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TOP MESSAGE代表取締役ご挨拶

一歩先行く提案と創造

株式会社 南海プランナー

代表取締役

　

笠井 泰宏

私たち「南海プランナー」は1974年の創業以来、各種塗料・設備機器の販売を核
とし、「提案と創造」をテーマに、つねに付加価値の高いソリューション提供を心掛け
てまいりました。
たとえば、目まぐるしく進化する技術や業界情報をいち早く吸収し、積極的にお客様
へと還元していくためのNTC（南海プランナーテクニカルセンター）での講習会・勉強
会の開催。IT化ニーズを受けてのコンピュータシステムの販売保守。今後さらに拡大
していくであろうAI技術を用いたシステムの提案に対応すべく、産学連携での開発。
さらにはDIYをテーマとした「DIY BASE TOKUSHIMA」を立ち上げ、子どもたち
向けのイベントや大人向けのワークショップを通して地域に密着した新たな分野への
挑戦も始めました。これら時代の先端をゆく取り組みのすべてが、今日の弊社を培っ
てきた原動力であると自負しております。
私たちは今後も業界・地域のリーディング・カンパニーとして「環境をデザイン」をする
ことのできる「夢ある会社」として、さらなる成長を続けていきたいと願っております。
どうぞ、これからも「南海プランナー」の展開に熱いご注目とご期待を頂けますよう、
よろしくお願い申し上げます。

自然と共に
自然は人間の施す教育以上の影響力を

そのうちにいだいている
～ヴォルテール～

自然から多くを学び、考え、

創造できる企業であり続けたい。
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会社概要
COMPANY PROFILE

名 称 株式会社南海プランナー
※平成17年5月1日　株式会社徳島南海塗料から社名変更

創 業 昭和49年12月21日
代表取締役 笠井泰宏
資 本 金 1,200万円

建設業許可 徳島県知事許可（般-25）第700245号

取 引 銀 行 伊予銀行 徳島支店、阿波銀行 本店、
徳島大正銀行 加茂名支店、
百十四銀行 徳島支店

加 盟 団 体 徳島商工会議所、（社）徳島法人会、
（社）徳島経済同友会、徳島北ロータリークラブ、
日本塗料商業組合

事業所案内
OFFICE

〒770-0051  徳島県徳島市北島田町2丁目27-4
TEL: 088-632-4191（代）     FAX: 088-632-9235

本　社

〒761-2103　香川県綾歌郡綾川町陶3199-1
TEL: 087-813-7350     FAX: 087-813-6865

香川支店

〒770-0064  徳島県徳島市不動西町4丁目2004番1
TEL: 088-678-8263     FAX: 088-632-8665

徳島営業所

〒774-0017　徳島県阿南市見能林町志んじゃく1番地8
TEL: 0884-22-0179     FAX: 0884-22-1483

阿南営業所

〒770-0064  徳島県徳島市不動西町1丁目296
TEL: 088-632-5579     FAX: 088-632-5579

テクニカルセンター（研修センター）

〒770-0064  徳島県徳島市不動西町4丁目1999
FAX: 088-632-8665

物流センター

会社沿革
CORPORATE HISTORY
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会社南海プランナーとなる

徳島県阿南市に阿南営業所開設

徳島県徳島市に研修センター開設

経営支援・工程管理ソフト
「BPManagement」が特許取得
（特許2005-290586）

県内初の中小公庫「新株予約権付無担保
貸付」対象企業に認定される

阿南営業所新築移転
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を導入

徳島本社　事務所改装工事

香川営業所　事務所改装工事
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香川県より「企業立地の促進等による地域
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主要納入実績
MAIN DELIVERY RESULTS

トヨタ系自動車ディーラー各社 ／ 日産系自動車ディーラー各社 ／ ホンダ系自動車ディーラー各社
マツダ系自動車ディーラー各社 ／ 自動車車体整備協同組合員工場 ／ 損害保険各社指定修理工場

日本塗装工業会会員 ／ 県漁業協同組合 ／ 防衛庁 ／ 県市町村



BUSINESS

事故で破損した自動車の修復に必要となる国産・外資系補修用塗料
販売を中心に、特に低溶剤型塗料、水性塗料などによる環境への配慮
も考慮しています。超高張力鋼板やアルミ、樹脂など様々な車体素材の
修復に必要となる設備機器・副資材なども統合的に販売。
自動車技術の進歩やお客様のご要望に応じたご提案を目指します。

自動車

各種塗料・用品販売
塗料・オイル・システム・工事・各種用品等を取り扱っています。

船底に貝類や海藻などが付着すると、海中
での抵抗が大きくなり、燃費が非常に悪く
なります。このような海中生物の付着を防止
する為に船底塗料が塗装されています。船
舶用塗料主要メーカーである、日本ペイント
マリン・関西ペイントマリン・中国塗料・カナ
エ塗料を中心に、大型貨物船やタンカーな
どの船底、外航、デッキ塗料から船内で使用
される海図や書籍・工具・ロープ・チェーン
など、あらゆる船舶用品を扱っており、お客
様のご要望に素早くお応え致します。

船 舶

工業用塗料の中で代表的な、環境配慮型
塗料「粉体塗料」「電着塗料」「水性塗料」
「ハイソリッド塗料」などの販売を主体とし、
作業環境やご要望に応じた塗装ラインご提
案やコンサルティング、技術指導や講習会な
どを通じてお客様の業務効率化のお手伝い
をさせて頂きます。
昨今の環境法令（VOC規制・PRTR法・特
化則）を踏まえ、環境問題を考慮し状況に
あった塗料を提案・納入させて頂きます。

工 業

厳しい気候条件や過酷な条件下における
経年損耗の軽減を目的に、優れた実力を発
揮する重防食塗料。化学薬品工場のプラン
トや塩害地域における鉄骨及びコンクリー
ト、山間部にある鉄塔、繰り返される錆・腐
食との戦いは、やがて駆体そのものを侵食
して耐久性を失います。「防錆のご提案」「長
期防食によるランニングコストの低減」な
ど、あらゆる構造物においての対策まで幅
広くお手伝いします。

重防食

建築、構造物などの新築、塗替え時に使用する塗料、塗装機器などの
販売を中心に、カラーシミュレーションや販売促進ツールの提案など、
様々なかたちでお役に立てるよう活動しています。
最近、需要が高くなってきている、防汚、防カビなどに強い塗料や、工場
や倉庫などで効果が高く発揮される遮熱塗料や床の防塵塗装用塗料
など、お客様のニーズに合わせた商品をご提案させて頂きます。

建 築

粉体塗料
各種用品

電着塗料 水性塗料
ハイソリッド塗料

船舶用塗料 各種船舶用品 重防食塗料
特殊防錆塗料
コンクリート剥落防止システム

ブラスト機器 各種剥離剤
コンクリート防食塗料

建築・外装用塗料
カラーシミュレーション

建築工事・テント工事

床道路用塗料
ガラスコート防水・シーリング材料

木工用塗料 遮断熱塗料自動車補修用塗料 自動車補修用商材
各種システムソフト 各種コーティング

エンジンオイル・バッテリー

事業内容
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など
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など

など
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修理の正確さが求められる自動車・車体整備では、日々進歩する自動車
の革新に対応しなければならない為、様々な情報収集や修理方法のご提
案と、それらをサポートする設備機器の販売・導入支援を行っております。
また、自動車・工業用設備機器のレイアウト設計・販売から建築・船舶
に関わる設備機器の販売も行っております。

設備工具

設備工具・メンテナンス
設備機器の設計・販売・導入支援や業務の必需品の設備機械・エア工具のメンテナンスのアドバイスや修理対応をしています。

設備機器やエア工具は日常業務の必需品。不具合を放置していると大
きな故障に繋がったり、最悪の場合は修理不可能な状態になることも
あります。日常のメンテナンスのアドバイスや故障時の修理対応を通し
て、お客様の事業をサポートいたします。

メンテナンス

フレーム修正機

コンプレッサー
各種リフト 塗装ブース乾燥設備
溶接機

診断機・テスタ 洗浄機・洗車機
指定認証整備機器

レイアウト図面・工事設備

板金工具 整備機器 整備工具
エアー配管工事 箇所排気装置等定期自主検査資格
エアー工具 電動工具 油圧機器 修理メンテナンス

経営の合理化、作業効率の改善など、様々な用途に応じたソフトウェアを
ご提案致します。お客様の目的やご要望を伺いながら、最適なシステムを
選択し、IT化推進のお手伝いをさせて頂きます。「ウィルスに悩まされてい
る」「パソコンの動作が鈍い」など、何でもご相談ください。

また、パソコン・複合プリンタ・周辺機器から家電製品まで一つの商品を
ただ販売するのではなく、それに付随し必要な物までトータルに提案さ
せて頂きます。「インターネットがしたい」「パソコンがほしい」など、何でも
ご相談ください。

パソコン・モニタ・周辺機器 家電商品
板金見積システム セキュリティ対策自動車整備・顧客管理システム カラーシミュレーションソフト ネットワーク

IT・ソフトウエア・OA機器販売

ソリューション
多様なツールを使い、お客様のサポートをさせて頂きます。何でもご相談ください。

など

など
など
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ただ販売するのではなく、それに付随し必要な物までトータルに提案さ
せて頂きます。「インターネットがしたい」「パソコンがほしい」など、何でも
ご相談ください。

パソコン・モニタ・周辺機器 家電商品
板金見積システム セキュリティ対策自動車整備・顧客管理システム カラーシミュレーションソフト ネットワーク

IT・ソフトウエア・OA機器販売

ソリューション
多様なツールを使い、お客様のサポートをさせて頂きます。何でもご相談ください。
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BUSINESS

マウスを使っ
て

シンプル登録

事業内容

DTP関連（名刺・CI・パンフレット・ポスター・広告チラシ・出版物等）
看板・サイン ホームページ作成・構築
OPP・各種フィルム など

マネジメント
お客様に対して新事業の提案から、新入社員研修まで様々なサポートを行います。

時に、欲しいものが全て形あるモノとは限り
ません。頭の中になんとなくでも「!?」が閃い
た時がありませんか？ そこに業種・媒体は
関係ありません。
まずはあなたの「!?」をご相談下さい。
私たちはきっとお客様の「!?」を形にするお
手伝いができます。

お客様からお預かりしている大切
なお車。今現在、工場でどんな作
業を行なっているのか？約束の納
期に間に合うのか？
お客様との信頼を繋ぐツールとし
て、お客様毎の状態が一目でわか
ります。

前日の作業完了ベースでの売上を
知る「売上日報」、今月の売上状
況、鈑金・塗装や部品など項目別で
の売上状況が分かる「売上集計
表」。さらには、月中に残り期間の作
業予定に基づく売上推計機能「み
なし売上集計表」で工場がどのくら
いの売上なのか見える化できます。

指数と作業時間や社員ごとのア
ワーレートとの比較により、作業毎
の特徴を見える化。生産性向上へ
の課題を見つける参考データとし
て、OJT（=on the job training）な
ど、作業者育成にもつながります。

固定費や変動費などを含む経費
を入力しておくことにより、経費内
での比率や対売上での経費比率
などを知ることができます。実際の
工賃売上と経費を比較することに
より、利益を見える化。Uチャート
損益計算により、売上分析を確認
できます。

営業支援

何気なく行っている毎日の業務の中に、無駄
が発生していたり作業を行う上で環境面に
支障が出ていたりする事はございませんか？
なかなか自社だけで改善を行うことが難し
いなと感じれば、どんな些細な事でもご相
談ください。お客様の環境を私共のスタッフ
がより良く『デザイン』致します。

環境改善

法令改正や労働環境の改善など、弊社が販
売する商品を安心、安全にご利用頂く為に作
業の効率化は当然ながら、安全衛生に関す
る講習まで、様 な々ご提案を行っております。
また、工場・事務所などの環境改善、安全衛
生等も含めトータルにサポートさせて頂き
ます。

安全衛生関連

社内業務改善 作業環境改善
環境測定実施 マスク・抗菌

安全衛生対策
防護服 申請・書類作成代行

LED・省エネ証明器具 労働安全衛生保護具
など

BP Management
鈑金塗装業向け工場経営支援ソフト

［特許 第 3974922 号］

シンプルかつ
分かり易いソフト
見積もりソフト コグニセブン との連動で
売上を瞬時に把握し簡単な経費入力で、
工場の経営状況を瞬時にグラフ化します。

連動
と

たったこれだけの入力で“4つの見える化”を実現。
作業の進捗状況 工場の売上 作業者の特徴 工場の利益

必要事項を入力するだけ！

など
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南海プランナー テクニカルセンターが目指す形は、技術の進歩に向かい合い、常に最先端をリード
するアンテナ拠点として、大切なお客様の経営をサポートします。
少子高齢化と共に現場の技術者不足という課題は業界が直面する大きな問題になりつつある今
だからこそ、我々は人材育成を一番大切なテーマとして取り組んでまいります。

昭和49年創業の株式会社南海プランナーが運営する、

皆様の「欲しい！」をカタチにするお店です。

ライフスタイルの変化に合わせて楽しんでいただけるよう

長く生活に寄り添えるデザインをご提案いたします。

南海プランナ ーテクニカルセン
ターは、誰でも利用できる企業研修
等、技術者養成のための施設です。
塗装・板金・見積もりや安全講習等
の研修プランを利用できます。

Nankai Planner Technical Center
南海プランナー テクニカルセンター

DIY BASE TOKUSHIMA

南海プランナーの
人材育成研修センター
“NTC”.

ウェルカムスペースデザインのご
提案から、様々なアイテムのオー
ダーメイドまで、お二人の理想を
カタチにします。

お二人のハレノヒ
大切な思い出の1ページを

お手伝い

毎日の暮らしを
ちょっぴり便利に
デザインも思いどおり

お子様の成長の記録に
手作りならではの
あたたかみをプラス

毎日過ごす大切なお家の
デザインをじっくり

一緒に作り上げましょう

店舗では様々なワークショップを
体験していただけます。DIYの楽し
さを感じながら自分の手でお気に
入りの一品を。

親子でご参加いただける様々な
ワークショップを随時開催。インテ
リアとしても、ずっと飾って頂けるデ
ザインをご提案。

内装はもちろん、ウッドデッキや外壁
の塗装など、お気軽にご相談くださ
い。お家ですぐにDIYを楽しんでいた
だけるペイントキットも販売中です。
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