
No. ゾーン 事業者名 展示品名称 住　　所

1 株式会社泉井鐵工所 鮪延縄用　投餌機　ESV-200型 高知県室戸市浮津18番地

2 有限会社上田電機 高機能クレーン他 高知県高知市瀬戸2丁目13番43号

3 株式会社SKK 全旋回式舶用クレーン 高知県高知市横浜西町1-3

4 株式会社ｍ.ｅ.ｗｏｒｋｓ 立体造形物 高知県高知市神田2098-2

5 株式会社垣内 造粒冷却機 高知県南国市岡豊町中島391番地８

6 有限会社クリエイト・テーマ サウナストーブ、みかんコンテナ用リフター付台車 高知県香南市香我美町下分1135-1

7 株式会社コアテック スラリーアイス生成装置 高知県南国市田村字若宮乙2040-1

8 株式会社高知丸高 新規防災製品 高知県高知市薊野南町12-31

9 有限会社サーマル工房 ドローン・グライダー模型・ジオラマ模型 高知県高知市六泉寺町167

10 三惠株式会社
小袋自動包装機械

三方シール縦型製袋充填包装機
高知県高知市南竹島39-8

11 株式会社太陽 耕うん爪、野菜袋詰め機、マルチオイルボイラー 高知県高知市布師田3950番地

12 株式会社土佐組子 組子細工商品 高知県高知市春野町西分80-1

13 土佐草木花 木の花「かなばフラワー」 高知県高知市宝永町5-24-1F

14 不二電気工芸株式会社
 SA1-Ⅲ：e-Liot(エリオット)

ロボットU F O キャッチャー
高知県高知市本町5-4-21 不二興産ビル

15
ミタニ建設工業株式会社

（株式会社西原鉄工所・有限会社下原工務店）
コンテナサウナ 高知県高知市針木東町27-28

16 株式会社山崎技研 立形汎用タイプフライス盤　YZ-8WR 高知県香美市土佐山田町テクノパーク2

17 IT PRODUCT株式会社 Genki Dayo “すく～るバス” 高知県高知市加賀野井2丁目12-7

18 株式会社栄光工業 自動物流システム－コンセプトモデル－ 高知県南国市廿枝1307

19 株式会社エスイージー 鈑金・機械加工部品の展示 高知県南国市里改田203

20 株式会社オガサ製工 遮熱ルーフガルパワー 高知県高知市長浜3110-1

21 兼松エンジニアリング株式会社 マイクロ波抽出装置 高知県高知市布師田3981-7

22 株式会社カマハラ鋳鋼所 様々な鋳鋼品（船舶・産業機械）の紹介 高知県高知市東雲町3番3号

23 株式会社キヨトウ 食品トレー粉砕機・ミニチュア破砕機 高知県香南市香我美町山北123-4

24 高知機型工業株式会社 機械用模型・鋳鋼品 高知県香南市香我美町下分1244-1

25 高菱電機株式会社 SAI-Ⅲ：e-Liot(エリオット） 高知県高知市農人町4-35
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http://izuitekkou.co.jp/
http://ueta-denki.com/
https://www.skk-crane.co.jp/ja/
https://meworks.jp/
https://kk-kakiuchi.co.jp/
https://www.createtheme.co.jp/
https://www.kowa-tec.co.jp/
https://www.ko-marutaka.co.jp/
http://www.thermal-kobo.jp/
http://www.sankei-kochi.co.jp/
https://www.k-taiyo.co.jp/
http://tosakumiko.jp/
https://www.tosasomokka.com/
http://fujidenkikougei.com/
https://www.mitaken.co.jp/
https://www.mitaken.co.jp/
https://www.yamasakigiken.co.jp/
http://www.it-product.jp/
https://eikous.jp/
https://www.segnet.jp/
https://www.ogasaseikou.jp/
http://www.kanematsu-eng.jp/
http://www.kamahara.co.jp/
http://www.kiyoto-web.co.jp/
http://www.nc-model-inc.co.jp/
http://koryodk.co.jp/


No. ゾーン 事業者名 展示品名称 住　　所

26 株式会社坂本技研 ファインバブル発生器，乳化装置 高知県南国市明見898-25

27 株式会社サンテクノ 生姜ハーベスター 高知県香美市土佐山田町旭町1-1-11

28 四国アセチレン工業株式会社 高濃度酸素溶解装置サンソルバー 高知県南国市上末松字鳶井1025-6

29 株式会社第一コンサルタンツ 建設コンサルタント業務におけるDX推進事例 高知県高知市介良甲828-1

30 ツカサ重機株式会社 マリンクレーン（船舶用クレーン） 高知県高知市長浜5033-21

31 株式会社特殊製鋼所 鋳鋼品 高知県高知市稲荷町120番地

32 株式会社土佐電子 TD-UD1　エフェクター 高知県土佐市高岡町乙61-10

33 株式会社土佐農機 モーターフォグ 高知県土佐市蓮池910

34 株式会社トミナガ 鋳物で作った展示物 高知県高知市布師田3981-5

35 パシフィックソフトウエア開発株式会社 インターネット自動給餌システム　餌ロボ 高知県高知市本宮町105番地22

36 株式会社ミロク製作所 猟銃（模擬銃）の展示 高知県南国市篠原537-1

37 株式会社安川メカトレック 高知営業所 YASKAWA ロボット 高知県高知市本町5丁目6番39号 高知ダイヤビル5F

38 YAMAKIN株式会社 高知県香南市香我美町上分1090-3

39 りとるラボ 3DとIoTの技術を暮らしの中に 高知県吾川郡いの町波川2568-1

40 株式会社和田機械 両頭フライス盤・工作機械修理等 高知県高知市久礼野249-1

41 インタレスト・プロダクション 女性防災士が考案したくろしお防災リュック 高知県南国市大埇甲1199-8

42 有限会社大勝製造所 武士手袋 高知県土佐市高岡町丙383番地

43 株式会社技研製作所 サイレントパイラー、インプラント堤防 高知県高知市布師田3948番地1

44 有限会社四国浄管 災害用トイレ２Ways大地くん 高知県高知市南御座19-31

45 株式会社島産業 太陽光発電のLED防犯灯 高知県高知市仁井田新築4338番地

46 株式会社新来島高知重工 耐震性貯水槽・飲料水兼用耐震性貯水槽 高知県高知市仁井田新築4319番地

47 SLICK株式会社 高知県防災関連登録製品の乾燥野菜&乾燥果物　他 高知県南国市岡豊町八幡784-3

48 関株式会社　洋紙・包材事業部 rescue request 　ーレスキューリクエストー 高知県高知市南御座6-19

49 株式会社 ダイドウ    模型 高知県高知市加賀野井二丁目21-7

50 株式会社タケナカダンボール 段ボールベッド、間仕切り 高知県香南市赤岡町1951-1
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https://www.sakamotogiken.com/
http://www.kubota-e.com/
http://shikoku-ace.com/
https://www.daiichi-consul.com/
https://www.tsukasa-juki.com/
http://www.tokushuseikosho.co.jp/
http://www.tosadenshi.co.jp/
https://www.tosanoki.com/
https://ftm-tominaga.co.jp/
https://pacificsoftware.co.jp/
https://www.miroku-mfg.co.jp/
https://www.ym-c.co.jp/index.html
https://www.yamakin-gold.co.jp/
https://little-lab.jp/
http://www.wadakikai.com/
http://interest-pro.main.jp/
http://www.o-seizo.com/
https://www.giken.com/ja/
https://www.shikokujokan.co.jp/
http://shima-kochi.com/
https://www.skj-kk.co.jp/
http://www.slick-inc.jp/
https://rescuerequest.com/
http://recykurun.jp/
http://takenaka-db.com/


No. ゾーン 事業者名 展示品名称 住　　所

51 株式会社TSシール工業 TSシール弾性特殊ゴム製品展示 高知県高知市はりまや町2-12-13

52 有限会社土佐通信 避難誘導灯PALAとスーパーソル（人口軽石） 高知県土佐市宇佐町宇佐3157

53 株式会社 西宮産業 スマートメッシュ、NSネット、NSメッシュ、NDメッシュD NDグリッド 高知県高知市一宮中町1丁目1番地11

54 株式会社マシュール 間仕切りスペース 高知県宿毛市高砂34-36

55 有限会社丸英製紙 10年保証備蓄用トイレットペーパー 高知県吾川郡いの町鹿敷523-2

56 有限会社吉村デンソー 防災担架 高知県高知市朝倉丙2129ー9

57 株式会社イータスインザルーム イータステーブル　、イータスキッズ家具 高知県高知市上本宮町136-2

58 入交コーポレーション株式会社 特殊洗浄剤　クリンボン!
大阪府大阪市中央区北浜2-3-9 入商八木ビル1

(本社)高知県高知市仁井田4563-1

59 有限会社Ueta LABO 有用菌群と酵素による農業の為の土壌改良・活力活性材 高知県須崎市桐間西93

60 株式会社エスエス 生姜の國のCHOCOLATE、ネコ砂、防災グッズ 高知県高岡郡日高村下分2556-1

61 一般社団法人エンジェルガーデン南国 有機グアバ農園で自然栽培したグアバ茶や果実加工品 高知県南国市亀岩1008

62 Ocean Leather フィッシュレザー製品 高知県南国市小籠700-1

63 学遊窯 盆栽　とうき 高知県高知市長浜753-21

64 機能素材株式会社 パンおいしいまま 高知県高知市廿代町6-13

65 金星製紙株式会社 生活用品(さらふあ・KanBeyシリーズ) 高知県高知市井口町63

66 クルミ工房 田楽椅子 高知県香美市土佐山田町植936-9

67 黒鳥鍛造工場 土佐打刃物一式 高知県高岡郡四万十町本堂430

68 株式会社ケンセン35 高知県の特産品　宝石珊瑚の製品 高知県高知市堺町9-13

69 高知県瓦屋根工事組合 陶器瓦 高知県南国市小籠778-5

70 高知県食品工業団地事業協同組合 食料品（組合員製品） 高知県高知市大津乙1910番地

71 一般社団法人高知県製紙工業会 会員企業の紙、不織布、加工品 高知県吾川郡いの町波川287-4

72 高知県手すき和紙協同組合 土佐和紙 高知県吾川郡いの町波川287-4

73 協同組合高幡木材センター しまんと製材工場紹介 高知県高岡郡四万十町東大奈路505番地

74 こまつや ごぼう茶 高知県南国市物部26

75 株式会社三彩 楮絲作品及び暮らしに寄り添う和紙・不織布商品 高知県土佐市北地4517-2
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http://ts-seal.com/index.php
https://www.boating.co.jp/
https://www.nishinomiya-sangyo.co.jp/
http://hakovest.com/
https://maruhide-paper.com/
https://www.y-denso.com/
https://www.etas-intheroom.co.jp/
http://www.irimajiri-corp.com/
https://gskin.jp/
http://www.ss-kochi.co.jp/
https://www.nishigawa-nouen.com/
https://ko-yo-freeze.co.jp/ocean-leather/
https://www.kochi-seizou.jp/introduction/?type=T&mid=186&lang=jp
https://kinousozai.co.jp/
http://www.kinseiseishi.co.jp/
http://kurumikobo.com/
https://tosakurotori.com/
https://www.kensen35.com/
http://www.kouchiyane.com/
http://www.food-industry-association-in-kochi.net/
http://kochi-kami.or.jp/
http://www.tosawashi.or.jp/
https://shimantoseizai.jp/
https://www.sansai-co.jp/
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76 三昭紙業株式会社 除菌シート等の不織布を使った製品を展示予定 高知県土佐市北地2424-7

77 株式会社タナカショク 防災用　豆腐ジャーキー他 高知県高知市布師田1761

78 株式会社ツボイ 高知県産仁淀川きくらげの製品展示 高知県吾川郡仁淀川町竹ノ谷887-1

79 有限会社特選呉服いしはら 土佐紙布の帯とバッグ・デニムきものai-iro 高知県高知市南はりまや町1-16-5

80 株式会社土佐龍 土佐龍　スグレまな板 高知県須崎市浦ノ内東分2830

81 有限会社戸田商行 木毛（もくめん） 高知県土佐市本村580

82 ニヨド印刷株式会社 環境・社会に優しいオリジナル紙製品の提案 高知県吾川郡いの町474番地2

83 有限会社フジオカ ひのき枕「龍馬の夢枕」 高知県香南市野市下井1277

84 マリンゴールド株式会社 長期保存水、海洋深層水製品各種 高知県室戸市室戸岬町3507-22

85 株式会社ミロクテクノウッド 木製ハンドルなどの工業用意匠部品、インテリアグッズ 高知県南国市篠原537-1

86 本山印刷株式会社　Paper message事業部 日めくりカレンダー 高知県高知市大川筋2丁目6-11

87 株式会社山兆水産 生姜真鯛 高知県須崎市西崎町5-1-205

88 四万十うなぎ販売株式会社 四万十うなぎ　蒲焼 高知県高知市一宮中町１丁目14-40

89 YaYaパール パールジュエリー 高知県南国市小籠941-210

90 ウシオ製作所株式会社 備長波シリーズ 高知県南国市小籠94番地

91 合同会社OUCHI企画 移動式サウナおよび木製品 高知県高岡郡四万十町広瀬211

92 小磯鉄工 ロボット型薪ストーブ 高知県土佐清水市下ノ加江368-1

93 西野工作所 西野式薪焚きピザ窯　 高知県南国市福船371-1番地

94 株式会社ユーチカ イノシシ捕獲オリ　ステンレスすのこ「きれい] 高知県安芸郡奈半利町乙448番地7

95 理工エンジニアリング株式会社 ハモ骨切り機、ウロコ取り機等の水産加工機 高知県高知市布師田3061番地
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https://www.sanshoshigyo.jp/
http://www.tanakashoku.jp/
https://www.niyodogawa-kikurage.kochi.jp/
http://gofuku-ishihara.com/
http://www.tosaryu.com/
https://www.toda-shoko.com/
https://www.niyodo-press.co.jp/
https://hinoki-fujioka.com/contact/
https://marine-gold.co.jp/
https://www.mirokutw.com/
https://www.papermessage.jp/
https://yamacho-suisan.com/
http://www.shimanto-unagih.com/
https://www.yayapearl.com/
https://www.ushio-s.net/
https://shimanto-ouchi.jp/
http://koiso-tekko.com/
https://tosaryoshi.web.fc2.com/
http://u-chika.com/
https://www.fbuick.jp/

