その視線の先にあるもの

Idea.

Vision.

刹那的満足や横並びの価値観ではなく、
心の豊かさや多様な選択によって創られる一人ひとりの幸せ。
その積み重ねの先に、私たちが暮らす地域や社会の未来があります。
クルマは、人の一生に寄り添うパートナー。
移動の自由を保障する 足 として、
家族や大切な人と楽しみや喜びを共有する 場 として、
あるいは日々の生活の質を補助する 支え として、
多彩な可能性と夢を乗せ、
これからも進化していくでしょう。
クルマと人の想いをつなぎ、たくさんの幸せを高知に育み続ける。
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それが、私たち高知トヨタの未来へのミッション。
あなたもここに根を張り、枝葉を広げ、共に未来を創っていきませんか？
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The History of Kochi Toyota.

夢を追い、価値を創造する。

平成5年
平成7年

DUO高知中央オープン
南国営業所を新設
平成16年

昭和21年
昭和23年

平成17年

高知トヨタ販売株式会社として発足
高知トヨタ自動車株式会社に変更

昭和41年 中古車展示場を新設
昭和43年 産業車両部を移転
昭和44年 安芸営業所を新設
昭和45年 須崎営業所を新設
昭和48年 マイカーセンターを新設

昭和50年
昭和53年

創業当時の社屋

建設中の新社屋の様子

平成22年 DUO高知中央が
Volkswagen高知に店舗名称変更

平成元年
トヨタ自動車が新車両
シンボルマークを制定

昭和37年 サービス工場を新設
西部営業所を新設

本社新社屋移転オープン
DUO高知中央新社屋移転オープン
トヨタU-CARステーション高知新店舗移転オープン
レクサス高知オープン

平成28年
創立70周年、新たな進化へ

Volkswagen Kochi

本社新社屋オープン
桟橋営業所を新設
昭和63年
土佐道路営業所を新設

PAST

FUTURE

Kochi Toyota

1946

1948

1955

1960

1962

1966

1968

1969

1970

1971

1973

昭和35年
ランドクルーザー40
発売

創業時の
シンボルマーク

1975

1978

1981

1983

1984

1988

1989

1993

1995

2004

2005

2010

2011

2012

2013

平成9年
環境問題に配慮した
世界初の量産型ハイブリット車プリウス発売

昭和56年
初代ソアラ発売

昭和30年
気品ある観音開きドアを備えた6人乗りセダン、
初代「トヨペット・クラウン」発売

1997

昭和46年
4代目トヨタクラウン発売
車名を「トヨペットクラウン」から
「トヨタクラウン」に変更
昭和58年
「いつかはクラウン」の
キャッチコピーとともに
7代目クラウン発売

昭和59年
ランドクルーザー70
発売

The History of Toyota Cars.

2014

2017

平成24年
新しいTOYOTAの象徴として
14 代目クラウンアスリート発売

平成28年
RAV4の長所を集めた
小型クロスオーバーSUV
C-HR発売

The History of Kochi Prefecture & Japan, the World
昭和45年 大阪万博開催
昭和44年 アポロ11号月面着陸、東名高速道路全線開通
昭和39年 東京オリンピック開催、東海道新幹線開業
昭和37年 キューバ危機、名神高速道路開通
出典：徳島地方気象台
ホームページ

昭和33年 東京タワー開業
昭和29年 高知空港開港、第1回よさこい祭り

※黄文字：高知県の動き、白文字：日本または世界の動き

昭和55年
日本の自動車生産台数米国を抜く
昭和48年 第1次オイルショック

昭和21年 昭和南海大地震
昭和20年 太平洋戦争終戦

昭和59年
高知黒潮博
開催

東京オリンピック聖火ランナー

昭和47年 日中国交正常化、沖縄復帰、札幌冬季オリンピック開催

昭和61年 チェルノブイリ原発事故
昭和62年 国鉄民営化、
高知自動車道 大豊-南国IC
昭和63年 瀬戸大橋開通

HV
PHV
EV
FCV

平成24年 東京スカイツリー開業、高知自動車道全線開通

平成10年 長野冬季オリンピック開催、明石海峡大橋開通

建設途中の
東京スカイツリー

平成23年 東日本大震災

大豊-川之江JCT

平成3年 湾岸戦争、
ソビエト連邦崩壊
平成2年 ベルリンの壁崩壊
（東西ドイツ統一）

Towards the

2020 future...

平成14年 よさこい高知国体開催
平成13年 アメリカ同時多発テロ

平成7年 阪神淡路大震災
平成4年 高知自動車道

2018

平成27年
プリウス、
フルモデルチェンジ

平成元年
ランドクルーザーの転換期となる80系発売

Diesel
Gasoline

2016

Lexus Kochi

平成23年
5ナンバーハイブリット
アクア発売

平成元年
高級車の新しい世界基準、
初代セルシオ発売

2015

平成22年 小惑星探査機はやぶさ帰還、NHK大河ドラマ龍馬伝放映
平成20年 リーマンショック
平成19年 トヨタ世界生産台数

GM抜き世界1位

平成15年 イラク戦争、高知空港が高知龍馬空港に

平成32年 東京オリンピック

Brand.

進化し続ける3つのブランド
トヨタ、レクサス、フォルクスワーゲン。
多様化・高度化するニーズや社会の要請に応え、
お客様の想像を超えるホスピタリティと技術で、心揺さぶる感動と喜び、
幸せを提供しています。

レクサス高知 http://lexus.jp/
「21世紀の新しいグローバルプレミアムブランド」を目指し誕生したレクサスブランド。
お客さま第一主義を基本に最高の商品を最高の販売とサービスで提供し、
「高級の本質」を追求する。

高知トヨタ http://kochi.toyota-dealers.jp/
須崎店

安芸店

トヨタディーラー4チャネル中、
最高級クラスの車種を取り扱う。
その品格と個性にふさわしい設計の
本社新社屋を中心に、現在7拠点が
県内各地に展開する。

Volkswagen高知
レクサス高知
土佐道路店

土佐道路店

須崎店

南国店

本店
トヨタU-CARステーション
南国店

安芸店

中村店

中村店

トヨタU-CARステーション

Volkswagen高知
http://www.volkswagen.jp/kochi/
サービス工場も完備された県内唯一
のフォルクスワーゲン正規ディーラー。
ショールームはVW社が世界展開す
る「マーケット・プレイス・コンセプト」
に基づき、採光に優れた心地よい空
間となっている。

高知トヨタは、高知・徳島・愛媛を中心に事業展開する「西山グループ」の構成企業です。
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1917年に設立した西山グループの基本理念は「信用」。
グループ各社は「信頼」
によって硬く結束しています。
宇治電化学工業
（株）
､高知トヨペット
（株）
、
トヨタカローラ高知
（株）
､ネッツトヨタ南国
（株）
､愛媛トヨタ自動車
（株）、
徳島トヨタ
（株）、
高知ケンベイ
（株）、
ひまわり乳業
（株）など、
様々な産業分野にわたる32企業群、
1財団法人で構成されています。
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Voice.

人の役に立つ喜び
岡本 悠佑

お客様の心に触れる、信頼を築く。
すべての出会いに感謝して。
絆をつくる仕事

入社4年目

エンジニアとして働く以上、やはり最先端の

指導をしてくれる先輩たちの存在や、部署を

技術に触れたい、挑戦したいという思いが強

越えてつながるチームワークの良さに支えら

かった僕は、
それを実現する場として迷わず高

れ、徐々に仲間やお客様の役に立っていると

知トヨタを選びました。技術革新の最前線に

いう手応えを感じるようになってきました。

あるクラウンなどの最高級車を取り扱い、
さら

今は、お客様や仲間から「ありがとう」と

にレクサス、
フォルクスワーゲンというブラン

言ってもらえることが、一番の喜び。それをモ

ドを持つのは高知トヨタだけだからです。

チベーションに、エンジニアとしても人として

実際に働き出してからは、自分の技術の未
熟さを痛感する日々。けれど、厳しくも愛ある

坂本 隆哉
トヨタ営業

トヨタエンジニア 本店サービス課

も、もっともっと成長していきたいと思ってい
ます。

本店販売二課

入社2年目

自分らしく働く。
たくさんの人の想いを胸に。

大学で関西に出たことで、
地元高知のよさに
気づいた自分。
人の温かみだとか落ち着いて
暮らせる環境がある中で、
人との関係を結んで
いける仕事がしたいと考え、
高知トヨタに入社
しました。
この2年、
指導係の先輩にアドバイスをもら

感謝を忘れず、全力で！

いながら仕事を覚えてきました。一番うれし
かったのは、
初めて車をご購入いただいたお客

坂本 ひろみ フォルクスワーゲン営業 フォルクスワーゲン販売課 入社4年目

様から
「坂本さんから買ってよかった」
と言って
いただいたことです。
車が売れたことはもちろ

私、
営業の仕事が好きで好きで
（笑）
。
フォルク

んですが、
お客様との信頼関係が自分なりに築

スワーゲン高知初の女性営業として産休・育休

基本、
私って負けず嫌いなんですよね
（笑）
。
だ

けた結果かなと感じ、
とても感激しましたね。

を使いながら13年間務めましたが、
その後2人

からやるからには精一杯のことをやって、
最高の

目の子を授かった時の家庭の状況がそれを許さ

成果を出したい。
そうすることで自分自身も高ま

ず、
一度退職をしました。

ります。
昨年、
私は全国フォルクスワーゲン店の

ディーラーの仕事って、
車を売ることがすべ
てだと思われがちですが、
実はそうではない。
ふだんからのフォローやメンテナンス、
何かト

■営業スタッフ入社後の年間スケジュール
month
入社

4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3

本社教育
営業とサービス教育

実践研修（OJT）

現場研修
目標設定あり

4

営業マン
として
スタート

その時、
辞めることでお客様を裏切ってしまっ

を今は実感しています。

女性営業No.1をいただきましたが、
これは周囲

ラブルがあった時の対応など、
継続的なお付き

たと悔しくて、
悲しくて…宝物だったアンケート

の人たちと共に全力でやってきたという証であ

合いが土台であって、
一番大切です。
先輩たち

をすべて泣きながらシュレッダーにかけたんで

り、
誇り。
この先も感謝の心を忘れず、
ベストを尽

を見ていると、
みんな自分の個性を活かしてそ

す。
だからその3年後、
会社から復職の声掛けを

くしたいと思っています。

の関係性を築いていて、
そこがすごい！ 自分は

いただいた時は、
とても悩みました。

まだまだ硬いので
（笑）
、
これからもっと自分ら

けれど、
辞めてからもずっとお付き

しさを出していけたらと思っています。
･･･僕の

合いのあったお客様の存在や、
「やっ

個性ですか？ ずっと野球をしてきたので、
ス

■教育システム
（OJT）

ぱり仕事している方がお母さんらし

ポーツは何でも好きなこと、
あと結構 いごっそ

高知トヨタでは様々な研修が行われる。写真はロールプ
レイング形式での販売研修の様子。
お客さま役の社員を
相手に全店から集まった営業スタッフが接客を行い、商
品知識やコミュニケーション力の向上を図る。

いよ」
という上の娘の言葉に後押し

う なこと
（笑）
。
お客様とは本当にいろいろな

され、思い切って復職。
お客様や仲

お話をするので、
そういう話をきっかけに絆を

間、
家族に支えてもらいながら、
好き

深めたり、
広げたりしていきたいですね。

な仕事に携われることのありがたさ

■働きやすい職場環境への取り組み
子育て支援

介護支援

仕事と家庭の両立
を支援する取り組
みに力を入れてい
ます。産前産後休暇・育児休暇はも
ちろん、
家族ぐるみのサークル活動
や行事を行い、
日頃から助け合える
社内風土をつくっています。

介護の必要な家族
を支えながら働け
る環境づくりは、高
知の企業としてなくてはならない視
点。
法律に準じた支援のほか、
雇用
継続のために柔軟な対応を整えて
います。

営業職 の1日

毎 朝 の 朝 礼 。業 務 連 絡 だけでなく、交 代で
スピーチも行われる。
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本店販売二課のミーティング。違う視点から
の意見で、気づかされることも多い。

サービス
（点検）
入庫のお客様からのご用命確
認。
営業とエンジニアの連携が欠かせない。

整備や点検の間、お客様にはショールームで
くつろぎのひとときを。

お客様の安心と安全のために。限られた時間
で、精度の高い仕事が求められる。

お客様のニーズにあった最新車の試乗をお
勧め。喜んでくださる笑顔がうれしい。

ショールームは月ごとに演出。
アイデアや飾り
つけは、
もちろん若手中心で！

野球、
フットサル、
サーフィン、
スノボ・
・
・サークル
活動は、
先輩と仲よくなるチャンス！
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ひとつ上の自分にチャレンジ

働く楽しみ、生きる楽しみ

川澤 貴弘

末信 晃太郎 トヨタ営業 安芸店販売課

レクサス営業 セールスコンサルタント
入社15年目

高知は田舎です。
でも、田舎には田舎なりのよ
さがある。食べ物はおいしいし、自然は表情豊

「いくつもの、
想像を超える感動を」――これが、
レクサス
のブランドコンセプト。誕生から11年、私自身もレクサスと
共に成長してきた毎日でした。

誇りとプライドをかけた
最高の接客とサービスを。

入社10年目

か。渋滞もないし、何より人間が温かい（笑）。
僕はこれまで本店、中村店、南国店、安芸店と、
東西に長い高知の様々な営業所で仕事をしてき

人と出会うこと、
それによる新たな発見、関係が深まる中

ました。
どの土地も全く一からのスタートでした

で互いに影響し合うこと。それらすべてが今の自分を形づ

が、いつも仲間が 支えてくれました。そうして

くっています。
ここで働きながら経験する一つひとつが私の

徐々にお客様とのつながりができていく中で、大

財産であり、
仕事のやりがい。
最近、
そんな実感があります。

事なものが見えてきたように思います。

高級車を扱うレクサスには法人のお客様が多く、
私も配属

本当にいろんなお客様がいらっしゃるんです

当初は社会的地位の高い方と接することに緊張を覚えてい

ね。農家の方だったり、漁師の方だったり。僕はと

ました。
皆さん本当に厳しい目を持たれており、
よく叱られた

にかく、お客様の話をよく聞くことを心掛けてき

り、
注意をいただいたり・
・
・
（笑）
。
けれどそれは、
逆に考えれ

ました。
よく聞いて、お客様の本当に求めている

ば自分が知らない世界を学び、
成長できるチャンス。
私の場

ことを考えて行動をする。
すると、
なぜか全く車に

合は、
当時のゼネラルマネージャーに言われた「お客様の懐

つながらない時もある
（笑）。
「今度こんな行事が

にどんどん入っていって、
本当のお付き合いをしなさい」
とい

あるがよ」と言われ、
「じゃあお手伝いしますよ」

う言葉を実践し、
随分変わりました。
お客様と一歩踏み込ん

と、裏方でテントを建ててたりする
（笑）。
しばらくすると、
お礼にとお客様が店舗に魚や野菜を持っ

だ関係、
心の通う関係が築けてきたかなと感じています。

てきてくださる。
そういうつながりって、本当にうれしいし、楽しいんです。
僕たちの仕事は、人の縁をつないでいくこと。その過程に、車の販売やメンテナンスがある。そ
んなふうに考えています。

営業推進グループ
（業務課・保険課）
・
サービス業務課・U-Car事業推進室

営業本部

Organization.
高知トヨタ自動車

レクサス営業

レクサス高知

フォルクスワーゲン営業
総務部

地域や社会と共に生きる。
大切な人たちの笑顔のために。

本店・土佐道路店・南国店・安芸店・
須崎店・中村店・U-Carステーション

トヨタ営業

フォルクスワーゲン高知
総務課・経理課・通信事業・リクルート

CSR.

次世代の車社会を担う
百田 泰範

■社会貢献活動
インドネシアへの緊急車両贈呈

営業本部 サービス業務課

入社9年目

オールトヨタの中でも、やはり最新技術を牽

業務の一環として講習が行われるほか、熱心

うに、
目標を持つことは大事。成長の速度や密

引するのは我々トヨタ店。その自覚と志を持っ

な若手が終業後、
自主トレがしたいと集まって

度が違います。

て、常に仕事に取り組んでいます。

きます。
そういう時、必ず先輩エンジニアが「教

今、車を取り巻く技術は大きく進化し、自動

えちゃる」とついてきて
（笑）。チームワーク抜

運転で事故を起こさない車や、環境に配慮し

群の高知トヨタならではの光景です。

た車が次の時代を拓こうとしています。新しい

エンジニアは入社後、
まずは本店で仕事基礎
を学びます。現場に出て様々なことを吸収しな
がら、
トヨタ検定や国家資格取得を目指し、知

私自身は、内定後のインターンシップで先輩

識と技術を習得します。
そこで活躍するのが工

エンジニアに強い憧れを抱き、
「この人のよう

場内にあるトレーニングルーム。
月に1〜2回、

になりたい」と目標を持ちました。そういうふ

車社会に信頼と安心を提供できるよう、使命
を果たしていきたいですね。

サービススタッフが身につける「整備技術」を、初歩的なものから高度なものまで4つのステップに分
け、年次に応じて段階的に修得できるトヨタ独自のプログラム。
ステップ教育で学んだ成果は、
「トヨタ
サービス技術検定試験」で確認するしくみになっている。

09
上：トレーニングルームでの技術訓練
下：サービス技術コンクール四国地区大会の様子

技術ステップ教育
対象ステップ

アジア地域へのサービス技術者派遣
アジア諸国への技術支援として、
トヨタの中国・成都サービス分
室（四川省）へのサービス技術顧問エンジニアの派遣を行って
います。
また2016年7月、愛媛トヨタ自動車（西山グループ企業）
がイン
ドネシアに開校した自動車整備士訓練学校に、技術指導者を派
遣しています。

■地域貢献活動

■トヨタサービス技術ステップ教育

検定資格級

発展途上国支援として、
インドネシアに消防車や救急車など緊
急車両の寄贈を行っています。寄贈時には現地にも同行。行政
府の表敬訪問や地元の方々と交流を行い、相互理解を深めて
います。

修得目標

4級

第1ステップ

3級

第2ステップ

自動車主要装置の作動原理の修得、
オーバーホール作業の修得

2級

第3ステップ

コンピュータ制御を伴った装置の構造・作動の修得

1級

第4ステップ

自動車の総合診断技術の修得

高知龍馬マラソンへの先導用エコカー提供
地元高知への感謝をこめて、毎年2月に開催される高知龍馬マ
ラソンに、先導や救護のための車両を提供しています。2016年
には、水素をエネルギー源とした燃料電池自動車「MIRAI」で
ランナーを先導。高知の街で、
クルマと人の未来を体現しまし
た。

自動車整備の基礎知識と自動車各装置の役割の修得
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〒780-0083 高知市北御座3-39
E-mail：recruit@kochi-toyota.jp

TEL：088-885-1500

http://kochi.toyota-dealers.jp/
HP QRコード

Email QRコード

