びが少ない為、
ドラムも傷まない商
品。

紙製品

納入実績
森林組合・林業素材生産業者・林業関係者など
（高知県・徳島県・広島県・滋賀県・和歌山県・栃木
県・新潟県・岩手県・長野県・福島県など）
愛媛県農林水産研究所林業研究センター
公益社団法人 徳島森林づくり推進機構
など

木製品

その他製品

その他の情報
種類：ダイ二 ―マ1 2 打ちロープ
色：白 ・ストランドの数 1 2 本
取扱 呼 称 太さ 9ｍｍ・1 0ｍｍ・1 2ｍｍ
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123

金属・機械

６つのマルチポケットを備えたロッドケース。長尺荷物となる釣竿と重量のあるルアーを一つのバッグに収納することで、遠征釣行時の航空機や列車での手荷物をコンパクトに収めます。

トラベラーズロッドケース
株式会社 ディーパース・ファクトリー

産業機械

電 話.088-854-5606

FAX.088-854-5601

◎ホームページ http://www.deepliner.com/labs/

〒781-0270 高知県高知市長浜３１０５−３

◎代表メールアドレス deepliner@nifty.com

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
軽量で長尺の釣竿と、メタルジグなどの小さくて重量のあるものを一つにまとめて収納することにより、
遠征時の手荷物数を減らし、移動時の手間や費用を軽減します。
その他の情報
長さ1.6ｍタイプと1.9ｍタイプの２サイズ展開

納入実績
2017年11月発売予定
紙加工機械

大好きな海の資源を守り育てることもアングラーとして心がけたい。
土木機械

リリースジグ

Spindle

株式会社 ディーパース・ファクトリー
電 話.088-854-5606

FAX.088-854-5601

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.deepliner.com/labs/

〒781-0270 高知県高知市長浜３１０５−３

◎代表メールアドレス deepliner@nifty.com

防災製品

製品説明
魚釣りにおいて、想定外の魚種や小さすぎて放流すべき大きさ
の魚が釣れてしまった場合など、釣れた魚が元気なうちに川や
海に戻す場合があるが、数十メートル、あるいは100mを超え
る水深から釣り上げた魚の場合は、そのまま水面で放流しても
水圧の変化による影響（浮き袋の膨張など）が大きく、生存確
率が大きく低下してしまう。
「リリースジグ Spindle」 を使って釣れた水深まで強制的に
戻すことにより、放流後の生存確率を大きく高めることができ
る。

紙製品

その他の情報
重量500ｇ

木製品

その他製品
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廃ガラス生まれの次世代素材

有限会社 土佐通信

スーパーソル

FAX.088-856-3198

◎ホームページ http://www.supersol-tosa.jp/

〒781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐3157

◎代表メールアドレス hama@supersol-tosa.jp

納入実績
ピーマン農家・ネギ農家・しょうが農家・ブルーベリー
生産者・種苗業者・にら農家・ジャガイモ農家・園芸
店・植物店・個人花卉園芸製作者様・高知県水産試験
場・鍛造工場・リサイクル工場・特殊盆栽販売社

食品機械
農業機械

製品説明
地域から排出される廃ガラス（着色問わず）を原料と
し、粉砕・焼成発泡させることで生れたのがスーパーソ
ル（人口軽石）です。多孔質軽量発泡資材スーパーソル
は保水性・通気性・透水性に優れているので、農業・園
芸・土木・浄化等様々な用途で活躍できる資材です。ま
た、無機鉱物性なので薬品にも強く耐久性にも優れてい
ます。スーパーソルの原料となるガラスは天然資源から
作られているため、スーパーソルとなって生まれ変わっ
ても土中へと還ります。循環型社会構築において次世代
資材となる商品です。

産業機械

電 話.088-856-3199

金属・機械

多孔質軽量発泡資材スーパーソルは様々な分野で活躍できます

林業機械
水産機械
紙加工機械

軽量、部品交換可能型で新登場！

軒締機 トンボ

土木機械

屋根工事の達人
株式会社 土佐テック
電 話.088-804-7500

FAX.088-804-7501

〒783-0087 高知県南国市三和琴平3丁目1065-69

◎代表メールアドレス request@tosatech.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.tosatech.com/

防災製品
紙製品
木製品

納入実績
㈱鈴木金物センター・(有)成友産業

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

その他製品

製品説明
・板幅４５５ｍｍ用
・重量は３ｋｇと軽量。作業効率アップ
・部品を交換できるので、長く使用でき、低コスト。
・ハンドルの倒れ止めで、板に傷が付きません。
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金属・機械

旬の食材を味わう。切れ味がいいと気持よく作業ができます

TOSA 鍛造三徳包丁ニッケルダマスカス15層V-10
有限会社 トヨクニ

産業機械

電 話.088-862-2819

FAX.088-862-2817

◎ホームページ http://www.toyokuni.net/

〒783-0071 高知県南国市亀岩728-2

◎代表メールアドレス info@toyokuni.info

食品機械

製品説明
季節の食材を切れ味のいい包丁で調理する
とスパッと切れてお料理が楽しくなります。三
徳庖丁は日本の家庭では最も一般的な包丁
です。お魚、お肉、お野菜、果物と全般にお使
い 頂けます。刃は両 刃 仕 上げですので 右 利
き、左利きどちらでもお使い頂けます。刃の表
面には作者の銘をお入れしています。刃には
ステンレスと高硬度、高炭素のV金10号から
なる33層構造。刃体の表面には木目のように
美しいダマスカス模様が刃全体に広がり、高
級感を演出。

農業機械
林業機械

納入実績
国内外(大手百貨店・アウトドアショップ)

水産機械

その他の情報
全長/刃長/幅/厚さ：332/200/48.5/2.3
重さ/刃形：235g/両刃
鋼/柄/箱：DM/紫檀/専用ケース付

紙加工機械

昔ながらの製法で作り上げた一本
土木機械

土佐アウトドア剣鉈120 青su 磨き ステンツバ輪 チェッカー入り
有限会社 トヨクニ

電 話.088-862-2819

FAX.088-862-2817

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.toyokuni.net/

〒783-0071 高知県南国市亀岩728-2

◎代表メールアドレス info@toyokuni.info

防災製品

製品説明
四 代目、晶 之が作り出 す「 土 佐アウトドア剣
鉈」は小枝の伐採、木工細工、魚の解体、キノ
コ狩りなど様々なアウトドアシーンで活躍しま
す。ヒルト部分にツバがついていますので、初
心者の方にも安心して使えます。
納入実績
国内外(大手百貨店・アウトドアショップ)

紙製品
木製品

その他の情報
刃長/全長/刃形：120/265/両刃
厚み/幅/重量/鋼：4/28/220/青su
柄/鞘：樫柄チェッカー入り/木鞘銅板皮ベルト
表面/ツバ：磨き/ ステンツバ輪

その他製品
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電解水素水整水器

TRIM ION HYPER （トリム イオン ハイパー）

金属・機械

水を変える、暮らしを変える｢ウォーターヘルスケアという、新習慣｣
株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
FAX.088-804-8508

◎ホームページ http://www.trim-em.jp/

〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1-5-2

産業機械

電 話.088-804-8510

◎代表メールアドレス temkeiri@nihon-trim.co.jp

食品機械

製品説明
今、話題の水素水を手軽に、ふんだんに、ご家庭で。
私たちの身体の約６０％を占める水。だから、生活のさ
まざまなシーンでふれあう水も、より いい水 をお届
けしたい。我々は、ご家族の健やかな暮らしを願い、
おいしくて身体にいい水 を日々の生活に取り入れ
て頂く｢ウォーターヘルスケアという、新習慣｣を提唱
しています。
コストも、５年間のご使用で１リットル当たり、約６円と
非常に経済的です。

農業機械
林業機械

納入実績
30年以上の実績。2015年度の出荷台数10万台。

水産機械
紙加工機械

クールバッグ（断熱縫製カバー）
・蓄冷材
株式会社 永野

FAX.0880-82-4619

〒787-0303 高知県土佐清水市清水笹原谷853番地1-2

バイオマス・環境機械

電 話.0880-82-3461

土木機械

さまざまな商品の保冷に活躍するクールボックスや保冷剤梱包ボックスの製造から
修理まで対応するために、全国7カ所のネットワークを展開

◎ホームページ http://k-nagano.co.jp/

防災製品
紙製品
木製品

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
自社で製造された遮光性・断熱性に優れたクールボックスは、水産品、食品、業務台車用、医薬品と、さまざまな業種の輸
送・保管に活躍しております。また、軽量で未使用時はコンパクトにたためるため、利便性も抜群です。
当社では保冷剤の加工設備もあり、さまざまなサイズの保冷剤をご提供しています。自社製造を活かし、形状やサイズも
特注が可能なので、幅広い用途の製品を製造、修理ができますので、お気軽にご相談ください。

金属・機械

水産品を新鮮な状態で消費者にお届けするための多種多様な包装資材と野菜や
大切な果物を守る発泡スチロールボックスや緩衝材

魚函（発泡ポリスチレン製魚函）、農産箱（発泡ポリスチレン製農産箱）

産業機械

株式会社 永野

電 話.0880-82-3461

FAX.0880-82-4619

〒787-0303 高知県土佐清水市清水笹原谷853番地1-2

◎ホームページ http://k-nagano.co.jp/

食品機械
農業機械
林業機械

製品説明
鮮魚や水産加工品の輸送に必要不可欠な発泡スチロール魚箱は、
種類や大きさに合わせたさまざまな製品を提供しており、自社製造な
ので、ご要望に応じたカスタマイズも可能です。独自加工で排水口を
設けるなど、鮮度を保つ工夫も日々進化しています。また、野菜等の
あらゆる農産品を、お客様の使用用途や利便性を考慮し、たとえば箱
を積み重ねたまま予冷ができる設計を施すなど、細部にわたりご提案
をしています。
当社では自社倉庫と物流センターを活用し、在庫管理を徹底、ご要
望に応じ迅速かつ正確に製品をお届けしています。
自社製造を活かし、形状やサイズも特注が可能なので、幅広い用途
の製品を製造ができますので、お気軽にご相談ください。

水産機械
紙加工機械

目から鱗 の勝れもの！
！
土木機械

うろこ散らんき（うろこ取り器）
有限会社 南国ステンレス
電 話.088-833-5518

FAX.088-833-5534

〒780-80１７ 高知県高知市南竹島町53-4

バイオマス・環境機械

防災製品

製品説明
どんな魚でも大、小にかかわらず、簡単に鱗が器具にひっつ
く様にきれいに取れます。また、鱗が飛びちりにくい構造に
なっています。
オールステンレスなので、使用後、片付けが簡単、汚れても
きれいに洗浄ができ衛生的です。
丈夫で長持ち、魚の嫌なにおいも消え、安全で楽に引く事が
可能で、作業時間も短縮されます。

紙製品

納入実績
一般家庭、釣り人、水産加工会社、鮮魚店、水産高校等、又、
料亭、旅館の板長
（鮮魚店、板長さんには喜んでもらっています。）

木製品

その他の情報
オールステンレスのみ ／ 4,９８０円（税別）

その他製品
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天使のベビーふとん
株式会社 ハート

5点セット

FAX.088-882-4822

◎ホームページ http://www.heart-kochi.jp/

〒780-0073 高知県高知市北金田4-18

産業機械

電 話.088-882-4788

この思いがハートの原点

金属・機械

「安全・安心」な眠りをお届けしたい

◎代表メールアドレス heart@heart-kochi.jp

食品機械

製品説明
ベビーふとんは、赤ちゃんを初めてお家へ迎える時に、
一番必要なもの。
生まれたての敏感な肌もやさしく包み込み、安心して眠
らせることができる、無添加の安心・安全なベビーふと
んセット。
世 界 最 大 の第 三 者オーガニック認 定 機 関 エコサート
が、オーガニック世界基準のGOTSとOCSに基づき、
定期的に厳しい検査を行い、通常の工場ではよく使用
される、塩素系漂白剤・ホルマリン・蛍光増白剤・発ガン
性・アレルギー性のある合成染料・合成界面活性剤は一
切不使用。オーガニック認定を得た工場で製造してい
ます。
原料だけでなく、最終製品でオーガニック認証を取得し
た「本物のオーガニック」製品をぜひお試しください。

農業機械
林業機械

その他の情報
オーガニック認定機関
オーガニック認定基準

水産機械

納入実績
百貨店、こだわり生協、海外ファッションブランド他

エコサート（フランス）
GOTS / OCS

紙加工機械

ブレード進化の「かたち」…「ＳＡＫＯＮ+」
土木機械

SAKON+（サコンプラス）
穂岐山刃物 株式会社
電 話.0887-53-5111

FAX.0887-53-5115

〒782-0039 高知県香美市土佐山田町栄町3-15

◎代表メールアドレス info@hokiyama.com

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.hokiyama.com/

防災製品

製品説明
SAKON+は㈱IHIが航空機エンジン部品などに採用している表
面処理技法を包丁に適応させた製品です。このVeeTech処理に
より、刃先は刃物用鋼材から超硬質粒子へと徐々に変化し、使用
する毎にミクロン単位でノコギリ状の刃が自己再生するメカニズム
を持っています。与えられた刃先の自生作用で、
「SAKON+」は
金属製でありながら、セラミック包丁に匹敵する驚異的な切れ味
持続性を実現しています。

紙製品

納入実績
刃物専門店、ＷＥＢ通販、海外厨房用品専門商社、生協など

木製品

その他の情報
モリブデン・ヴァナジウム・ステンレス鋼基材ブレードにVeeTech加工
耐衝撃性、耐候性、耐薬品性、耐熱性に優れた2種のメタクリル人
口大理石板を組み合わせた削り出しハンドル。
高知県地場産業大賞奨励賞受賞

その他製品
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金属・機械

妖しいまでの美と強さへの憧憬から生まれた日本のブレード・アート

SAKON叢雲
穂岐山刃物 株式会社

産業機械

電 話.0887-53-5111

FAX.0887-53-5115

◎ホームページ http://www.hokiyama.com/

〒782-0039 高知県香美市土佐山田町栄町3-15

◎代表メールアドレス info@hokiyama.com

食品機械

製品説明
全 7 3 層 に 及 ぶダマスカス 紋 様 は 、ニッケル・クロム 含 有 量 に 富 ん だ
SUS304ステンレスとSUS410という2種のステンレスを交互に入念に
鍛造した際に出来上がるものです。その深いグレーと銀色を帯びた輝き
をもって使い手を魅了します。
姉妹シリーズ叢雲【むらくも槌目】は神話伝説の天叢雲剣（あめのむらくも
のつるぎ）をイメージし、そのブレード表面の独特な槌目模様は文字通り
群雲を想起させます。

農業機械

納入実績
刃物専門店、海外厨房用品専門商社、WEB通販、百貨店

林業機械

その他の情報
SAKON叢雲ダマスカス（写真右上）、刀身芯材にはSKD11合金工具鋼
を採 用 、両 側に3 6 層もの鍛 造され
た多層部分を重ねています。
SAKON叢雲【 槌目】
（写真右下）、
高炭素モリブデン鋼AUS8を芯に、
極軟質ステンレスSUS405地鉄の
3層ブレード。
５種のハンドルカラー・
バリエーションがございます。

水産機械
紙加工機械

左より ライト・ブラウン、マホガニー・ブラウン、
ワイン、ダーク・ブラウン、ブラック

５種類の自然生薬と温泉成分がめぐりを促し、美しく健やかな体へ導きます。
土木機械

生薬のめぐり湯
松田医薬品 株式会社
電 話.088-862-1666

FAX.088-862-1770

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://matsudaiyaku.co.jp/

〒783-0052 高知県南国市左右山229-1

◎代表メールアドレス nangoku@matsudaiyaku.co.jp

防災製品

製品説明
『生薬のめぐり湯』は松田医薬品が長年の生薬研究
に基づき、入浴に最適な温度できちんと効果を発
揮する生薬にこだわり開発しました。
カラダのめぐりを良くするために選び抜いた５種類
の自然生薬、さらに温泉成分を配合することでやわ
らかい湯質になるだけでなく生薬の有効成分をしっ
かり引き出してくれます。
生薬のチカラが存分に発揮されることで芯から温
まり、めぐりも良くなり、美しく健やかな体へと導き
ます。

紙製品

納入実績
自社ECサイト販売、他社通販企業への販売
木製品

その他の情報（松田医薬品オンラインショップ）
https://meguriyu.matsudaiyaku-shop.jp/
sm̲1703̲1̲a.html

その他製品
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金属・機械

高品質な貴金属材料を用途に応じて製作します

スパッタリング材料（貴金属ターゲット）
YAMAKIN 株式会社

FAX.0887-55-0053

◎ホームページ http://www.yamakin-gold.co.jp/

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷１０９０-３

産業機械

電 話.0887-55-0120

◎代表メールアドレス kouchi-soumu@yamakin-gold.co.jp

食品機械
農業機械
林業機械

円型ターゲット

角型ターゲット

納入実績
▪国内外半導体

▪デバイスメーカーおよび国内商社

紙加工機械

その他の情報
サイズ・品位・配合・納期など、お気軽にご相談ください。
※ご相 談 内 容により対 応できかねる場 合がございますの
で、ご了承ください。

水産機械

製品説明
プラズマ化した原子核をターゲット材に当て、はね返った原
子や分子を基盤に付着させる方法「スパッタリング」に適し
た表面組織形状を特殊な方法で制御した高品質材料の提
供を行っております。
※ヤマキンターゲットの種類
▪長方形: 液晶、太陽電池など向け
▪円盤形: 半導体、工具コーティングなど向け

高品質な貴金属材料を用途に応じて製作します
土木機械

貴金属蒸着材料（ペレット形状・ショット形状）
YAMAKIN 株式会社
電 話.0887-55-0120

FAX.0887-55-0053

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷１０９０-３

◎代表メールアドレス kouchi-soumu@yamakin-gold.co.jp

バイオマス・環境機械

◎ホームページ http://www.yamakin-gold.co.jp/

防災製品
紙製品

ペレット̲Pt

ショット̲Ag

木製品

納入実績
▪国内外半導体
▪デバイスメーカーおよび国内商社
その他の情報
蒸着材料以外にも、チップ状、線状、板状など様々な形状に加工できます。
先ずはご相談ください。
※ご相談内容により対応できかねる場合がございますので、ご了承ください。
高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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その他製品

製品説明
貴金属蒸着材料は半導体や電子部品、各
種ディスプレイなどに使用されます。
高 純 度 、均 一 形 状が求められるため、品
質にこだわった 製 品 づくりをして おりま
す。使用用途に応じてサイズや配合を調
整 することもできますので、是 非 一 度ご
相談ください。

ペレット̲Au

金属・機械

安心・安全設計で耐久性も抜群！ カラスや犬猫の食べ散らかしを防ぐフタつき！

ゴミステーションBOX
有限会社 山中製作所

産業機械

電 話.088-865-8110

FAX.088-865-0502

〒783-0081 高知県南国市片山字辻1890-４

食品機械
農業機械
林業機械
水産機械

製品説明
どぶづけ亜鉛メッキ加工のスチール製で、量産体制により大幅なコ
ストダウンを実現しました。
設置場所に合わせ、サイズ・形状など別注も承ります。
学校、保育園、公共施設、町内会などでぜひご利用ください。

紙加工機械
土木機械
バイオマス・環境機械

防災製品
紙製品
木製品

その他製品
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納入実績
南国市（500台）香南市、高知市ほか
その他市町村等（100台）
その他の情報
サ イ ズ／Aタイプ
Bタイプ

1,600×900×900（700）
1,250×900×900（700）

Kochi Prefecture Product Sales

「技 術」

高知県外商支援

製

分類／製造

工法・技術／塗装

造

金属製品の塗装（粉体・溶剤）
株式会社 栄光工業

造

電 話.088-864-1116

FAX.088-864-1119

形

〒783-0023 高知県南国市廿枝1307番 ◎代表者：中山博之
◎ホームページ http://www/eikous.jp/ ◎代表メールアドレス glory@eikous.jp
事業内容／金属総合加工 主要製品／業務用ボイラー・産業機械など
資本金（百万円）／50 設立年月日／1976（昭和55）年7月1日 売上（百万円）／1,600 従業員数／200

素材／部品

新技術・新工法
特 徴

環

県内随一の塗装加工が可能

境

粉体塗装

（溶剤を使わず、顔料を直接コーティング）が可能

土木・建築

被膜が厚く形成でき、塗装品質（防錆、耐衝撃）が優れている

輸送ラインで移動

洗浄・塗装・乾燥工程全てが、１ラインで実施可能

自動洗浄機導入（洗浄乾燥装置付き）

脱脂＋リン酸鉄処理により、塗膜性能が向上
大型乾燥炉（W3350mm×D3500mm×H3400mm）
▪２台稼働 ▪２台ともライン化＆粉体焼付可能

大型乾燥炉による粉体焼付

大型製品も輸送可能なライン

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
■
■
□
□

▪金属製品の塗装全般

▪三浦工業㈱
▪三菱重工業㈱
▪オークラ工業㈱
▪㈱フジアステック
▪㈱ディスコ

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□有

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪品質の高い粉体塗装
⇒県内取扱い業者は数少ない。

▪問題点

▪コスト

▪対応方法

製品と指定塗料を持ち込んで頂くこ
とにより、対応可能。
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パテント

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

塗装のみの受注は原則持込み。
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■否

■無

県内受注は輸送コストを低減
▪品質

一方向の流れにより品質安定
▪生産・作業性

大型の洗浄機・焼付炉の導入によ
り処理能力向上

製

分類／製造

工法・技術／溶接・機械加工

造

お客様満足を第一に、あらゆる金属の加工・組立に卓越した技術集団をめざしています。
株式会社 エスイージー

FAX.088-863-0728

造

電 話.088-863-3186

形

〒783-0004 高知県南国市大埇甲1498番地 ◎代表取締役 大利 賀臣
◎ホームページ http://segnet.jp/ ◎代表メールアドレス segeast@piano.ocn.ne.jp
事業内容／金属製品製造 主要製品／農業機械部品、建設機械部品、船舶機械部品、精密板金関連、ボイラー用部品、各種産業用機械
資本金（百万円）／10.7 設立年月日／平成20年1月25日 売上（百万円）／5,000 従業員数／331

特殊形状、少量多品種、短納
期にも対応

縦型溶接治具

大手企業との取引で
培われた品質管理ノウハウ

オリジナルな
治工具類の設計・開発

低コスト輸送を実現した
物流ネットワーク

薄板メインの
溶接作業者約100名

受賞履歴

2011年 縦型溶接治具
文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪スポット溶接仕組品
▪溶接仕組品
▪パイプベインダーによる加工
▪プレス、レーザー加工
▪ギヤ
▪シャフト焼入れ、研磨

▪ヤンマー㈱
▪ヤンマー農機製造㈱
▪ヤンマー建機㈱
▪㈱技研製作所
▪三浦工業㈱
▪㈱アテックス 等

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

土木・建築

四国でトップクラスの
機械設備

4
5
6
7

境

1
2
3

金属加工技術で
50年を超える実績

環

自社の多種多様な加工技術と協力会社とのネットワークを活用して
お客様の発注先の一元化をお手伝い！

素材／部品

特 徴

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

▪ヤンマー農機製造㈱様より
「品質管理優良認定工場」認定
▪三浦工業㈱様より
「スペシャルサプライヤー」認定
▪平成29年度高知県溶接技術コンクール優勝！
「炭酸ガスアーク溶接の部」

▪問題点（課題）

■否

パテント

□有

■無

従来との比較

作業者のレベルUP
▪対応方法

作業者の教育・訓練を徹底し、レベル
UPを図る。
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製

分類／製造

工法・技術／精密機械加工・組立

造

開発から生産まで一貫した製品管理
株式会社 キヨトウ

造

電 話.0887-54-2191

FAX.0887-55-5621

形

〒781-5453 高知県香南市香我美町山北１２３番地４ ◎代表者：清藤秀夫
◎ホームページ http：//www.kiyoto-web.co.jp/ ◎代表メールアドレス info@kiyoto-web.co.jp
事業内容／精密機械加工、組立 主要製品／工作機械部品、リサイクル・廃棄物処理機械部品、一般産業機械部品
資本金（百万円）／10 設立年月日／昭和48年12月 売上（百万円）／― 従業員数／52

素材／部品

従 来

新提案

設

計

（お客様）
環
境

見積、設計（部品）から組立までの
トータルサポート
︵お客様︶

部品図面展開

特 徴

（お客様）
土木・建築

設

計

部品加工の外注発注
（お客様）

部品図面展開
部品加工…部品加工

社

組

弊

（部品加工メーカー）

立

部品加工

（お客様）

組
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立

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪設計・製缶・組立
▪精密機械加工全般
（焼入・鍍金・研磨含む）

取引地区
四国、中国
近畿・関西、関東

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪県内屈指の設備台数（MC、旋盤、研削盤他）
▪単品小ロットにも対応
▪熱処理/鍍金/研磨含む加工にも対応可能
▪対応可能な材質
炭素鋼/アルミニウム/ステンレス
ダイス鋼/ハステロイ/砲金/樹脂他

▪問題点
加工者の高齢化・技術の継承
▪対応方法
インターネットなどを活用し積極
的に人材確保に取り組む
従業員の人材育成

▪コスト
20％削減
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製

分類／製造

工法・技術／高品位金属溶接

造

コストダウンにつながる溶接（製造方法）の提案
有限会社 クリエイト・テーマ

FAX.0887-54-0534

①設計まで遡る製造・加工方法の提案

②独自の溶接手法
特 徴

環

特 徴

③アルミ及びステンレス製の
真空容器の製作

④バックシールドガスを必要とする
熱交換器の溶接

特 徴

土木・建築

▪部分的分割された品物をそれぞれ溶接
▪歪取りをして合体する事により全体的な歪みを
少なくして製品精度を上げる

特 徴

▪Heガスによる真空リークテストが自社で可能
▪Oリング溝の最終手仕上げによる研磨技術
▪電解研磨機によるステンレス焼取り、研磨

同じ技術レベルを持つ２名の作業者が左右両側
から同時に溶接する事によりシールドガスの 使
用量を少なくすると共に時間の短縮を図りコスト
ダウンに繋げる。また、裏波溶接技術も保有

適用例

熱交換器見本

パイプ裏波溶接見本

溶接研磨見本

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

ステン・アルミ・チタン・銅等の
MAG、MIG、TIG溶接他

非公開

□可

■否

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪仕上り公差1/数千㎜
例／廻り舞台のピンギヤー
直径18m→真円度3㎜（1/6000㎜）
▪テーマパーク回転フロア
直径11M→真円度2.5㎜（1/4400㎜）
▪現場作業員15名全員が溶接関連の国家資格を保有

▪問題点

▪コスト

技術の伝承

20％以上削減

▪対応方法

▪生産・作業性

歪みを少なくするための設計者と
の徹底な打合せ
従業員の人材育成のレベルアップ

10％以上向上

（アーク溶接作業者、ボイラー溶接士等の国家資格33種類）
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境

一体物に溶接して大型の工作機械で加工する製
品において、ボルト等で分離することにより小型
の工作機械で加工可能にしてコストダウンを図
る等の提案

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

素材／部品

新技術・新工法

形

本社工場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分１１３５番地１
南 工 場／〒781-5452 高知県香南市香我美町下分1330番地１ 電話.0887-50-1756
◎ホームページ www.city.kochi-konan.lg.jp/monodukuri/ ◎代表メールアドレス kurieito@md.pikara.ne.jp ◎代表取締役社長 徳島弘晃
事業内容／各種産業機械・設計・製作・改造及びメンテナンス他機械部品製缶・加工・組立
主要製品／圧力容器、熱交換器、真空容器、各種タンク、配管裏波溶接等、環境関係・食品関係・薬品関係・化学関係・防衛省関係・原子力関係・
舞台装置・テーマパーク関係機器の製作 資本金（百万円）／3.5 設立年月日／1987（昭和62）年6月1日 売上（百万円）／― 従業員数／20

造

電 話.0887-54-0533
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製

分類／製造

工法・技術／鋳物素材制作

造

光造形による型無し鋳物づくり Ｄ・Ｑ・Ｃ デジタルクイックキャスト
高知機型工業 株式会社

造

電 話.0887-50-3988

FAX.0887-55-3906

形

〒781-5452 高知県香南市香我美町下分１２４４番地1 ◎代表取締役社長 北 政憲
◎ホームページ http://www.nc-model-inc.co.jp/ ◎代表メールアドレス hoikita55@nc-model-inc.co.jp
事業内容／模型製造、並びに販売に関する一切の業務 主要製品／金型・樹脂型・機械木型・鋳物素材・シェルモールド・光造形・セミロスト・ロストワックス
資本金（百万円）／34 設立年月日／1965（昭和40）年3月 売上（百万円）／―
従業員数／42

素材／部品

光造形品

環

ダクタイル鋳鉄（FCD）
タービンハウジング１台製作例

境

①データ支給
②光造形製作／３日目

土木・建築

③鋳 型 製 作／８日目
④鋳造・仕上げ・出荷／３日目

鋳造品

光造形品で形状確認、勘合・干渉確認等で、スピー
ディー且つ正確な検証が可能。光造形品で、素材
と同じ状態にすれば加工冶具素材用として、使用
可能。光造形品を応用した技術により、金型を製
作せずに鋳造品ができるため、金型費用とリード
タイムを低減できます。

各種金属材質に対応可能

ＦＣ・ＦＣＤ・ＳＣ・ＳＣＳ・ＡＣ 等

鋳造型を製作しないので、資産台帳、保管場所が不要
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提案の狙い

適用可能な製品・分野

海外対応

□
□
■
□
□
■

▪新規開発品
▪試作〜量産までの立ち上げ品

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪光造形品で形状確認、勘合・干渉確認等で、スピーディ
且つ正確な検証が可能。
▪光造形品で、素材と同じ状態にすれば加工治具素材用
として、使用可能。
▪光造形品を応用した技術により、製作用金型を作成せず
に鋳造品ができるため、金型費用とリードタイムを低減
できます。
▪FC・FCD・SC・AC材対応

▪問題点

▪生産・作業性

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

鋳物素材１個につき、
光造形品が１個必要な為、
量産品には向かない。
▪対応方法

開発試作おける
試作製品での判断の合意。

試作素材完成までの
工期短縮

製

分類／製造

工法・技術／表面処理加工

造

高硬度無電解ニッケルめっき（熱処理なし）
高知精工メッキ 株式会社

FAX.088-863-5236

造

電 話.088-864-2260

ロールめっき・一般部品

新技術・新工法

硬質クロムめっき

素材／部品

従 来

形

〒783-0001 高知県南国市日吉町2丁目1番12号 ◎代表者：岩崎秀雄
◎ホームページ http://www.ksm-com.jp/ ◎代表メールアドレス mail@ksm-com.jp
事業内容／表面処理、機械加工 主要製品／配電盤部品、電力接点部品、工作機械部品、繊維関連ロール、大型重機関連部品
資本金（百万円）／20 設立年月日／昭和36年3月 売上（百万円）／― 従業員数／102

高硬度無電解ニッケルめっき

特 徴

◎特徴／硬いHv800以上
◎課題／厚めっき後は研摩が必要
◎課題／付き回りが悪い

研摩不要

熱処理省略

熱処理省略
による

短納期
対応加工

熱処理省略
による

素材影響なし
土木・建築

による
寸法管理が
コストダウン
容易
メリット

適用例

❶
◎特徴／付き回り良い（膜厚精度良い）
耐食性に優れる
硬度 HV500前後
＊熱処理でHv600〜900に硬化
＊複雑な形状にも均一なめっき析出

①アルミロールの表面硬化
②小物部品の表面硬化
③小内径部の表面硬化

❷

❸

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
■
□

▪繊維
▪製紙ロール部品
▪印刷ブレード
▪工具・一般加工部品
▪一般高硬度要求部品

▪三菱電機㈱
▪三菱重工㈱
▪京セラ㈱
▪ミロク製作所㈱

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

□有

境

めっき後

環

熱処理なしで硬度約HV700
析出皮膜の耐摩耗性良い

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪ご提供可能なめっき膜厚 5μｍ〜30μｍ
▪めっき精度 指定膜厚±15％
▪めっき可能な材質
一般的にめっきを実施している材質は可能で
す。アルミ合金・ステンレス・銅合金。更に硬度
を要求される場合は熱処理により約HV800
〜900の硬度UPが可能です。

▪問題点
30μm以上の厚付け不可
▪対応方法
特性上不可

▪コスト
ジグ作成・熱処理コスト削減
▪質 量 研摩シロ不要
▪生産・作業性
特殊ジグ等不要
▪その他 納期短縮
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製

分類／製造

工法・技術／難削・難形状加工

造

高能率な難削材 ・ 難形状切削加工を実現
株式会社 坂本技研

造

電 話.088-864-4277

FAX.088-864-4279

形

〒783-0022 高知県南国市小籠941番地6 ◎代表者：代表取締役 坂本正興
◎ホームページ http://sg.kcan.ne.jp/ ◎代表メールアドレス sgmail@mb.infoweb.ne.jp
事業内容／金属製品切削加工 主要製品／油圧製品（マニホールドブロック）、インペラー加工、流体機械および回転機械の設計・製造・組立
資本金（百万円）／15 設立年月日／1980（昭和55）年11月 売上（百万円）／― 従業員数／31

素材／部品

従 来

マシニングセンタで の 切 削 加
工における従来の課題

独自技術の高能率な難削材、難形状切削加工

環
境
土木・建築

ツールホルダーから刃物の突き出しが
長く，
高速回転で切削する場合，
①刃物の寿命が短い
②加工ビビリ振動により表面荒さが落
ちる
といった課題があった。難削・難形状の
切削加工では顕著に現れる。

特 徴

刃物とツールホルダの動バランスを効果的に調整する手
法を独自開発。この手法を適用することで、刃物部での不
要な回転振動低減及び切削回転数向上を実現。
刃物の
長寿命化

加工表面の
品質向上

単位時間当たりの
切削量増加（1.4〜2.0倍）
▼
高能率な難削材・難形状切削加工実現

適用例

ビビリ振動の発生しやすい加工例

動バランス調整用ネジ

難削・難形状切削専用ツールホルダ
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提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
■
■
□
□

切削加工を中心とした
精密金属部品加工

▪㈱技研製作所
▪㈱垣内
▪井上特殊鋼㈱
▪㈱ターボブレード
流体装置メーカーほか

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

■有

□無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪耐熱鋼などの難削材や、複雑な曲面を有する
難形状部品に対して高能率なマシニングセン
タ加工を行うことができます。本技術を活用し
た受託加工を行っておりますので、お気軽にご
相談ください。
加工実績の材質／
ステンレス（SUS304、SUS431など）
耐熱鋼（SUH）、インコネル718
インコロイ800/HT、チタンなど

▪問題点

▪生産・作業性
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質量の大きなツールホルダや刃物では、完全
な動バランス調整が行えないことがあります。
また、回転振動が原因ではない切削品質の低
下には、別の対策を施す必要があります。
▪対応方法

加 工 手 順や切 削 条 件の総 合 的な検 討によっ
て、お客様の求める性能と品質を追求いたし
ます。

単位時間当たり
1.4〜2倍の
切削量増加

製

分類／製造

工法・技術／精密加工

有限会社 澤工作所

FAX.0887-54-3075

造

電 話.0887-54-3770

造

アルミ・ステンレスの精密部品加工

形

〒781-5310 高知県香南市赤岡町１９０８番地１ ◎代表者：澤 龍司
◎ホームページ http://alparts.net/ ◎代表メールアドレス info@alparts.net
事業内容／精密機械部品加工・自動機組立 主要製品／アルミ・ステンレスの切削加工部品・自動機組立
資本金（百万円）／5 設立年月日／昭和41年8月 売上（百万円）／70 従業員数／6

素材／部品

短納期・一品受注生産に対応

環

◆立型マシニングセンタ・ＮＣフライス・ＣＮＣ旋盤によるステンレス・アルミ部品を中心と
する精密機械部品加工及び自動機組立を得意としております。
◆アルミ・ステンレス・樹脂等の外観重要管理部品の加工製作を中心に製造における工程
並びに品質管理を徹底して行っております。

境

②部品加工から組立出荷まで

①美観と精度にこだわったモノづくり

土木・建築

ステンレス・アルミを中心とする精密機械加工

部品加工〜組立まで対応
過去の実績

キズ・バリ・カエリのない美観に拘った部品製作
常時4台のMCをアルミ専用機として使用

▪プリント基板検査装置・薬品検査装置・防衛庁・自衛隊戦車フ
レーム・電 池 整 列 機・巻 取 機・注 液 機・食 品 加 工 機・真 空 装 置
ほか

切削粉の掃除時間短縮刃物の付け替え時間短縮

▪現在はキャッパー・樹脂破砕機のラインの一部の組立を行っ
ており、組み上がった機械はクリーンルームへ搬入など

四国唯一、株式会社神戸製鋼所無検査システム認定工場
平 成 1 3 年 4 月 、四 国 では唯 一となる神 戸 製 鋼 所 様 の 無 検 査 化システム認 定 工 場に登 録さ
れ、以来2年毎の審査と不良率0.3%未満の基準をクリアし続けています。
この認 定は、同社様の品質管理指導や立入検査を経て、
「澤工作所の製品は常時高品質で
ある」と認めていただいたことを意味し、納入時に行う品質検査を免除されるというものです。
世界的な企業に認めていただいたことは、日々ものづくりに向き合う社員一人ひとりの誇り
につながっています。

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪精密機械部品
（ＮＣ旋盤加工、ＭＣ加工）
▪自動機組立

▪㈱神戸製鋼所
機械カンパニー

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪ステンレス・アルミを中心とする精密機械加工

▪鋳物部品加工には非対応
▪径15φ以下及び径400φ以上
の加工物への対応不可

▪コスト
▪品質
▪生産・作業性

▪キズ・バリ・カエリのない美観に拘った部品製作
▪常時４台のＭＣをアルミ専用機として使用

◎
◎
◎

▪切削粉の掃除時間短縮、刃物の付け替え時間短縮
▪㈱神戸製鋼所 高砂製作所機械エンジニアリング
カンパニー様「無検査システム」認定工場
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製

分類／製造

工法・技術／切削加工

造

油圧、水圧管用ネジ加工精度及び生産性の向上
四国スッピル工業 有限会社

造

電 話.088-863-2675

FAX.088-863-0754

形

〒783-0025 高知県南国市下末松７１-４ ◎代表者：小比賀康宏
◎代表メールアドレス suppile@extra.ocn.ne.jp
事業内容／金属製品切削加工 主要製品／工作機械用精密部品、建設機械用精密油圧部品、その他
資本金（百万円）／10 設立年月日／昭和54年7月 売上（百万円）／200 従業員数／18

素材／部品

新技術・新工法
特 徴

環
境

独自の加工方法によりメネジ部とオネジ部の加工を
ＮＣ旋盤加工で行う事に変更

土木・建築

仕上がり面良好（12.5S）

（NC加工）

品質面

生産性

バリ等の不具合もなく形状、面粗度とも
に良好な仕上がりで品質が大幅に向上
し産 業 用 高 精 度 部 品 の 生 産 が 可 能と
なった。
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四つ爪チャックと専用プログラムソフト
を併 用して 採 用したことによりコスト、
リードタイム等が大きくに削減でき生産
性の向上に繋がった。

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

切削加工を中心とした
精密金属品加工

▪㈱村上製作所
▪日本ジョンクレーン㈱
▪㈱クボタ
▪㈱垣内
▪高須工業㈱

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

従来との比較

①φ200㎜のネジまで加工可能
②材質：ＳＳ、
ＳＵＳその他 難削材

▪コスト ３０％削減
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■否

パテント

□有

■無

製

分類／製造

工法・技術／鋳型焼着防止

造

鋳鋼鋳物の焼着を防止する鋳型技術を用いた鋳鋼品の製造
株式会社 特殊製鋼所

FAX.088-883-1424

造

電 話.088-883-1291

素材／部品

従 来

形

〒780-0814 高知県高知市稲荷町120番地 ◎代表者：井戸啓彰
◎ホームページ http://www.tokushuseikosho.co.jp/ ◎代表メールアドレス info@tokushuseikosho.co.jp
事業内容／鋳鋼製造 主要製品／船舶用部品、プレス機械部品他
資本金（百万円）／63 設立年月日／1956（昭和31）年12月10日 売上（百万円）／2,000 従業員数／108

新技術・新工法

鋳型の押湯周辺などでは
熱変化により
大量の砂の焼着が発生

特 徴

鋳物砂中に添加剤を混練
環

効 果
境

▪焼着が改善されたことにより、

ランス棒の使用量が減少

土木・建築

▪ランス棒使用量70％低減

押湯周りの焼着

▪ 工期短縮とコスト削減

◎対応／焼着の除去にランス棒使用
◎課題／
ランス棒の大量使用
酸素の消費
コスト増
作業時間の増大

従来工法（焼着有）
新工法（焼着無）

特 徴

鋳物砂の繰り返し使用に
起因する鋳型の状態により
焼着や鋳肌面の荒れが発生

再生した鋳物砂に添加剤を混練

◎対応／新砂の補給による耐焼着性能
回復、鋳肌荒れ防止。
◎課題／新砂コストアップ、廃棄砂の
増大。研削砥石使用量増大。

効 果

▪新砂と同等の

耐焼着性能及び良好な表面状態の確保が可能 。

▪ 新砂使用量

60％削減

▪ 砥石使用量

20％削減

受賞履歴

平成22年度第22回素形材産業技術表彰
一般財団法人素形材センター会長賞受賞

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪造船分野
▪産業機械分野
▪建築土木分野 他

非公開

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

パテント

■有

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

従来との比較

▪ 普通鋼鋳鋼、特殊鋼鋳鋼

▪コスト

製造可能な製品重量 数10kg〜最大17トン
▪ 鋳肌面がきれいでかつ高品質な鋳鋼品を多品種・小ロットで納入。
▪ランス棒や研削砥石の使用量低減、新砂使用量の削減等により工期短縮と コスト削
減が可能となりました。

■否

□無

新砂使用量
研削砥石使用量

60％削減
20％削減

▪生産・作業性

工期短縮

20％
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製

分類／製造

工法・技術／技術・機械加工・製造

造

大型精密工作物の製缶・機械加工・組立の一貫生産
濵村鉄工 有限会社

造

電 話.088-894-5456

FAX.088-894-5460

形

〒781-0304 高知県高知市春野町西分９２０-１ ◎代表者：濵村 力
◎ホームページ http://hamamura-tekkou.com/ ◎代表メールアドレス info@hamamura-tekkou.com
主要製品／各種タンク、ダクト、環境機器
資本金（百万円）／3 設立年月日／昭和33年9月 売上（百万円）／340 従業員数／16

素材／部品

実績ある技術力と迅速な対応力！
創造力と技術ノウハウを最大限に活かし､
高品質を実現し、各種プラントや専用機の製作を行っています。

境

濱 村 鉄 工の強 み！

環

【技術力】大型製缶・機械加工の豊富な実績による技術者集団
【品質力】プラント製造に求められる施工管理体制
【対応力】工場内にて大型装置の仮組を実施！ 分割輸送品のトラブルを事前に回避

土木・建築

【製造力】設計-製缶-加工-塗装-組立-検査までの、一貫生産体制
【設

備】厚板・大型・大物の製缶溶接（製缶最大重量20ｔ） 機械加工（最大加工径2400㎜）

【実

績】大手プラントメーカーの減温塔、各種ホッパー、燃焼装置等実績多数

熟 練 工の確 か な 技 術 ︑そ れ に 続 く 若い力 ︑万 全の品 質 管 理 体 制 で ︑

信頼できる確かな製品を提供します︒
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提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪大型精密部品
▪各種プラント設備

▪三菱重工環境
化学エンジニアリング㈱
▪ＪＦＥエンジニアリング㈱
▪㈱ＳＫＫ
▪井上特殊鋼㈱

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他
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■否

パテント

□有

■無

製

分類／製造

工法・技術／切削加工

造

量産シャフト製品の生産性の向上
有限会社 繁春鉄工所

FAX.088-863-1681

造

電 話.088-864-3534

形

〒783-0004 高知県南国市大埇乙１２２１−３ ◎代表者：高田繁正
◎ホームページ http://shigeharu.jp/ ◎代表メールアドレス shigeharu3534@hotmail.com
事業内容／金属製品製造 主要製品／農業用機械部品、建設用機械部品、一般産業用機械部品、量産品・多品種小ロット品
資本金（百万円）／5 設立年月日／昭和49年4月 売上（百万円）／800 従業員数／50

3

輪郭形状測定機

（装着、加工、脱着の自動運転）

特 徴

ガントリー旋盤
ガントリー旋盤の稼働による夜間の
無人運転が可能
工 程を組 み 合 わ せてライン 化 する
ことによる中 間 仕 掛 品 の 減 少 及 び
リードタイムの短縮

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
□
□
□

▪シャフト加工全般
▪レース加工

▪ヤンマー農機製造㈱
▪㈱寶角ギヤー
▪東邦機械工業㈱

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪φ70〜長さ500㎜までの
シャフト加工が可能

▪問題点
シャフト中空部の加工が出来ない
▪対応方法
加工出来ない部分は別工程で加工する

▪コスト
20％減
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土木・建築

シャフト形状
ガントリー旋盤

センタリング
マシン

査

境

2

環

1

検

旋盤加工

前加工

素材／部品

ガントリー旋盤を中心とした前加工、加工、検査工程の
３工程を組み合わせてライン化することによる生産性の向上

製

分類／製造

工法・技術／切削加工

造

深穴加工の「高精度・高品質・高能率」を実現！
ミロク機械 株式会社

造

電 話.088-862-1136

FAX.088-862-2898

形

〒783-0054 高知県南国市比江836番 ◎代表者：安岡憲祐
◎ホームページ http://www.miroku-gd.co.jp/ ◎代表メールアドレス k-yasuoka@miroku-gd.co.jp
事業内容／各種工作機械・工具の製造・販売 主要製品／ガンドリルマシン、ガンドリルツール
資本金（百万円）／80 設立年月日／1971（昭和46）年11月 売上（百万円）／2,600 従業員数／145

素材／部品

世界一のガンドリル総合メーカーによる深穴加工の実現
ガンドリルマシン及び、ツールのトップメーカー「ミロク機械」が
充実した設備と最先端の加工技術を生かし、深穴加工に対する相談・ご注文に応じます

環

特 徴・優位性
境
土木・建築

高圧の切削油の供給により、ステップ送りの必要がなく安定
した切粉の排出による深穴加工の高能率化と加工径×100
㎜以上の深穴加工長の実現
加工範囲

加工径／Ф1.2㎜〜Ф500㎜
加工長／工具径の100〜200倍

セルフパイロット方式（自らが加工した穴をガイドとする方
式）に直進性の向上
加工精度

直進度

1.0㎜/1000㎜ 以下

回転に対する送り量が少ないため、穴精度の向上
加工精度

径公差

H7〜H9

外周パットによるバニシング効果により面粗度の向上
加工精度

面粗度 S45C：8S〜16S
FC：6S〜10S AI：3S以下

自社開発のツールによる高硬度材質への対応
対応硬度

HRC40〜50

※特殊コーティングにより、ステンレス材、インコネル、チタン等の難削材
や高硬度材料加工も可能（但し、Ф2㎜〜Ф12㎜まで）

深穴加工専門工場について
国内5ヵ所の工場ネットワークを生かした受注体制の確立

本社工場
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尼崎工場

三郷工場

相模原工場

名古屋工場

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪自動車部品
▪金型部品
▪油圧機械部品
▪航空機工業部品
▪電機電子工場部品
▪医療部品

非公開

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

パテント

□有

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

ガンドリル加工
加工径／Ф1〜Ф35㎜
加工長／4,000㎜迄
BTA加工
加工径／Ф15〜Ф500
加工長／10,000㎜迄

▪問題点

▪コスト

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

□否

大量生産への対応
▪対応方法

専用機の開発による対応が可能

▪生産・作業性

■無

◎
◎

製

分類／製造

工法・技術／木材加工

造

天然木による「工業用高級内装部材の安定供給」
株式会社 ミロクテクノウッド

FAX.088-880-6711

造

電 話.088-880-6713

素材／部品

従 来

形

〒783-0006 高知県南国市篠原537番1 ◎代表者：片山弘紀
◎ホームページ http://www.miroku-jp.com/automotive/index.html ◎代表メールアドレス info@mirokutw.co.jp
事業内容／自動車内装部品の開発・製造 主要製品／純木製ハンドル、純木製シフトノブ、竹製ハンドル、木目調ハンドル
資本金（百万円）／80 設立年月日／1999（平成11）年11月11日 売上（百万円）／2,000 従業員数／119

新技術・新工法

１．
技術

特 徴

① 樹 脂 基 材 への突 板 貼り、木目調 印
刷・転写などの「疑似木」が一般的

境

特に高い安全性能と品質安定性を
要 求される自動 車 内 装 材としては
無垢木材の使用は困難

環

４つの技術・工法で工業用高級内装部材の
要求性能を満たした製品を量産化、安定供給

▼

②木材は、工業用部材としては用途に
制約がある

可能とする生産技術

▼

性能・安定供給に課題

研磨・塗装という
手作業を伴う
工芸技術の標準化

２．
最近の市場ニーズ
① 木 材が「 人 の 情 緒 面に好ましいイ
メージを与える」効果があると高評
価傾向

土木・建築

３次元曲面の
精密な削り出しを

応力処理による
木材の狂い・寸法変化抑制

含浸処理で
無垢材の触感を活かした
部材の強度向上可能

▼

高級家具等で無垢材使用が人気

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
□
■
□
■

▪自動車内装部品
▪産業用車両内装部品
（旅客機・鉄道・バス・船舶 等）
▪高級家電製品部品

▪大手自動車
部品メーカー、部品商社

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪疑似木ではなく 本物の 無垢材と言える
▪継ぎ目がない、自然ね杢目で美しい
▪型が不要・少量生産にも対応可

▪問題点
対象部品の形状により、突板工法
に比して材料費が高くなる可能性
▪対応方法
①費用対効果に見合う製品への
供給
②更なる高級志向品への対応

同じモノが1つとない、木材本
来の美しい杢目を活かした意
匠を実現できる

高知県外商支援製品・技術カタログ2017
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製

分類／製造

工法・技術／化学接合・成型

造

化学結合による樹脂・金属一体成形技術のご提案
睦月電機 株式会社 土佐山田工場

造

電 話.06-6754-0110

FAX.06-6754-0117

形

〒782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目字川添９番地４ 〒544-0004 大阪府大阪市生野区巽北４丁目１番地２８
◎ホームページ http://www.mutsuki.co.jp/ ◎代表メールアドレス mec230@mutsuki.co.jp ◎代表者：大野文也
事業内容／精密金型製造・精密射出成形 主要製品／電池用ガスケット、リレー部品、コネクタ部品 など
資本金（百万円）／22.5 設立年月日／1946（昭和21）年3月 売上（百万円）／1,900 従業員数／130

素材／部品

従 来

新技術・新工法

カシメ

工

環
境

◎工 法
樹脂部品を各金属部品（銅・アルミニウ
ム）で挟み、加圧プレスし圧縮させるこ
とで一体化する。

法

表面処理された金属部品（銅・アルミニウム）を
インサー成形により一体化する

土木・建築

気密性封止性／◎（化学的結合）
樹脂と金属が化学結合している為

気密封止性／○（物理的圧縮）
樹脂と金属は結合していない為
封止性能の劣化／△（劣化する）
樹脂が圧縮クリーブする為、劣化する

封止性能の劣化／◎（劣化しない）
ヒートサイクル試験でも劣化しない

密着強度／×
樹脂と金属は結合していない為
〈 構造例 〉

密着強度／◎（樹脂破壊）
樹脂と金属が化学結合している為

カシメの加圧
結合していない

銅

構造例

アルミニウム板

リベット

化学接着成形

化学接着界面

カシメの加圧
カスケット
（PP、PPS,PFAなど）

アルミニウム板

樹脂
（PP、PPSなど）

銅
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アルミニウム板

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
□
□

▪電池など電気化学デバイス
▪液体/ガスセンサー
▪液体/ガス測定装置

▪パナソニック
▪ソニー
▪日立マクセル

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■否

パテント

■有

□無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

通常の樹脂・金属一体成形では、樹脂・金属界面は接着して
おらず、液体・ガスは漏れてしまう。
それに対し当 該 技 術を用いることで、ヘリウムリーク量が
10-8 Pa・m2/sec以下に抑えることが可能。
対応可能材料
▪金属／アルミニウム、銅
▪樹脂／PPS、PAなど

▪問題点

▪コスト

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

金属・樹脂が限られる
▪対応方法

試作により検討対応可能

△
▪質量

◯
▪生産・作業性

◎

製

分類／製造

工法・技術／レトロフィット

株式会社 和田機械

FAX.088-846-4849

造

電 話.088-846-4848

造

工作機械の再生と付加機能の追加

素材／部品

従 来

形

〒780-0001 高知県高知市久礼野249番地1 ◎代表者：和田徳男
◎ホームページ http://www.wadakikai.com/ ◎代表メールアドレス machine@wadakikai.com
事業内容／工作機械の製造販売 主要製品／両頭側面フライス盤、大口径CNC旋盤
資本金（百万円）／10 設立年月日／1968（昭和43）年 売上（百万円）／380 従業員数／15

新技術・新工法

生産設備老朽化による課題

特 徴

レトロフィット技術によって
精度向上により
製品の品質強化

遊休機械の再利用が可能

操作性の向上

ＮＣ化による
技術者育成の短縮化

施行事例

汎用立旋盤⇒オーバーホール＋ＮＣ化

和田機械のレトロフィットとは
既存の劣化した機械を修理し、精度や機能を新品同様に復元するだけでなく、 最新技術を活用し
先進のＮＣ装置と追加機能（ATC・APC）を付加して最新鋭機にチューンアップすることです。

「工作機メーカーとして専門技術を生かしたレトロフィットを行います」
提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
■
□

▪各種工作機全般

▪住友重機械工業㈱
▪㈱ミロク製作所
▪㈱SKK
▪各種製造メーカー

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪生産効率の向上
▪精度の向上
▪生産品の品質強化 ▪操作性の改善
▪環境対応性の向上 ▪設備の寿命延長
▪設備資産の最大活用
▪短期間での技術者育成を可能にします。

▪問題点

▪コスト

機械装置によっては新規購入の方がイニシャル
コストメリットが出る場合もあります。
▪対応方法

装置の専用化を行い、製造対象製品のコストダ
ウンを提案し、ランニングコスト低減によるメ
リットを目指します。

DOWN
▪生産・作業性

UP
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土木・建築

付加機能の追加が可能

ＮＣ化により
自動運転が可能

境

新規設備導入より
低コスト

環

◎メンテナンス費用の増大
◎機械精度の劣化による品質低下
◎メーカ廃業によるサポート終了
◎熟練者不足による設備の遊休化
◎熟練技術者の育成問題

製

分類／造形

造

工法・技術／立体造形

様々な素材と工法を活用した造形技術
株式会社 m.e.works

造

電 話.088-856-9914

FAX.088-856-9915

形

〒780-8040 高知県高知市神田2098番地2 ◎代表者：澤田 浩之 ◎窓口担当：澤田 浩之
◎ホームページ http://meworks.jp/ ◎代表メールアドレス info@meworks.jp
事業内容／製造業 主要製品／立体造形物・建築内外装特殊建材の製造及び販売 資本金（百万円）／4
設立年月日／2010（平成22）年9月24日 売上（百万円）／― 従業員数／―

素材／部品

【株式会社m.e.worksが取扱っている素材・工法について】

お客様のご要望に幅広く対応できるよう、様々な素材を取扱っています
想いを形にするための多くの素材・工法について豊富なノウハウを持っています

環
境
土木・建築

■アイデアの城
（写真上）
『Art Gallery Shop "YUMEBI"』
（写真下）
『Alice in The Imagination White Room』
レンタルルーム及びショップ内装工事
平成27年1月施工
床面積約300㎡・モルタル造形+塗装

■鬼北町鬼モニュメント
『鬼王丸』
モニュメント製作工事・平成27年1月施工
W3000×H5500×D3100
FRP+鉄骨+樹脂モルタル（擬岩）+塗装
(c)竹谷隆之/鬼北町・監修 ㈱海洋堂/㈱奇想天外

m.e.worksで対応できる素材と工法について
EPS＋PG

発泡スチロールに独自のコーティングを行う

立体造形物、サイン、TVセットの他、
建築内外装にも使用可能

EPS＋FRP

発泡スチロールにガラス繊維強化
プラスティックにより表面強化を行う

外部衝撃に優れる EPS＋PGとの併用可能

FRP

ガラス繊維強化プラスティックにより造形を行う

内部が空洞なので機械装置の組込や、鉄骨による
補強も可能

TSC

GRCやSLC、テフコンなどコンクリート系の
素材により造形を行う

不燃素材の為、耐火構造物への活用が可能

EPS＋RM

発泡スチロールに樹脂モルタルによる
コーティングを行う

擬岩、建築内外装に使用される
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提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
□
□
□
■

▪立体造形
▪建築内外装飾
▪立体看板

▪アミューズメント施設
▪各種店舗
▪官公庁

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

□否

パテント

□有

■無

工法・技術／発電機

製

分類／素材/部品

造

コアレス発電機と制御装置
株式会社 スカイ電子

FAX.0880-22-2332

造

電 話.0880-22-3993

新技術・新工法

従来のコア付き発電機

素材／部品

従 来

形

〒786-0027 高知県高岡郡四万十町東大奈路1380番地56 ◎代表者：廣林孝一
◎ホームページ http://www.sky-denshi.co.jp/ ◎代表メールアドレス info@sky-denshi.co.jp
事業内容／コアレス発電機の製造販売 主要製品／微小コイル・特殊コイル コアレス発電機及び制御装置
資本金（百万円）／37 設立年月日／昭和62年1月5日 売上（百万円）／120 従業員数／15

コアレス発電機

特 徴

①低回転から高電圧を発生させ発電効率が良い。

適用例

10ｋWまでのコアレス発電機を
製造しているのは弊社だけです。

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
□
□
□
■

再生可能エネルギー利用を目的と
したコアレス発電機ですが、発電機
に回 転を与える事 で 、電 気 エネル
ギーに変 換 出 来る為 、それ 以 外の
活用方法も広がります。

▪風車製作企業
▪水車製作企業
▪学校関係

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

代理店経由で対応可

パテント

■有

□無

特許第4782303号
「永久磁石発電機」

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

①シャフトが回転するインナータイプと外装ケース
が回転するアウタータイプがる。
②35W〜10ｋWまでの機種から用途に合わせ選定
可能
③カスタム対応で、専用の発電機を検討可能

▪問題点
モーターと比較されると
コルトが高い
▪対応方法
大量発注を頂ければ、
コスト面の見直しが可能

▪コスト
ジグ作成・熱処理コスト削減
▪質 量 研摩シロ不要
▪生産・作業性
特殊ジグ等不要
▪その他 納期短縮
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151

土木・建築

③回転エネルギーを電気エネルギーに変換し、蓄電す
る事により補助電源や非常用電源としての活用も考
えられる。

境

② 初 期 起 動 は 、ベ アリングに自重 の 転 がり回 転 の み
で、弱い力から回転が可能。

環

①高回転で出力を取り出す必要がある
②初期起動時に磁石とコアが引き合い
コギングが発生する。
多角形の物を転がす様に
ゴツゴツした動き

製

分類／素材/部品

造

工法・技術／貴金属加工

貴金属の合金化、リサイクル、加工のトータルプロセスの提供
YAMAKIN 株式会社

造

電 話.0887-55-0120

FAX.0887-55-0053

形

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090番地3 ◎代表者：代表取締役社長 山本樹育
◎ホームページ http://www.yamakin-gold.co.jp/ ◎代表メールアドレス kouchi-soumu@yamakin-gold.co.jp
事業内容／製造業 主要製品／貴金属合金、加工品、リサイクル
資本金（百万円）／50 設立年月日／1976（昭和51）年7月1日 売上（百万円）／18,225 従業員数／278

素材／部品

貴金属の合金化、リサイクル、加工のトータルプロセスの提供により
従来の課題を解決できます

環

従 来

新技術・新工法

境

対応方法

各種金属添加による貴金属の合金化ノウハウ

①高コスト
土木・建築

〈添加金属の一例とその目的〉
Ga、Sn、In、Zn、Ge ・
・
・
・
・
・
・ 低融化

代替金属に置き換えてコ
ストを下げることができ
ます
また、目的に応じて様々
な合金化が可能です

Pd、Cu、Be、Mn ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・機械的性能向上
Zn、Sn、In ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 耐酸化性能向上

②貴金属の性能に依るので、
オリジナルの性能を
得られにくい

Ir、Ru、Rh、Sb ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 組織の微細化

貴金属リサイクル技術
自社工場にて貴金属含有スクラップを回収し
高純度化しております。使用済みの屑などを
リサイクルできるのでコストを低減できます。

③加工はミリメートルから
センチメートルの
大きさが一般的

幅広い加工技術
◎パウダー加工の例
数十nmの粉末加工
◎板加工の例
幅 ／〜600mm
長さ／〜1700mm

【nm（ナノ）】
から
【m（メートル）】
まで
【mg（ミリ）】
から
【t（トン】
まで

厚み／〜35mm程度

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
□
■
□
□

▪電子部材
▪貴金属を使用するものであれば
適用可能性あり

▪国内外半導体
デバイスメーカー
▪国内商社
▪国内大学

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

パテント

■有

□無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

合金化

▪問題点

▪コスト

▪合金化によって省貴金属になり低コストにできます。
▪さまざまな金属を添加し、ご希望の性能を実現できます。

（無限大の可能性があります）
貴金属リサイクル技術

▪屑、研磨粉などを回収・精製して再利用できるので、製品コストを下げ
ることができます。
（製品加工とリサイクルをどちらもやっている国内有数の会社です）

▪精製により、金は99.999%以上まで高純度化できます。
幅広い加工技術

▪加工対応サイズは範囲が断然広く、ナノメートル〜メートルサイズまで
可能です。
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□否
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貴金属の調達方法

▪対応方法

支給対応or商社依頼

コストダウン提供

工法・技術／ガス分解処理

製

分類／環境

造

不要ボンベ・特殊ガス処理
株式会社 大旺新洋 土木事業本部 環境事業部
FAX.088-842-0255

素材／部品

新技術・新工法

特殊ガスの入ったボンベからガスを安全に抜出
して、オフガス分解装置で分解処理
分解装置

土木・建築

過熱蒸気特殊ガス分解装置

特殊ガス

特殊ガスの処理で
お困りではありませんか

送風機
バッファータンク
圧縮機

無害ガス

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
□
□
■
□

毒性ガス、臭気ガス、可燃性ガ
ス、温 暖 化ガスなどの 適 正 処
理

▪化学メーカー
▪研究所
▪医薬関係

□可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

境

①廃棄できず、倉庫などで保管
②適正な保管でない場合、漏えい
や爆発などのリスク

特 徴

環

特 殊ガスが 入った ボン ベ は 、
通常の産業廃棄物業者では処
理不能

形

従 来

造

電 話.088-842-0205

〒781-0270 高知県高知市長浜5033番地21 ◎代表者：尾﨑憲祐
◎ホームページ http://gasu-syori.com/ ◎代表メールアドレス mae.naoki@daioh.co.jp
事業内容／フロン分解事業（フロン分解装置の設計、製作、販売並びに処理事業) 、総合建設業（土木・港湾・舗装・建築の設計、施工）
主要製品／不要ボンベ・特殊ガス処理 資本金（百万円）／479 設立年月日／1951（昭和26）年 売上（百万円）／22,900 従業員数／404

■否

パテント

■有

□無

特許第3219689号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

▪高知県と栃木県に処理工場。
北海道から沖縄まで日本全国対応可能。
▪安価に処理できる。

▪コスト

約５０％のコストオフ

▪その他

対応エリア：全国レベルで可能
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製

分類／環境

造

工法・技術／土壌浄化

ダイオキシン無害化・土壌汚染浄化
株式会社 大旺新洋 土木事業本部 環境事業部

造

電 話.088-842-0205

FAX.088-842-0255

形

〒781-0270 高知県高知市長浜5033番地21 ◎代表者：尾﨑憲祐
◎ホームページ http://gasu-syori.com/ ◎代表メールアドレス mae.naoki@daioh.co.jp
事業内容／フロン分解事業（フロン分解装置の設計、製作、販売並びに処理事業) 、総合建設業（土木・港湾・舗装・建築の設計、施工）
主要製品／不要ボンベ・特殊ガス処理 資本金（百万円）／479 設立年月日／1951（昭和26）年 売上（百万円）／22,900 従業員数／404

素材／部品

従 来

新技術・新工法

土 壌 汚 染 対 策 法（ 平 成 1 7 年
改正）が施行されているが

特 徴

環

１ 汚染土壌（ダイオキシン類、ＰＣＢ等）を過熱蒸気
を用いてガス化・分離

境
土木・建築

① 従 来の溶 融 処 理 法は高 価 格 。溶 媒
などを用 いる化 学 的な処 理 方 法も
同様にコスト面で問題。
②よって、ダイオキシン類・ポリ塩化ビ
フェニル（以下、PCB）に汚染され
た土壌処理が進んでいない。

２ 更に、高温の過熱蒸気で瞬時に分解・無害化する
処理方法

優れた浄化技術を低価格で提供！
200％
処理単価比較

150％

スーパースチーム工法（Super Steam Method）

蒸気過熱（顕熱＋潜熱利用）は、空気過熱（顕熱利用）に比べて
熱を効率良く対象物に伝えます。
汚染土壌

100％

ブロアー

ガス化装置2

C社

B社

A社

反応器

水蒸気

建屋建設費用含まず

水蒸気

間接過熱で400-600℃の
過熱シィ蒸気を送込み、
水分、DXNs/PCBsを揮発 DXNs/PCBs除去土壌

ガス化

排水

分解・無害化
特許登録第3616702号
特許登録第3219706号
その他関連特許

154

分解ガス処理
過熱蒸気分解装置
難分解物質の分解処理方法およびその装置

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

□
□
□
□
■
□

ダイオキシン・PCBに
汚染された土壌の浄化

▪官公庁
▪製鉄所
▪産廃業者 など

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

パテント

■有

□無

特許第3616702号
特許第3219706号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪シンプルな設備とコンパクトな装置。
▪建屋建設費用を含んでも汚染土壌の処
理コストが安価で提供可能。

▪問題点

▪コスト

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

沈殿物

HCIを中和

有機物と重金属類の複合汚染。

▪対応方法

他の既存技術と組み合わせて、重金
属などとの複合汚染にも対応。

排水処理

環境省「H18低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策
技術検討調査」より

活性炭塔
バブリング
タンク

水蒸気
空気

大旺新洋

ガス化装置1

排ガス処理

50％
0％

過熱水蒸気とヒーターで900-1,000℃に加熱 DXNs/PCBsが反応器を
通過した場合、
過熱水蒸気でDXNs/PCBsを分解・無害化
吸着トラップ
H2、CO、CO2、HCI等が発生

汚染濃度は
基本的に
問わない

20％以上削減

▪その他

製造規模
シンプルかつコンパクト

工法・技術／建築鉄骨柱梁接合工法

製

分類／土木・建築

造

高耐震・低コスト・エコの新しい鉄骨建築物の溶接製作技術
株式会社 アークリエイト

FAX.088-840-5444

造

電 話.088-840-6698

素材／部品

新技術・新工法

形

〒780-8085 高知県高知市大谷公園町20番地15 エスコートいさむ1-210 ◎代表者：内田昌克
◎ホームページ www.arcreate.co.jp/ ◎代表メールアドレス arcreate@arcreate.co.jp
事業内容／建築工事業（木造建築工事業を除く） 資本金（百万円）／60 設立年月日／2003（平成19）年1月6日
売上（百万円）／100 従業員数／10

ＷＡＷＯ構法

特 徴

工 法

▪鉄骨業者様の新たな設備投資は不要です。溶接ロボット
も使用できます。

②ワイド裏受金工法
ワイド裏受金を梁フランジ内
側 に セットし て 溶 接し 、ダ イ
アフラムの僅かな増厚で、効
果 的 な 梁 端 の 耐 力 が 増 加し
て、梁せいの低減が可能にな
る工法

▪信州大学との実大実験で実証済み、SASSTの技術評
価取得、耐震力２.５倍で鉄骨建築物の安心と安全を守り
ます。
▪ＷＡＷＯ構法の中の数種類の工法を組み合わせて、お施
主様、ゼネコン様、設計事務所様の様々なニーズに対応
できます。

③カットティーハンチ工法
従 来 の 梁 端 部 の 曲 げ 加 工と
ウエブ板補充溶接、又はビル
トH加工が不要のハンチが可
能になる工法

適用例

受賞履歴
平成28年
平成24年

東京某量販店 延床30,000㎡上部鉄骨

大阪19Ｆ建

延床6,500㎡

平成19年
平成17年

四国地方発明表彰 特許庁長官賞
高知県防災関連登録製品
ものづくり日本大賞四国経済産業局長賞
高知県エコ産業大賞優秀賞
高知県地場産業賞

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
■
■
■
■
□

▪建築鉄骨

▪津波避難タワー

■可

原価低減
鉄骨重量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

（高知県中土佐町、土佐清水市、安芸市）

▪ショッピングセンター（東京）
▪工場（大阪・滋賀）
▪ホテル（大阪）
▪オフィスビル（大阪）など他
236件（Ｈ29年7月末現在）

□否

台湾、東南アジア

パテント

■有
約25件

□無
他に申請中多数

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

WAWO構法

▪従来工法建築鉄骨・鉄骨構造物に比較して、耐震性能2.5倍、溶接量
40％低減、鉄骨重量低減（5〜、23%）、工数低減と工期短縮を実現す
る
［安・強・短・エコ］構法です。
▪鉄骨柱梁接合部の組立方法として、スカラップや裏当金を用いないため
強い耐震強度を実現します。また、ダイアフラムの出がないため外壁・内
装の納まりがスマートで、室内スペースも広がります。

新技術に対して積極的に取り組んでいただけるよ
うに技術説明と指導を行っていますが、WAWO構
法の利点を活かしながら、より簡単に施工できる
WAWO-E構法の開発なども行い、さまざまなユー
ザーに対応できます。
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土木・建築

▪溶接・クレーン作業量が減るので職人不足、工期短縮に
なります。

境

①つばなし工法
ダイアフラム（ＱＣダイヤ ）の
外 周 端を柱から突き出 すこと
なく製作し、ブラケット梁端溶
接部と柱端溶接部とを連結一
体 化させ て 、柱 梁 接 合 部を製
作する工法

環

▪建築鉄骨の溶接構法です。従来構法に比べて、鉄骨重
量・溶接量・電力量を削減できるので、工数、コストが低
減できます。

製

分類／土木・建築

造

工法・技術／建築鉄骨柱梁接合工法

杭と柱を溶接で直結！工期短縮、コスト低減の建築基礎工法
株式会社 アークリエイト

造

電 話.088-840-6698

FAX.088-840-5444

形

〒780-8085 高知県高知市大谷公園町20番地15 エスコートいさむ1-210 ◎代表者：内田昌克
◎ホームページ www.arcreate.co.jp/ ◎代表メールアドレス arcreate@arcreate.co.jp
事業内容／建築工事業（木造建築工事業を除く） 資本金（百万円）／60 設立年月日／2003（平成19）年1月6日
売上（百万円）／100 従業員数／10

素材／部品

新技術・新工法

ＫＫ-ＯＮＥ工法

特 徴

効 果

大きなコンクリート基礎を省略することで鉄骨建築物の基
環

コンクリート基礎
大幅減少（50〜90％）

礎工事（掘削・鉄筋・型枠・土留・廃土・残土）を縮減し、工期

境

短縮、コスト低減、人手不足を解消します。
特別な技術や設備は不要です。基礎杭の種類を選ばず、コ

土木・建築

掘削・鉄筋・型枠・コンクリート打設
大幅減少

ンクリートの10倍以上の強度を持つ厚板鋼板（KKリング
やKKプレート）を用いて鋼管杭と鉄骨柱を現場溶接で直

既存杭や既存底盤
施工可能（KKプレート利用）

結します。
さらにこの工法では地中梁の省略が可能である特性を活か
し、基礎工事にて遺跡がある場合や隣地制限、騒音規制、既

杭と柱の取付溶接
極めて容易（下向姿勢の現場溶接）

存杭を抜きたくない、地盤を掘削したくない、又廃土・残土・
排水を出したくない等様々なケースに対応できます。

杭柱継手
大きな強度（ＲＣ比較）
大きな剛性（露出柱脚比較）

適用例

熟練工不足、環境対策に貢献

受賞履歴
東京某量販店 延床30,000㎡基礎
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平成24年2月

中土佐町 津波避難タワー

高知県防災関連登録製品
高知県地場産業奨励賞

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
■
■
■
■
□

▪建築鉄骨

▪津波避難タワー

■可

原価低減
鉄骨重量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

（高知県中土佐町、土佐清水市、安芸市）

□否

台湾、東南アジア

▪ショッピングセンター

（東京・延床30,000㎡）

▪工場（滋賀・延床12,000㎡）など他
40件（Ｈ29年7月末現在）

パテント

■有
約25件

□無
他に申請中多数

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

KK-ONE工法

鉄骨建築にて、
①大きなコンクリート基礎を省略することで掘削・鉄筋・型枠・コンクリート等
を大幅縮減。職人不足・工期短縮・コスト低減・環境対策に大いに貢献。
②ＫＫリングやＫＫプレート等を用いて鋼管杭等と鋼管柱とを溶接で直結す
ることで、強い引き抜き力に耐え得るため、津波対策として安全・安心の
津波避難タワーの実現に大いに役立つ工法。

WAWO講法と組み合わせて施工することで
耐震性、コスト削減、工期短縮などの大き
な相乗効果が得られるため、広くPRしてい
きます。
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工法・技術／無足場施工

製

分類／土木・建築

造

スタンドドライブ（SD）工法（無足場による鉄筋挿入工）NETIS登録No.SK-030015-VE
有限会社 海昌（SD工法研究会）

FAX.088-855-7827

造

電 話.088-855-7817

新技術・新工法

①クレーン吊り下げ式削孔

素材／部品

従 来

形

本社／〒781-0252 高知県高知市瀬戸東町2丁目12番地 長浜事業所／〒781-0270 高知県高知市長浜3107番地5
◎ホームページ http://www.sd-method.com/ ◎代表メールアドレス info@sd-method.com ◎代表者：野並昌稔
事業内容／SD工法による鉄筋挿入工施工 主要製品／SD工法削孔機2型・3型
資本金（百万円）／10 設立年月日／2004（平成16）年5月18日 売上（百万円）／600 従業員数／15

スタンドドライブ（SD）工法

特 徴

◎利点／施工コスト、工期

法面、地山補強工事における無足場施工のパイオニア
環

①EASY（高い汎用性）
▪足場の設置、大型重機は一切不要▪ほぼ全ての現場条件に適用可能
②ECONOMY（高い経済性）
▪極めて高い工期短縮、施工コスト削減効果▪道路法面施工の交通規制軽減

◎利点／大型重機での大規模施工

③ECOLOGY（高い環境性能）
▪樹間施工でも伐採不要
▪粉塵、騒音対策オプションにより生活環境への影響軽減

◎欠点／施工コスト、工期
重機、足場のスペース確保
粉塵、騒音、樹木の伐採

③ロープ足場による
ハンドハンマー削孔

適用例

◎利点／広い適用範囲
◎欠点／削孔能力
粉塵、騒音、振動

発注者

施工実績

工事名

そ
※の他実績多数

宮内庁

赤坂御用地安珍
阪坂法面防護工事

近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所

清水地区南工区
斜面対策他工事

近畿地方整備局
六甲砂防事務所

芋川谷山腹工事
（その２）

京都市都市計画局
景観部 風致保全課

金閣寺特別保存
地区内施設整備工事

民

清水寺茶室
裏法面復旧工事

間

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
□
■
□

▪法面工事・地山補強工事・斜面
▪対策工事における鉄筋挿入工

▪日特建設㈱
▪㈱ゴショー
▪アマノ企業㈱

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

海外への機械販売・施工

パテント

□有

■無

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪あらゆる現場に対応可能
樹林帯（最小限の伐採）、文化財近隣（粉塵対策）
道路沿い（最小限の交通規制）、ダム斜面（高所
作業）
▪施工現場周辺の環境保全を実現
民家裏等狭隘地（粉塵、騒音対策により近隣住民
への配慮も万全）
既設法枠面への施工（重機不使用、仮設最小限）

▪課

▪コスト

題

削孔機の重量を増やさず削孔能
力の向上を図る。
▪対応方法

約20%程度低減
（従来の足場工法との比較）
▪生産・作業性

材料・設計の見直し及び、新機構
の採用、開発等。
（現在継続中）

足場不要のため低減
▪その他

足場不要のため上昇
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土木・建築

②仮設足場上での
ボーリングマシン削孔

境

◎欠点／施工場所の高さ制限
重機設置のスペース確保
粉塵、騒音、樹木の伐採

製

分類／土木・建築

造

インプラント工法

工法・技術／圧入工法

株式会社 技研製作所
造

電 話.088-846-2933

FAX.088-846-2939

形

〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 ◎代表者：代表取締役社長 北村精男
◎ホームページ https://www.giken.com/ ◎代表メールアドレス somu@giken.com
事業内容／無公害工法・機械の開発、製造販売 主要製品／油圧式杭圧入引抜機サイレントパイラー、インプラント堤防、耐震地下駐輪場エコサイクルほか
資本金（百万円）／8,055 設立年月日／1978（昭和53）年1月6日 売上（百万円）／22,017（連結） 従業員数／489名（グループ計）

素材／部品

従 来

新技術・新工法

従来の建設が抱える課題

環
境

土木・建築

◎環境負荷の低減や建設公害の防止
◎ 合 理 化 、機 械 化など施 工 効 率の向
上による工期短縮、工費削減
◎防災、減災性能に優れる粘り強い構
造物の構築
◎ニーズに応じた機能変化や移設撤
去が容易な構造物の構築
◎構造物の品質の維持管理

特 徴

【インプラント工法】

インプラント工法は、一本一本が高い剛性と
品質を有する「許容構造部材」を油圧による
静的荷重で地中に押し込み地球と一体化し
た粘り強い構造物を構築する工法である。
優位性
▪振動や騒音などの建設公害を発生させない
▪硬質地盤や既設構造物なども貫通し高精度に施工を
行う
▪構築する構造物の上だけですべての工程を完結し、
省スペースかつ安全で効率的な施工を行う
▪地震や津波などの大きな外力にも粘り強い構造体を形成する
▪シンプルな工程とシステム施工により短期間で構造物を構築できるほか構造部材を引抜
くことで移設・撤去も容易に行える

適用分野・適用例

インプラント堤防
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インプラントハット橋梁

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

■
■
■
■
■
■

▪国土防災、災害復旧
▪都市再生
▪地下開発

▪官公庁他

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

耐震地下駐車場
エコパーク

耐震地下駐輪場
エコサイクル

海外対応

■可

□否

世界30ヶ国以上で実績あり

パテント

■有

□無

工法、機械特許多数あり

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

◎インプラント工法
南海トラフ地震に備える高知県高知海岸での堤
防改良工事をはじめ、東日本大震災で被災した
東北沿岸での防潮堤の再構築など、全国200件
以上の防災事業で採用
◎耐震地下駐輪場「エコサイクル」
景観を損ねず地上部を有効活用できるデザイン
の高さと、簡単安全で最速8秒で自転車が取り
出せる利便性の高さから、京都駅前を含む全国
20箇所で52基が稼働中

◎今後の展開
インプラント構造物の企画・
計画から、構造設計、構造部
材・施工システムの開発、施
工、完成後の維持管理、移
設撤去までを総合的に企画
提案するトータルパッケージ
展開で、インプラント工法の
更なる普及拡大を図る。

インプラント工法は、建設のあるべき姿
を表した建設の五大原則が定める「環境
性・安全性・急速性・経済性・文化性」の五
つの 要 件を
調 和 のとれ
た 大きな正
五 角 形 とし
て遵 守する
工法である。
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工法・技術／橋梁架設・桟橋工・本橋

製

分類／土木・建築
株式会社 高知丸高

FAX.088-846-2641

素材／部品

従 来

新技術・新工法

橋脚はH鋼を用いた構造

◎環境面
仮道、作業スペース確保のため、森
林伐採・整地などが必要。
◎工期面
橋 脚 は H 鋼 の 使 用 により、本 数 増
加。
◎コスト面
鋼材費は安価であるが、架設工期が
大幅増加。

安全性

環境性

工期面

コスト面

高所作業の
減少による、
安全性の確保

小スペース確
保で施工可能

工期短縮
従来工法の
60％で架設

工期短縮に
よる
コスト削減

（杭を打設する
φ600範囲）

適用例

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

■
□
■
■
■
□

▪架設橋
仮桟橋・仮構台
▪本橋
一般道路橋（永久橋）
歩道橋

▪国土交通省
▪公共機関

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

海外対応

■可

□否

海外（インドネシア、ベトナム、
ミャンマー
ラオス、カンボジアなど）へ対応
パテント

■有

□無

特許第3043320号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪ SqCピア緊急架設可能

▪ 問題点

▪コスト

▪ 架設材料、橋脚上部工5000ｔ保有
▪スパン支間長6.0ｍ〜20ｍ保有

道路橋示方書・架設構造物工指針を基に
設計・施工

従来の架設方法では、架設日数が問題となっ
ていた。
▪ 対応方法
ＳｑＣピア工法を活用すれば、橋幅6.0ｍ・橋
長10ｍ＝4日で架設完了。大型重機通行可
能となる。

10％削減

▪質量

向上

▪生産・作業性

60％向上

▪その他

強度向上
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土木・建築

従来行われる橋梁架設と逆工法。上部パネルを先行架
設し、パネル先端の杭案内キャップをガイドとして、橋
脚（鋼管杭）を打設
地 上 面 の 作 業を少なくすることで、山 岳 道 、急 峻な地
形、河川に優位な工法

境

◎安全性
橋梁架設において、最も危険である
トラス部・接 合 部のボルト取 付が増
える事による、足場の大幅増加に伴
い危険性も増大。

特 徴

環

橋脚の打設には導杭を設置後、それを
ガイドとして 打 設 。その 後 、上 部を架
設。

形

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番地2 ◎代表者：代表取締役社長 高野一郎
◎ホームページ http://www.ko-marutaka.co.jp/ ◎代表メールアドレス marutaka@ceres.ocn.ne.jp
事業内容／基礎工事・橋梁・防災製品 主要製品／橋梁SqCピア工法、硬質岩盤杭打込スーパーガイドパイル工法、津波避難シェルター、自航組立台船など
資本金（百万円）／20 設立年月日／1967（昭和42）年9月11日 売上（百万円）／2,900 従業員数／71

造

電 話.088-845-1510

造

SqCピア工法

製

分類／土木・建築

造

スーパーガイドパイル工法
株式会社 高知丸高

造

電 話.088-845-1510

工法・技術／杭打工法

FAX.088-846-2641

形

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番地2 ◎代表者：代表取締役社長 高野一郎
◎ホームページ http://www.ko-marutaka.co.jp/ ◎代表メールアドレス marutaka@ceres.ocn.ne.jp
事業内容／基礎工事・橋梁・防災製品 主要製品／橋梁SqCピア工法、硬質岩盤杭打込スーパーガイドパイル工法、津波避難シェルター、自航組立台船など
資本金（百万円）／20 設立年月日／1967（昭和42）年9月11日 売上（百万円）／2,900 従業員数／71

素材／部品

従 来

新技術・新工法

硬質地盤対応

環
境

土木・建築

ダウンザホールハンマ工法。エアーに
よる打撃力により先行掘削。杭の建込
みには併用工法が必要とされる。その
他に、全周回転オールケーシング掘削
工法（大トルク回転により掘削）、ロッ
クオーガー工法等がある。
◎能率性
重機の大型化
複数の機械併用となる
◎環境面
機械増加による、作業ヤードの増加
◎工期面
併用作業による工期増加
◎コスト面
併用作業による工費増加

特 徴

硬質地盤
対応

先行案内杭にて岩盤削孔後、
杭を引抜き本杭（鋼管杭）を打込む工法

先行案内杭にジェット管、エアー管を取付、先端にはタン
ガロイチップを取付け補強とする。ジェット管より高圧
ジェット水で岩に穴をあけ、クレーンで吊上げた超高周波
杭打機バイブロフォンサーの起振力により岩を破壊。エ
アー力で地上に掘削土を噴出させる工法。この工法により
本杭を無理なく建込む事ができ、杭の損傷も低減できる。
能率性

適用例

クレーン1台で
岩削孔鋼管建込
が可能
工期面
40％の削減
環境性
作業ヤードの縮小
クレーン能力による
遠距離杭打が可能
コスト面
40％の削減
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提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
■
□

硬質地盤、玉石、転石、岩盤
大口径大深度杭打込

▪国土交通省
▪公共機関
▪民間

海外（インドネシア、ベトナム、
ミャンマー
ラオス、カンボジアなど）へ対応

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

■可

□否

パテント

■有

□無

特許第3754384号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

環境基準（振動75db・騒音85db）以下に
改良させた、超 高周 波バイブロフォンサー
を杭打機として使用。都市中心部のように
敏感な環境で作業することができる。

▪問題点

▪コスト

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

各施工場所での先端補強材の選定。
（削孔場所の崩壊）
▪対応方法

先行杭引抜時に、崩壊する場合はベントナイ
ト潤滑剤を注入などの崩壊防止工法が必要さ
れる場合がある。

40％以上削減
▪質量

同程度
▪生産・作業性

40％向上

工法・技術／土木・掘削・浚渫工

製

分類／土木・建築
株式会社 高知丸高

FAX.088-846-2641

素材／部品

従 来

新技術・新工法
特 徴

工

期

コスト面

バックホウ0.5㎥
組立解体（2ｈｒ）

急速性・短時間で
組立ができる

作業艇1艇で運搬・移動・施工まで
実施できるため、燃料の削減、
人員の削減などで、
コストが大幅低減できる

適用例

自航組立台船 仕様書

フロート

小型船舶登録

4分割
9.0ｍ×2.5ｍ×1.5ｍ

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

■
□
■
□
■
□

海上、水上に沈んでいる沈
沒船の撤去、浚渫工事、土
木工事、地盤改良工事、水
上解体工事、瓦礫処理、災
害復旧活動など

▪公共機関
▪民間

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

速

度

5ノット
（15ｋｍ/ｈ）

66PS
2基搭載

海外対応

■可

□否

海外（インドネシア、ベトナム、
ミャンマー
ラオス、カンボジアなど）へ対応
パテント

■有

□無

特願2013-240492号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪日本小型船舶機構標準となる

▪ 問題点

▪コスト

▪自航・エンジン搭載・迅速性

エンジン

堤防補強工事による沿岸テトラ撤去、河川の
浚渫工事などが多発しており、海外の依頼も
ある。
▪ 対応方法
機械の増産を図り、施工に対応する。

約30％以上削減
▪質量

向上
▪生産・作業性

42％向上
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土木・建築

能率性
（搭載・組立・解体時間）

境

（重機搭載）0.8ｍで
自航組立台船は、水深（空荷）0.6ｍ、
あれば、航行作業可能
エンジン66PS 2基により旋回能力に優れ、自航可能
（喫水 80㎝の場合）
積載荷重=41ｔ

環

ダム湖 、河川内での浚 渫・プロック撤
去工事には、陸上輸送のフロート組立
台船を使用。台船を曳航するのは、引
船・押船が必要となり、水深1.2ｍが必
要。
◎能率性（搭載・組立・解体時間）
大型重機搭載（8ｈｒ）
組立撤去（16ｈｒ）
引船150PS〜450PS
◎コスト
5000ｍ3以上の浚渫工事はコスト
安になるが、フロート組 立 撤 去・輸
送で大幅なコスト増加。

形

〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番地2 ◎代表者：代表取締役社長 高野一郎
◎ホームページ http://www.ko-marutaka.co.jp/ ◎代表メールアドレス marutaka@ceres.ocn.ne.jp
事業内容／基礎工事・橋梁・防災製品 主要製品／橋梁SqCピア工法、硬質岩盤杭打込スーパーガイドパイル工法、津波避難シェルター、自航組立台船など
資本金（百万円）／20 設立年月日／1967（昭和42）年9月11日 売上（百万円）／2,900 従業員数／71

造

電 話.088-845-1510

造

自航組立台船

製

分類／土木・建築

造

工法・技術／架線工法

特殊現場向けの土木架線工法
西川建設 株式会社

造

電 話.088-893-1023

FAX.088-893-5202

形

〒781-2136 高知県吾川郡いの町鹿敷1379番地1 ◎代表者：西川健二
◎ホームページ http://www.nishigawa.net/ ◎代表メールアドレス nishigawa@guitar.ocn.ne.jp
事業内容／総合工事業 主要製品／薪割機
資本金（百万円）／4,200 設立年月日／1974（昭和49）年11月1日 売上（百万円）／283 従業員数／30

素材／部品

従 来

特殊現場での課題

新技術・新工法

環

作業道を整備する場合

特 徴

◎施工コストアップ
◎環境破壊
◎工期の長期化（路網整備の為）

土木架線
とは

境

作業道路を整備しない場合

土木・建築

◎特殊車両のリースが必要
◎リース設備の為、天候による工期の
長期化

架線とは、空中にワイヤーを架け、集材機や自走式搬器な
どを動力として貨物等を輸送する設備のことをいいます
▪現場までの大掛かりな作業道が必要ない。

架線工法
による
メリット

▪設置・撤去作業も短期間で施工が可能。
▪一度設置を行えば常に活用する事ができる。
▪最大重量3ｔまでの重量物の輸送が可能。

※主な設備として大型クレーン車やヘリ
コプターなどを活用

▪資材の輸送だけでなく重機等の輸送も可能。

従来の工法

適用例

特殊現場とは

弊社では

▪路網整備が整っていない現場
▪重機の搬入が不可能な現場
▪急傾斜地での現場

どんな場所へもどんな資材も輸送可能です。ヘリコプターで困難な時も索道なら
天候に左右されず安心な工程で進みます。
サポート体制も充実、資材や機械の運搬方法を経験豊富な職員がご相談にの
り、解りやすくご説明いたします。

架線技術の継承と新たな技術を生かし特殊現場の

「コストダウンと環境保護を目指した工法」を行っています
提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
■
■
■
□

▪各種土木現場

▪官公庁他

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□有

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪問題点
現 場によっては大 型クレーンを活 用
した 施 工 方 法 がメリットが 出 る場 合
もあり。
▪対応方法
施 工 現 場 の 確 認と工 事 費 用 の 積 算
より提案を行う。

▪コスト
DOWN
▪生産・作業性
UP

▪ 環境対応性の向上

▪ 工期短縮によるコストダウン

162

パテント

▪ 生産効率の向上
▪ 操作性の改善

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

□否

■無

工法・技術／充填工法

製

分類／土木・建築
山伸工業 株式会社

FAX.088-884-4586

造

電 話.088-884-4585

造

土留部材引抜き時の周辺地盤への悪影響を抑える唯一の特許工法

新技術・新工法

１ 仮設材（鋼矢板・H鋼等）
引き抜いた場合

素材／部品

従 来

形

〒781-8125 高知県高知市五台山4869-3 ◎代表者：山下伸一
◎ホームページ http://www.yamashin-kogyo.co.jp/ ◎代表メールアドレス s-yamashita@yamashin-kogyo.co.jp
事業内容／土木建設業 主要製品／土留部材引抜同時充填工法
資本金（百万円）／75 設立年月日／1986（昭和61）年8月 売上（百万円）／― 従業員数／16

土留部材引抜同時充填工法

特 徴

標準施工順序（油圧式杭圧入引抜機）
①→②→❸→④→⑤充填管洗浄⑥→⑦→❽→⑨→⑩充填管洗浄

受賞履歴

国土交通省NETIS SK-080012-VR
第8回高知エコ産業大賞 技術賞

提案の狙い

適用可能な製品・分野

主要取引先

海外対応

■
□
□
■
■
□

仮設土留部材の引き抜き工
事（新設・既設の鋼矢板やＨ
鋼 等 の 回 収 ）に 伴う地 盤 変
異の阻止

実績件数141件
▪国土交通省/３４件
▪農政局/２１件
▪地方自治体/５９件
▪民間/２７件

■可

原価低減
質量低減
生産（作業）性向上
品質/性能向上
安全/環境対策
その他

□否

パテント

■有

□無

特許第3940735号
特許第4897985号
特許第5390919号
特許第5635804号

セールスポイント
（製造可能な精度・材質等）

問題点（課題）と対応方法

従来との比較

▪地盤変位の効果的抑制
▪トータルコスト削減

▪問題点

▪コスト
約20%〜40%の
トータルコスト削減が可能

施工対応力の強化
▪対応方法

ローカル施工者（フランチャイズ制）
の養成・育成

高知県外商支援製品・技術カタログ2017

163

土木・建築

◎利点
周辺の構造物や埋設物の沈下対策
に有効。
◎課題
資源の消費・浪費であり、節約型経
済、コスト縮減に反する。将来的地
下計画（下水配備、無柱化など）へ
の阻害要因。

境

２ 仮設材（鋼矢板・H鋼等）
埋没残置の場合

鋼矢板、H鋼などに代表される土留部材は、建設工事の仮
設工でよく用いられている。仮設構造物を本工事終了後に
撤去する際、土留部材を引き抜くと、引抜いた跡の空隙に
より地盤沈下の原因になる。
従来は残置するのが一般的であったが、民家や埋設物に近
い場所や残置できない堤防においても土留部材の引抜き
を可能にした。地盤への影響を抑える地盤沈下対策として
土留部材を安全に引き抜く工法である。

環

◎利点
資源回収、リユースによるコスト削
減。
◎課題
引抜き時の空隙が原因の近接建造
物、埋設物の傾き、地盤変位(沈下)
によるひび割れ発生の恐れ。
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あ 株式会社アークリエイト

155、156

アールデザインスタイル

105
66

ＩＴ ＰＲＯＤＵＣＴ

44

株式会社ＳＫＫ

小磯鉄工

59
43

エフコン株式会社

117

株式会社光栄鉄工所

株式会社m.e.works

150

高知機型工業株式会社

お 株式会社オーエス・エンジニアリング

有限会社青木製作

24

株式会社暁産業

53

アクアデザインシステム株式会社

67

株式会社オサシ・テクノス

株式会社浅川自然食品工業

68

おのストーブ

株式会社朝日技研

68

大斗有限会社

高知県消火栓標識株式会社

76

72

高知消防システム株式会社

76

72、73

か 有限会社海昌（SD工法研究会）

高知トップ教材

157

株式会社高知丸高

56

株式会社カタシマクリエーション

37

株式会社荒川電工

54

兼松エンジニアリング株式会社

19

株式会社西原鉄工所

106

い 株式会社イータスインザルーム
株式会社飯田鉄工

41・42
107

池川木材工業有限会社
株式会社泉井鐵工所

10・36
42

株式会社一宮技研

77
78、159、160、161

株式会社コスモ工房

株式会社垣内

69

115

139

高知精工メッキ株式会社

118

株式会社アミノエース

旭フレッシュ株式会社（製造：土佐山ファクトリー協同組合）

138

11

さ 有限会社サーマル工房

109
122
48
12、140

株式会社刈谷鉄工

57

株式会社坂本技研

カワクボFACTRY株式会社

38

有限会社坂本鉄工所

有限会社カワサキマシン

34

株式会社ササオカ

26、27

川島製作所

20

有限会社澤工作所

141

株式会社カンキョー

58

三恵株式会社

123

関西仮設株式会社

73

株式会社三彩

96

三昭紙業株式会社

96

79

株式会社井筒屋

108

井上石灰工業株式会社

116

有限会社井上満吉商店

69

機能素材株式会社

119

株式会社サンテクノ

27、28

株式会社岩や

70

株式会社キヨトウ

136

株式会社ＳＵＮ電装

20、26

株式会社石禮工業

43

紀和工業株式会社

74

金星製紙株式会社

95

三和製紙株式会社

75

サンワトレーディング株式会社

インタレスト・プロダクション

70、71

う 有限会社上田電機
有限会社上田微生物

10
116

44、74、158

き 株式会社技研製作所

く 合同会社クールアイランド

25

公文製作所

宇治電化学工業株式会社

11

有限会社クリエイト・テーマ

株式会社梅原製作所

40

クルミ工房

え 株式会社栄光工業
株式会社エコロジーサイエンス
株式会社エスイージー
株式会社エスエークラフト

134
55
135
71

120、137
108
75

株式会社黒潮町缶詰製作所

121

黒鳥鍛造工場
け 株式会社ケンセン35

121、122
59

こ 株式会社コアテック

有限会社サンワールド川村

し 有限会社繫春鉄工所
有限会社四国浄管
四国スッピル工業有限会社
四万十コンクリート株式会社
四万十町森林組合大正集成材工場

21
97
28、29
145
80
142
80
109

昭和産業株式会社

60

新高知重工株式会社

81

◆ カタログについてのお問い合せは

ものづくり地産地消・外商センター

東京営業本部

〒781-5101 高知県高知市布師田 3992-2
TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
URL www.joho-kochi.or.jp/mono
e-mail gaisyou@joho-kochi.or.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 7-16
第 3 小森谷ビル別館 6 階
TEL.03-6452-8830 FAX.03-6452-8831
e-mail mono-tokyo@joho-kochi.or.jp

名古屋事務所

大阪事務所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-16-8
栄メンバーズオフィス 8 階 803 号室
TEL.052-684-4904 FAX.052-684-4904
e-mail mono-nagoya@joho-kochi.or.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 2-6-8
センバセントラルビル 1 階（高知県大阪事務所内）
TEL.06-6244-7934 FAX.06-6244-7933
e-mail mono-osaka@joho-kochi.or.jp
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59
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117

株式会社光栄鉄工所

43

株式会社進和技研

150

高知機型工業株式会社

44

株式会社ＳＫＫ
エフコン株式会社

皆様
は 、日
づくり産
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66
ＩＴに
ＰＲＯＤＵＣ
Ｔ 頃 から高 知 県 のもの

138

株式会社オーエス・エンジニアリング
24 感 謝
お 申し上
業 の 振有限会社青木製作
興 に 格 別 のご 高 配を賜り、

11

高知県消火栓標識株式会社

76

げます株式会社暁産業
。

72

高知消防システム株式会社

76

53

大斗有限会社

アクアデザインシステム株式会社

67

株式会社オサシ・テクノス

株式会社浅川自然食品工業

68

おのストーブ

株式会社朝日技研

68

72、73

当センターにおいては、現 在高知県の「第３
期 産 業 振 興 計 画 」のもと、ものづくりの地 産 地

か 有限会社海昌（SD工法研究会）

消 の強旭フレッシュ株式会社
化 、外 商のさらなる拡
大、
さらにその
成
株式会社垣内
115
（製造：土佐山ファクトリー協同組合）
全 力で進めています。
株式会社荒川電工

54

兼松エンジニアリング株式会社

107

池川木材工業有限会社

10・36
42

株式会社コスモ工房
さ 有限会社サーマル工房

19

株式会社西原鉄工所

109
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23
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92
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30、127
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な 株式会社永野

株式会社大旺新洋 土木事業本部環境事業部 63、153、154

有限会社丸英製紙

21、22

128

93

有限会社宮崎ウェルディング

51

ミロク機械株式会社

112、113

有限会社南国ステンレス

株式会社ミロクテクノウッド
む 睦月電機株式会社 土佐山田工場

13

株式会社西宮産業

89

株式会社モリシカ

84

ニッポン高度紙工業株式会社

99

や YAMAKIN株式会社

85

ニヨド製紙有限会社

99

株式会社山崎技研

129

有限会社山下工業

65

49

山伸工業株式会社
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株式会社ダイドウ

川島製作所

20

有限会社澤工作所

141

株式会社太陽

株式会社カンキョー

58

三恵株式会社

123

有限会社高岡丑製紙研究所

97

パシフィックソフトウエア開発株式会社

73

株式会社三彩

96

高階救命器具株式会社 高知工場

85

濵村鉄工有限会社

144

ヤマト商工有限会社

三昭紙業株式会社

96

株式会社タケナカダンボール

86

ハヤシ商事株式会社

100

有限会社山中製作所

74

紀和工業株式会社
43
株式会社石禮工業
センターをあげ
て取り組んでまいります。
金星製紙株式会社

また 、そうした 中 で 外 商 に お い て は 東 京 営

く 合同会社クールアイランド
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公文製作所
116
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宇治電化学工業株式会社

な商 談株式会社梅原製作所
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層
強化
クルミ工房
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こ の た び 、こ の 取 組 の 一 環として 、県 内 外

三和製紙株式会社

75

サンワトレーディング株式会社

120、137
108
75
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黒鳥鍛造工場
け 株式会社ケンセン35

95

25

株式会社黒潮町缶詰製作所
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の多くの皆 様に広くご紹 介したい 製 品・技 術を
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有限会社四国浄管
四国スッピル工業有限会社
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97
28、29
145
80
142
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46、47
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86
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新高知重工株式会社
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松井建材有限会社

50、51

四万十町森林組合大正集成材工場
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20、26
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136
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株式会社相愛
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株式会社エコロジーサイエンス
るところです
。

そ 有限会社ソイルファーム

大紀商事株式会社

株式会社キヨトウ
企 業 は株式会社岩や
着 実 に 増 加して います の70
で 、引き続き

10

83

48

機能素材株式会社
69
有限会社井上満吉商店
ます 。多くの
企 業 の 皆 様 のご 理 解を得
て
策定

70、71

せ 関株式会社 洋紙・包材事業部

有限会社戸田商行

91

有限会社坂本鉄工所

略 の 策井上石灰工業株式会社
定からその 実 行まで の 支116
援を行って
い
き 株式会社技研製作所

インタレスト・プロダクション

株式会社土佐レジン

45、46

株式会社松田鉄工

株式会社坂本技研

内 企 業株式会社井筒屋
の 経 営ビジョンの 実 現に向けた事
業戦
関西仮設株式会社
108

う 有限会社上田電機

82、151

有限会社須崎サブコン

130

110、111

38

に 強 化し、当 センター の 最 重 点 施 策として 県
株式会社一宮技研

78、159、160、161

株式会社土佐龍

松田医薬品株式会社

57

づくり地 産 地 消・外 商 センター 」の 取 組をさら
株式会社泉井鐵工所

株式会社高知丸高

77

40、41

す 株式会社スカイ電子

30

株式会社土佐農機

カワクボFACTRY株式会社

事 業 拡 大までを 一 貫して サ ポ ートす る「もの
41・42

157

37

株式会社刈谷鉄工
106 ア 段 階
昨い年株式会社イータスインザルーム
からはもの づくりの ア イデ
から
株式会社飯田鉄工

高知トップ教材

56

果を拡株式会社アミノエース
大 再 生 産 への好 循 環 へと繋げる取
組を
株式会社カタシマクリエーション
69

139

高知精工メッキ株式会社

118

45

ま 株式会社マシュール

網 羅した 平 成 2 9 年 度 版「 高 知 県 が お す す め
す る製 品・技 術カタログ」を、内 容も新 たに 拡
充して発刊いたしました。
是 非とも、機 械 系もの づくり製 品 や 防 災 関
連 製 品 など の 検 索 ツ ー ルとして 、またビジ ネ
ス チャン
スを 広 げ る情 報 源とし て 、存 分 にご
◆ カタログについてのお問い合せは
活 用 いただきますようお願い申し上げます 。
ものづくり地産地消・外商センター

理事長

松 岡 哲 也

東京営業本部
〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 7-16
第 3 小森谷ビル別館 6 階
TEL.03-6452-8830 FAX.03-6452-8831
e-mail mono-tokyo@joho-kochi.or.jp

名古屋事務所

大阪事務所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-16-8
栄メンバーズオフィス 8 階 803 号室
TEL.052-684-4904 FAX.052-684-4904
e-mail mono-nagoya@joho-kochi.or.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 2-6-8
センバセントラルビル 1 階（高知県大阪事務所内）
TEL.06-6244-7934 FAX.06-6244-7933
e-mail mono-osaka@joho-kochi.or.jp

1

「cocoAR2」無料アプリを端末に
インストールします。
iPhone/iPad

又は

〒781-5101 高知県高知市布師田 3992-2
平成２９年９月
TEL.088-845-7110 FAX.088-846-2556
URL www.joho-kochi.or.jp/mono
公益財団法人 高知県産業振興センター
e-mail gaisyou@joho-kochi.or.jp

◆ AR（動画）の使用方法

2

アプリを起動したら、
カタログにかざすとスキャンが開始されます。
パンダマークの付いている1コーナー説明枠をスキャンしてください。

Android

で cocoar
パンダマークの

無料アプリを
インストール！

かざす
※画像に光が反射
しない環境で
スキャンして
ください。

◎動画データは多くの通信容量を必要としますので、wi-fi環境下での使用を推奨いたします。
◎動画再生期間／2018年9月30日まで
※マーカーとなる写真は480×480ピクセル以上が必要となります。※動画サイズは50Mまでのmp4ファイルになります。※iphone,App StoreはApple Inc.の商標です。
※Android,Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。動作環境 iOS 5.X以上／Android4.X以上 ※対応機種以外では見ることができません。

高知県がおすすめする製品・技術カタログ

projects for supporting
actualization of
がおすすめする
industries comprehensively with goodness a
leveraged.

平成

currently on further
カ タstrengthening
ロ グ the acti
production for external
trade having been t
平成29年度版

年度版

29

エントランス

窓からの高知城

高知県立高知城歴史博物館

（高知市追手筋2丁目7番5）

イメージキャラクター
山ぴょん

料を中心に、土佐藩・高知県ゆかりの歴史資料の数々を
展示する本格的な博物館として２０１７年にオープンし
ました。常 設 展 示では体 験 型の展 示や映 像などで楽し
みながら歴史を学ぶことができるほか、年間を通して多
感できます。
館内には隣接する高知城を一望できる展望ロビーをは
じめ、喫 茶 室やミュージアムショップ 、城 下 町や県内 地
域の文化・観光情報を紹介するコーナー等も併設。
高 知 城のふもと、日曜 市やひろめ市 場で賑わう商 店 街
にも隣接し、博物館とあわせて城下町をまるごとお楽し
みいただけます。

Products Promoted
by Kochi Industrial Promotion Center

高知県産業振興センター

彩な企画展を開催、来館の度に新たな土佐の歴史を体

公益財団法人

国 宝 や 重 要 文 化 財を含む約６万７千 点
に及ぶ土佐藩主山内家伝来の貴重な資

Kochi Industrial Promotion Center is a P
Incorporated Foundation established for th

promoting the development of industries in
Prefecture” and at the same time contribu
actualization of vigorous regional economy

高知県

製品
技術

With a view to achieving further developm
industry, we in Kochi Prefecture established

Industrial Promotion Plan”, the total plan
economical actualization, in 2009 and have

the present as the third-term plan to con
process to desirable cycles of more powerfu
on an enlarged scale”.
Among those activities, overseas developm

enterprises in Kochi occupies an importan
and we in this center also have been promo
a full scale to overseas expansion of promin
and technologies of enterprises in Kochi sin
This catalogue has been created for the purp
introducing the overview of Kochi Prefectu
representative products of Monozukuri
Manufactuing)enterprises
therein to overse
公益財団法人
It is my strong高知県産業振興センター
hope that you will read this
deepen your understanding of Kochi Mono

