
<高知>で活躍する企業を知るチャンス!

先輩社員が語る
高知で働く魅力とは？



機能紹介

書き込んでいただいた内容は、リアルタイムでチャット欄に表
示。マナーを守って、セミナー中に意見や感想などを書き込
んでみましょう！

２
チャットで出演者や参加者と
コミュニケーションが可能！

個別に質問を送りたい場合は、「質問」欄をご利用下さい。
お送りいただいた質問はチャット欄には表示されず、出演者
だけに届きます。「音が聞えない」などの不具合もこちらから
お問い合わせください！

３
個別に聞きたい質問は
「質問」欄から投稿できます

マイナビTVではイベント会場や実際のセミナー会場に行か
なくても、セミナーごとに出席票を提出可能！受講時には
必ず提出しましょう。

１ バナーから出席票を提出！

２ ３

２

３

高知県企業の合同業界研究セミナー

１

１

３

２



出席票を12月中に15回数提出すると…

■マイナビ2023オフィシャルBOOK（電子版）をもれなくプレゼント！

■以下の15冊の中からお選びいただくことが可能です

●マイナビ2023オフィシャルBOOKラインナップ
○エントリーシート 完全突破塾 ○インターンシップ 仕事のホントを知る！見る！考える！

○要点マスター 就活マナー ○一般常識 即戦力 問題集 ○要点マスター 一般常識

○業界＆職種研究ガイド ○自己分析 適職へ導く書き込み式ワークシート

○面接担当者の質問の意図○就職活動がまるごと分かる本 ○就活ノートの作り方

○面接 自己PR 志望動機○要点マスター 面接＆エントリーシート など

出席票提出で 全 員 に プレゼントあり！

マイナビTVにご参加いただいたら、各講座に表示される出席票を必ずご提出ください。

※各講座に表示されるバナーよりご提出ください

■プレゼントの発送は、提出月の翌月に

マイナビの「お返事箱」または

「e-mail」アドレス宛にお送り致します。



マイナビTV アンケート

①アンケートに回答！

⓶出席票を提出！

※各講座に表示されるバナーより提出

※セミナー終了間際に表示されます

①

②

②

①



１．趣旨説明＆高知県で働く魅力

２．県内優良企業４社による企業紹介

３．次回イベント紹介・県取り組み

４．最後に

本日のプログラム本日のプログラム

① 高知銀行

② セキスイハイム東四国

③ 中四国丸和ロジスティクス

④ ネッツトヨタ南国



高知県商工労働部商工政策課

趣旨説明＆

高知県で働く魅力



１

高知県の概要



２

数字でみる高知家（暮らし編①）

東京・大阪・高知の1ヶ月の家計収支環境 通勤・通学時間／平日（往復時間）

平日の生活時間
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活動時間内容 東京都 大阪府 高知県

1次活動時間
【睡眠・食事など】

10時間26分 10時間26分 10時間53分

2次活動時間
【仕事・家事など】

8時間5分 7時間40分 7時間15分

3次活動時間
【自由時間】

5時間29分 5時間54分 6時間1分

東京都と比較すると、使える時間が・・・

◆1日あたり約30分多い

◆1週間では約2時間30分多い

◆1ヶ月では約10時間多い

（円）
（分）

91,448円 74,451円 83,781円
1時間37分

1時間28分
1時間5分

共働きが多く、意外と黒字！

高知県は働く女性が多いため、1ヶ月の家計収支は大阪を

上回っている。

（出典）総務省統計局「平成26年全国消費実態調査」

：東京・大阪・高知の1ヶ月の家計収支（2人以上の世帯のうち勤労者世帯）
（出典）総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」：行動者平均時間

仕事と生活の調和をとりやすい！

大都市と比較して、仕事、家事以外の自由時間が多く、

余暇を楽しむことができる。

（出典）総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」：行動者平均時間



女性が活躍

東京 大阪 高知24.2% 21.9% 29.3%

全国３位会社などの役員に占める女性の割合

都道府県別起業者に占める女性の割合

東京 大阪 高知22.0% 17.3% 22.4%

全国３位

（出典）総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

グルメ

地元ならではの美味しい食べ物が多かった

喫茶店店舗数（人口１千人あたりの軒数）

岐阜県 和歌山県高知県

１位 ２位 ３位石川県 高知県 北海道

（出典）じゃらんリサーチセンター「じゃらん宿泊旅行調査2018」全国1万5,627人

（出典）総務省統計局「平成28年経済センサス 活動調査」 ３

数字でみる高知家（暮らし編②）

全国平均 64.2%

子育てしやすい環境

育児をしている女性の有業率

東京 大阪 高知61.4% 60.1% 80.5%

出産・育児による

離職が少ない

（出典）総務省統計局「平成29年就業構造基本調査」

仕事と子育てを両立しやすい！

大都市圏と比較して女性の「出産・子育て」による

離職が少ないことから、仕事と子育てを両立しやす

い環境が整っていると言える。

女性の活躍する場が多い！
働く人、管理職、起業家のいずれも、女性の割合が

高知県は全国トップクラス！はちきんという言葉があ

るように、とにかく女性が元気！

豊かな自然の中で育った

美味しい食材が豊富！

雄大な自然に囲まれた高知県は、地元ならではの

美味しい食材が豊富。喫茶店店舗数（人口１千人あ

たりの軒数）は全国１位。
１位 ２位 ３位
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正社員の多い業種・職種
（産業別新規求人数／正社員／R 1.11～R2.10月）

◆求人の傾向として、製造業及び建設業では「資格や技能を持つ人」が、医療、介護では

「看護師・介護士等の有資格者」が求められています。

数字で見る高知家（仕事編）

４

（出典）高知労働局 職業安定課 「労働市場月報 雇用こうち」
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【Point①】視野を広げて、色々な角度から業界や企業を知る
会社の「規模」だけでなく、福利厚生や社会貢献の活動もチェック！

★「高知県ワークライフバランス推進企業」の認証企業 445社（R3.10)

★「こうちSDGs推進企業登録制度」も始まりました！ 84社(R3.10)

【Point②】地方の面白い企業を見つける
「ＢtoＢ」企業、特殊な技術を持っている企業をチェック！
→特殊な部門で世界一・日本一のシェアを占める企業も多数

【Point③】インターンシップ、説明会等への参加により社員から直接話を聞く
興味がある企業も、これまで知らなった企業も含めて多くの企業の話を聞き、

インターンシップ等も活用して、企業や仕事を見学・体験してみよう！

ポイント 多くの企業を知れば、自分に合った仕事に出会える可能性アップ！

高知県の企業を知る

５

企業

B

Business   to   Business

to

企業

Ｂ to Ｂ (企業と企業の取引）

B

高知県の企業を見つける視点



県内優良企業４社による企業紹介

高知銀行



WEBセミナー
(株)高知銀行 ｉｎ高松



２０２１年度入行



プロフィール

名 称 株式会社高知銀行

本店所在地 高知市堺町２－２４

創 立 １９３０年（昭和５年）１月２０日

代表者 取締役頭取 海治 勝彦

資本金 １９５億４４百万円

職員数 ７７７名

店舗数 ７２店舗（５９店舗が高知県内）



県内に５９店舗



経営理念
—企業経営の考え方

熱意

高知銀行は、
限りない熱意を

もって、地域の発展と
暮らしの向上に貢
献します。

調和

高知銀行は、
調和のとれた経営
をもって、お客
さまの信頼に応
えます。

誠実

高知銀行は、
創意と誠実を
もって、お客さま
に奉仕します。



◇第二地方銀行では初のコラボ店舗

◇イベントやセミナー等の開催

◇幅広い世代の方にご利用いただける施設に！



移動金融車「こうぎん号」



地域イベントへの協力

◇地域のスポーツなどの行事に協賛

◇地元のビッグイベントである

「よさこい祭り」にも例年参加

しており、地域の皆さまとの交

流を深めています。



仕事内容（営業店）

◇お金の入出金

◇両替

◇各種届出（住所変更等）

◇口座開設

◇借入相談の受付

◇貸出先の期日管理

◇貸出先の入金管理

◇取引先への訪問

◇新規のお客様の開拓

◇商品のご提案

預金係 貸付係 渉外係



8：20 9：00 12：00 15：00 17：30

出社

• 制服に着替

える

• 開店の準備

• 朝礼

店舗開店

• 来店されたお客

様の対応（入出

金・振込・両替

など）

• 電話対応

閉店

• １日の勘定が

合っているか

どうか確認

• 郵便物の準備

• 書類整理

退社

お昼

預金係の１日



職場教育（新入行員研修２週間）

◇電話対応・窓口対応

◇算札・電卓

◇預金・貸出・為替業務

基礎知識習得

◇社会人としての心構え

◇マナー・エチケット



業務別研修

預金

◇セールススキルアップ

◇窓口事例等

貸付

◇融資審査能力向上

◇中小企業経営支援等

渉外

◇融資渉外力

◇財務分析強化等



フォローアップ研修（農業研修）

サトイモやショウガなどの収穫

体験をする。銀行と地域社会

との繋がりを学習するとともに、

団体行動することで、協調性

やコミュニケーション能力を身

に付け、参加者の意識改革を

図ることを目的。



業務知識を得るための資格試験のススメ

ファイナンシャル・プランニング技能検定試験

顧客のライフプラン上の目標を達成するため総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家
計のホームドクター」。（FP)

証券外務員二種

株式・債券・投資信託の現物取引を取り扱うことができる。

日商簿記検定試験（三級）

財務諸表を読む力を身につけ取引先の経営状況を把握、また、ビジネスの基本であるコスト
感覚を身につけ、コストを意識した仕事ができる。



休暇制度

完全週休二日制
年末年始

(12月31日～1月3日)

連続有給休暇

(5日間)

リフレッシュ休暇

(2日間)

半日休暇

時間単位休暇
育児休暇



休暇制度

完全週休二日制
年末年始

(12月31日～1月3日)

連続有給休暇

(5日間)

リフレッシュ休暇

(2日間)

半日休暇

時間単位休暇
育児休暇

必ず連続で５日間お休みを取る。
月～金まで休みにすると、前後土日合わせて９連休が取れる。



休暇制度

完全週休二日制
年末年始

(12月31日～1月3日)

連続有給休暇

(5日間)

リフレッシュ休暇

(2日間)

半日休暇

時間単位休暇
育児休暇

２日間どこでもいいので必ず休みを取る。
連続じゃなくていい。理由も何でもいい。



休暇制度

完全週休二日制
年末年始

(12月31日～1月3日)

連続有給休暇

(5日間)

リフレッシュ休暇

(2日間)

半日休暇

時間単位休暇
育児休暇

・午後子供の運動会があるから休みたい⇒半日休暇
・午前中に検査で婦人科に行くので ⇒時間単位休暇
１時間くらい遅れて出勤したい



社宅はすべて銀行が用意します



クラブ活動も充実！



令和２年度

なでしこ銘柄

プラチナくるみん えるぼし

女性活躍推進に優れ

た企業として選定。

３６００社中４５社しか

選ばれない！

仕事と子育ての両立を

積極的にサポートしてい

る企業として高知県内企

業初の認定。

育児休業１００％！

女性の活躍推進状況が

優良な企業として認定。

自宅のパソコンを使って

学習ができるeラーニン

グシステムの導入！

認定マーク（女性活躍推進関連）



働き方データ



働きやすい高知の職場環境

引用：高知家で暮らす>高知で働くということ

ＵＲＬ：https://kochi-iju.jp/work/working_in_kochi.html



気になる暮らしのこと

引用：高知家で暮らす>高知で働くということ

ＵＲＬ：https://kochi-iju.jp/work/working_in_kochi.html



１～３年目の行員に聞いてみた！

就職活動・入行後について



１～３年目行員のみなさん

２年目 男性行員
中央大学
法学部

２０２0年４月入行

３年目 女性行員
京都産業大学
経営学部

２０１９年４月入行

１年目 女性行員
広島経済大学
経済学部

２０２１年４月入行



質問事項

•現在の担当業務は？

•銀行に入って良かったこと

•休日・長期休暇の過ごし方

• なんで高知銀行なの？



現在の担当業務は？

電話でのセールス
金融商品の提案

貸付
・預金係として、お客様の入出
金や税金のお支払い、振込等
の処理
・投資信託・生命保険・定期預
金等窓口でのセールス活動



銀行に入って良かったこと

・様々な業種の方の
お話が聞けること
・資産運用の重要さ
が分かったこと

入行してから様々な資格を取得
するため、年金や税金について、
銀行業務だけでなく自分自身
の生活の中でも役立つ知識を
得られること

資格や将来の保険
や投資について
学べること



休日や長期休暇の過ごし方

・趣味に没頭する
・運動不足解消の
ためジムに行く

家で家族と過ごすことが多い
です。長期休暇は、コロナ禍前
は県外に旅行に行ったりしてい
ました。

旅行・果物狩り



なんで高知銀行なの？

地元に影響があるこ
とがしたく、高知に注
力した企業だから

地元高知県の地域
発展に貢献したい
と思ったからです。

支店訪問した際の支店の雰
囲気や行員の方たちの人柄
をみて働きたいと思いました。



次回インターンシップは
２月上旬を予定しております。



内容

◆企業説明

◆施設見学

◆高知銀行の取り組みについて学ぼう

◆グループワーク(預金業務など)

◆算札・電卓演習

◆行員との懇談 など











ご清聴ありがとうございました。
(株)高知銀行



質問タイム

＜高知銀行＞



県内優良企業４社による企業紹介

セキスイハイム東四国
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SEKISUI HEIM  HIGASHI SHIKOKU

Tackling your future
－未来に本気で挑む－
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Recruitment Group Member Introduction

福井朋美
2006年入社

京都府立大学卒

人財採用研修グループ

趣味

子育て事情や他愛もない

お友達とのトークタイム☕

吉見夏季
2014年入社

神戸女子大学卒

人財採用研修グループ

趣味

大好きな読書＆

旦那さんと週末の晩酌🍶

緒方千紘
2017年入社

松山大学卒

人財採用研修グループ

趣味

若手女子会♡

公私共にリフレッシュ！

様々な職種を経験した私たちだからこそ

職種毎の内容・やりがい・本音をお伝えします！



今四国が熱い！！



世界一のシェアを誇る
旅行ガイドブック
「ロンリープラネット」が選ぶ

世界観光地ランキング
地域部門

四国は何位？？

出展：2021/11/4 yahooニュース記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7274cd8c3444066baefe495f11d09974d5626c2a
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世界観光地ランキング
地域部門

世界一のシェアを誇る
旅行ガイドブック
「ロンリープラネット」が選ぶ

世界6位 四国
出展：2021/11/4 yahooニュース記事 https://news.yahoo.co.jp/articles/7274cd8c3444066baefe495f11d09974d5626c2a
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セキスイハイム東四国の特徴は？



59

生活を支え人の命を守ることが

使命である住まい🏠を通じて

大好きな地元四国の

経済や人々に貢献すること

私たちセキスイハイムが成し遂げたいこと



60※2021年度当社調べ(住宅事業統括部)

48％
ＵＩＪターン社員

その他社員
52％

セキスイハイム東四国

ＵＩＪターン社員割合

Ｕ ＩＪ ターン約半数！
一度は四国外へ出て

地元四国で貢献している
社員がたくさん！
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Ｕターン経験者の声
■セキスイハイム東四国版

首都圏に出たからこそわかる
四国の温かさ

様々なタイプの人と出会い磨いた感性を

四国で活かしたいと思いました。

そのまま残ることも考えたが

大好きな四国に戻ることを決意しました！
古川開登

2019年入社 高知県出身

横浜商科大学 商学部卒

安田光史郎

2020年入社 高知県出身

近畿大学 工学部建築学科卒

どのような環境が社会人として力を
発揮できるのか？

ただでさえ社会人として不安がある中、

全く知らない土地・人に囲まれて

全力投球できるのか。

やはり親しみのある環境下だからこそ

本領を発揮できる！と考え決意しました！
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セキスイハイム東四国 社員満足度調査

※2021年度ＥＳアンケート調査 当社調べ 対象：住宅事業統括部

14%

現在の仕事はやりがいを感じられる

86％
そう思う

そう思わない
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01.やりがいがある

セキスイハイム東四国のメリット

03.ビジョンが明確

02.成果と評価が一致

＋福利厚生が充実



職種紹介



Job Category ～各フィールドでの活躍・転換～
■新築営業

セキスイハイムを提案しご建築いただく

① 若いうちから

大きな仕事(家づくり提案)を任せてもらえる！

②一生で一番大きいお買いものを提供することで

高いレベルの仕事を通し自身の成長と、

他業種・他職種では経験できない達成感！

商品を売るのではなく暮らしを提案する営業！



お客様ご提案実例
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インターンシップ情報
メモをご準備ください！
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★WEB開催★
1月8日（土）13：30～16：30

★対面開催★

徳島会場：1月10日（祝月）10：30～17：00

香川会場：1月16日（日） 10：30～17：00

#仕事体験#失敗したくない #若手社員に会える #Uターン悩み中

セキスイハイム東四国株式会社

体感型インターンシップのご案内

★Ｕターン学生 大歓迎★
四国Uターン

お悩みの方必見！
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セキスイハイム東四国は

仲間と本気で未来へ挑める

学生の皆さんのチャレンジを
お待ちしております！



質問タイム

＜セキスイハイム東四国＞



県内優良企業４社による企業紹介

中四国丸和ロジスティクス
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株式会社 中四国丸和ロジスティクス
会社説明会 2021

株式会社 丸和運輸機関 証券コード：9090

物流の”挑戦“が新しい未来をつくる
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会社概要

本 社 高知県高知市仁井田朝日ヶ丘4666-1

代 表 者 代表取締役社長 筑肱 夏彦

設 立 2002年4月（設立20年目）

事業所 高知県、愛媛県、岡山県、広島県、大阪府 計11事業所（本社除く）

拠 点 数 165拠点 ※グループ含む

従業員数 正社員210名 パート94名 合計304名

事業内容 サードパーティ・ロジスティクス（3PL）事業 等

岡山サテライト 岡山県岡山市南区藤田564-221

資 本 金 1,000万円

売 上 高

73

35.5億円【2021年3月期】
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グループ会社の全国展開

幅広いエリアと事業領域で、全国各地の皆様を支える

株式会社 丸和運輸機関≪親会社≫ 

★関東エリア内で90拠点以上を展開

★12社の子会社の親会社

★東証一部指定の上場企業

★車両台数1,600台以上

㈱北海道丸和ロジスティクス

北海道エリア 6拠点

㈱東北丸和ロジスティクス

東北エリア 11拠点

㈱関西丸和ロジスティクス

関西･中部･北陸エリア 23拠点

㈱中四国丸和ロジスティクス

中国･四国エリア 11拠点

㈱九州丸和ロジスティクス

九州エリア 3拠点

全国160拠点以上展開！

74

■３PL以外の関係会社

㈱NS丸和
ロジスティクス

個配事業

鉄道コンテナ事業 軽貨物輸送事業

㈱アズコムデータ
セキュリティ

文書保管事業

㈱丸和通運
㈱ジャパンクイック

サービス
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取引先企業の紹介

75

※一部抜粋

小売業に特化した３PL事業を全国に展開！

大手EC通販業者
(A社)

良品計画

ダスキン 日本郵便

イオンNS OWTEC

マツモトキヨシHD アルフレッサ

旭食品

サンシャイン

天満屋ストア セブン＆アイHD

コンフェックス フジ
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物流業界研究

76

陸運

特徴

①国内においては91％が

陸運が輸送している

②細かな輸送が可能

③どんなものでも輸送できる

デメリット

①他国との貿易には×

②多くの人手が必要

海運

特徴

①世界貿易の97％が船

②大量の貨物を運べる

③物量に対し低コストで

輸送できる

デメリット

①輸送に時間がかかる

②環境負担が大きい

③利益率が低い

空運

特徴

①早く輸送できる

⇒品質を維持できるため、

精密機器などに強み

②事故の可能性が低い

デメリット

①コストが高い

②大口や重いものには不向き

物流は経済を支えている、インフラ業界
なくてはならない・なくなることのない業界

陸運は日本国内の物流の大部分を支える
更に経済のピンチ(震災・災害)時も支える役割を担う
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物流業界の課題・今後

労働人口の減少・高齢化
人手・サービスドライバー不足

現状・課題 今後

インターネット通販市場の拡大により
小口の個人宅配が増加

需要はさらに高まる

物流施設への新技術（AI・IoT）の導入

誰もが活躍できる労働環境の整備
（保育所併設の物流施設など）

物流ネットワークの構築
（人手・車両集め、高効率配送）

→AZ-COM丸和・支援ネットワーク

メーカー・小売業が本業に専念 本業以外の物流を物流業に一括委託

「運ぶ」以上の価値創造が求められる

77
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当社事業（運送・３PL）
モノの流れと役割（陸運）

原材料 メーカー
卸売業 物流センター

倉庫
小売り

（店舗・通販） 消費者

商品の配送を行う
(指定された時間・場所へ的確に供給)

運送事業

サード・パーティロジスティクス（３PL）事業

商品の管理を行う
（保管・荷役・包装・流通加工）

物流事業

お客様へ最適な「物流の仕組み」を企画・設計し、運営までを行う

＝お客様の物流を第三者目線から改善・改革
物流という側面から長期的な経営利益支援を行う

78
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コアコンピタンス（成長するための3つの核）

EC
Electronic Commerce

BCP
Business Continuity 

Plan

Food cold chain

食品

3PL&PLATFORM COMPANYを目指す
79
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①低温食品物流事業
AZ-COM 7PL ~ Seven Performance Logistics ~

当社の3PLブランドの「AZ-COM」を用いながら、食品スーパーマーケット様の
経営に貢献する、新しい付加価値・メリットを7つの角度からご提案。

①コアビジネス
への集中

②物流利益
の拡大

③商流利益
の創生

④集客力向上
⑤店舗オペレー
ションの改善

⑥人手不足
への対応

⑦物流品質
の向上

店舗物流の効率化

・モノの流れを川上から川下まで設計・運用

⇒顧客（小売業）は本業に専念
⇒顧客の経営課題に対して総合的に提案可能

農産品の産地直送

・丸和グループ会社のテクノクールコンテナによる
温度管理の徹底で「圧倒的な鮮度」

⇒品質向上による集客力の向上

・生産者・生産方法が明確

⇒安全性の確保による顧客信頼度向上

物流品質の改善・向上で、消費者へ高品質な商品と安心を提供

・産地と独自で契約

⇒卸を介さない為商流コストの削減

全 国 各 地 の 優 良 食 品 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 様 へ ア プ ロ ー チ

80
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②EC物流事業

EC＝Electronic Commerce（インターネット通販）

2017年よりA社様とのお取引開始。個人宅配のノウハウを活かし当日宅配に特化。
成長する市場・成長する顧客に経営資源を集中し、お客様からの評価で事業拡大中。

ラストワンマイル事業 幹線事業（センター間輸送） センター運営

最終消費者様へ商品をお届けする

ための配送拠点管理。
BtoCのノウハウを活かして
高効率・高品質な配送の為の管理を行う。

教育された自車で積極的に展開。
それによる柔軟な対応力で

（車種・時間・場所）

多様な輸送能力を活用。

蓄積された3PL事業のノウハウを活かし、
安全・品質・生産性の追求。

高品質と生産性を両立させる。

インターネット通販需要拡大中の今、必要不可欠な存在

社内で若手の活躍が著しい事業（入社2年目で拠点長も！）

基幹センター 仕分けセンター 配送拠点 最終消費者

81
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BCP（事業継続計画） ~Business Continuity Plan~

自治体・企業が災害時であっても事業を継続することができるように
当社が人手・車両を集め、物流知識を活かし総合的に支援する。(災害時支援）

2019.1 ㈱セブン-イレブン・ジャパン

2019.10 東京都

2019.12 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱

2020.1 埼玉県

2020.6 神奈川県

2020.7 千葉県

自治体・企業様との協定事例

企
業

自
治
体

丸和運輸機関の車両確保

AZ-COM丸和・支援ネットワーク

物流業界の中小企業を束ね、

輸配送におけるパートナー企業の経営

（利益）支援をする全国ネットワーク。

国公立大学の防災研究の有識者を含む委員会設立

社内・社外におけるBCP体制の構築

社会的使命＝社会の基盤となる企業づくり

③BCP物流事業

東北大学 丸谷教授 京都大学 川瀬教授

82
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これまでの成長と今後（売上高）

83

514
540

603

671

743

855

983

1121

1300

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度目標 2040年度目標

東証2部
上場

東証1部
上場

連結売上高

前年比
105％増

前年比
112％増

前年比
111％増

前年比
111％増

前年比
115％増

前年比
115％増

前年比
114％増

前年比
113％増

予定

連結売上高（目標）

単位：億円

売上の成長（一部上場から現在）

毎年110％以上の成長率の実現

✓ 過去最高売上高、最高益を達成

コロナの影響の中においても、人々の生活に必要不可欠な物流を担い

売
上
高
1

兆
円
目
標

’価格競争‘ではなく、
‘価値競争’で業績を拡大‼
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ファーストキャリア

8484
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キャリアアップ後

8585

コンサルタント営業職 管理事務職

情報プランニング職

■主な業務

・新規案件 ／ 既存顧客（ルートセールス）営業
・物流システムの企画

（現状調査・分析・設計・コスト試算）

・年商数億円規模案件のコンペティション

■主な業務
・物流システムの構築・運用
・新規物流センターのシステム構築・設計
・既存物流センターのシステム入替・保守
・社内インフラの整備

10年間で約3～4回の
ジョブローテーションを実施

様々な経験で、
幅広い知識・技術を習得

■主な業務
・総務、経理等の事務業務（本社事務）
・営業のサポート、フォロー、資料作成
・お客様問い合わせ対応
・物流センター、配送拠点での

勤怠管理及び請求書処理（営業所事務）
5～10人の

チームでの営業！ 最前線で働く人をサポート♪

２０２１年度より
DX推進課発足！
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新社員社内研修

人の成長なくして、企業の成長なし。

役職・入社歴に応じた階層別研修を実施

86

明るく元気！若手交流も盛ん

OJT・OFF-JT

新社員フォローアップ
研修会

育成担当者研修会
ロジスティクス
センター長研修

HACCP基礎講座

丸和ロジスティクス大学
<基礎コース>

丸和ロジスティクス大学
<一般コース>

物流現場改善士
(JILS)

国際物流管理士
(JILS)

物流技術管理士
(JILS)

丸和ロジスティクス大学
<MBSコース>

MBS社会人コース

役員部門経営者研修会

ロジスティクス経営士
(JILS)

新社員 一般社員 中堅社員 管理者 経営幹部

【パルコネ】
部署の壁を越えた若手社員交流の場

若手主体(ボトムアップ)

【提案奨励金制度】

業務改善提案を指定用紙1枚に記載すると

提案1件につき、1000円を贈呈！
職歴・役職に関係なく、従業員であれば誰でも

使える制度！

【スポーツ活動】
年齢関係なくスポーツ好きが

集まり交流！

教育制度・社風
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質問タイム
＜中四国丸和ロジスティクス＞



県内優良企業４社による企業紹介

ネッツトヨタ南国



2021.12.17マイナビTV

ネッツトヨタ南国の挑戦
～企業紹介～

ネッツトヨタ南国 採用担当

ビスタワークス研究所 執行役員

長山大助



社員の

社員による

社員のための会社



創業当時、ネッツトヨタ南国は

「みにくいアヒルの子」になれるのか…と言われていた



それから41年・・・















部活動の結果の違いは

どんな仲間と

何を目指すかの違い





皆さんにネッツ南国を紹介するにあたり

どんなこと伝えるべきかと考えました。

業界、職種、商品、待遇…

これらをお伝えしたところで

ネッツ南国を知ったことにはなりません。

なぜなら同業他社と大差ないからです。

では何を学生さんに伝えるべきか。

仲間たちと何度も話し合いました。



仲間たちの声には共通点がありました。

ネッツ南国とは、そこに集まる

社員の人柄と思いの集合体です。

笑顔がキラキラ輝くスタッフ

お客様と真摯に向き合うスタッフ

仲間を尊敬し、互いに高めあう関係性

どれか１つでも欠けたら、

それはネッツ南国ではありません。



『ネッツ南国らしさ』









VISTA WORKS.

www.vistanetz.com



質問タイム

＜ネッツトヨタ南国＞



高知県商工労働部商工政策課

県の就活準備サポート



高知県による就活準備サポートの取り組み

６

高知家で働く魅力を

もっと知りたい方へ！

① 「高知求人ネット」学生サイトでの情報発信

② 「こうち学生登録」制度による情報発信

③高知県で働くことを応援！交通費支援制度

④困ったときは？高知で働く！「応援窓口」



「高知で働く」ことに興味がある学生をサポートするポータルサイト。

高知の企業の情報やインターンシップ情報などをタイムリーに発信しています！

「高知求人ネット」学生サイト

７

＼お役立ちコンテンツがたくさん！／

▼高知の企業約200社掲載！

企業情報、インターンシップ情報 等

▼企業のPR動画＆インタビュー記事

▼イベント情報

▼メルマガ登録機能

▼気軽に相談できるお悩みフォーム



「高知求人ネット」学生サイト

８

気になる高知の企業の企業情報や
インターンシップ情報等を

業種やエリア、

キーワード等で

検索できます！

高知の企業約200社
の情報を掲載！

インタビュー記事も必見！

高知の現役大学生が

気になる企業を訪問した

様子もお届けしています。



ご登録は「高知求人ネット」
学生サイトから！

「こうち学生登録」にご登録いただいた学生や保護者の皆さまに、高知の企業を知るための
お役立ち情報をお届けしています！

【登録できる方】 ※高知県出身でない方もご登録いただけます。
・保護者
・学生（高校生、専門学校生、大学生、大学院生等）
・既卒３年以内の方

９

「こうち学生登録」制度

＼こんな情報をお届けします！／

▼情報誌「サポートガイド」

▼高知の企業情報

▼イベント情報、行政の支援情報

登録は
無料です！

郵送
メル

マガ

＼ 高知での就活準備を応援！高知ふるさと便 ／

今なら、高知県外にお住まいの
学生で新規登録した方に、
高知県ゆかりの特産品を
詰め合わせたギフトをお届け！
この機会に登録しよう！

※応募期間：令和４年２月28日まで



詳細は「高知求人ネット」

学生サイトから！

高知県外在住の学生が高知県内でのインターンシップやイベントに参加する際の
交通費・宿泊費を支援しています。ぜひご活用ください。
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高知県で働くことを応援！交通費支援制度

・高知県が主催又は協力する
高知の企業を知るためのイベント
・県内企業が県内で実施する
インターンシップ、個別企業説明会 等

支援対象となるもの

※高知県以外の出身の方も歓迎！

県外在住の学生、既卒３年以内の方

対象者

（１）交通費
＜対象＞鉄道、路面電車、航空機、バス、旅客船、高速料金
＜上限＞都道府県毎に上限あり

（２）宿泊費
＜対象＞１泊分 ＜上限＞5,000円（１泊）

対象経費 同一年度内に
１人３回まで申請可能！



◆東京事務所（東京都千代田区内幸町）

TEL  ０３−３５０１−５５４１
E-Mail 111602@ken.pref.kochi.lg.jp

◆大阪事務所（大阪府大阪市中央区）

TEL  ０６－６２４４－４３５１
E-Mail 120902@ken.pref.kochi.lg.jp

◆名古屋事務所（愛知県名古屋市中区）

TEL  ０５２－２５１－０５４０
E-Mail 120903@ken.pref.kochi.lg.jp

県外での相談窓口（東京、大阪、名古屋）

JR「新橋駅」

徒歩5分!

御堂筋線

「本町駅」

徒歩5分!

高知県内での相談窓口

◆高知県商工政策課（高知市）

「高知で働く！」応援窓口
＊専任のコーディネーターが常駐しています＊

時間 8:30～17:15(平日)
TEL ０８８ー８２３ー９５７２
E-Mail internship151401@ken.pref.kochi.lg.jp

◀コーディネーター

困ったときは？「高知で働く！応援窓口」
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元・企業の人事担当の経験を

活かし、インターンシップ等

様々なお悩みにお答えします！

ご相談はお気軽に

メールやお電話でどうぞ！



ご視聴いただき
ありがとうございました！


