
ADDRESS
拠点一覧

管理本部
〒700-0952 岡山市北区平田170-108
TEL（086）241-5522
高松支社
〒760-0078 高松市今里町2-11-17
TEL（087）834-3821
松山支社
〒790-0808 松山市若草町2-12
TEL（089）933-8437
徳島支社
〒770-0841 徳島市八百屋町3-26

（大同生命徳島ビル5F）
TEL（088）622-1361
高知支社
〒780-0053 高知市駅前町5-5

（大同生命高知ビル7Ｆ）
TEL（088）880-1551
岡山支社
〒700-0952 岡山市北区平田170-108
・求人営業部　  TEL（086）241-4554
・住宅営業部　  TEL（086）241-4772
・レジャー営業部 TEL（086）241-4955
・Web営業部　  TEL（086）241-4930
・事業推進本部  TEL（086）241-4418
広島支社
〒730-0031 広島市中区紙屋町1-3-2

（銀泉広島ビル8F）
TEL（082）243-8588
大分支社
〒870-0034 大分市都町1-3-22 

（大分都町ビル7Ｆ）
TEL（097）534-6655
関東求人営業部
〒101-0041 東京都千代田区神田須田
町1-18（第3神田セントラルビル6F）
TEL（03）6206-8085
札幌支社
〒060-0005 札幌市中央区北五条西
6-2-2（札幌センタービル12Ｆ）
TEL（011）213-1303
流通プロモーション本部
〒700-0952 岡山市北区平田170-108
TEL（086）241-4502
生産本部
〒709-2124 岡山市北区御津高津
120-42
TEL（086）724-9800

家づくり学校高松校
〒760-0078 高松市今里町2-11-17
TEL（087）834-3834
家づくり学校松山校
〒790-0808 松山市若草町2-12
TEL（089）993-7753
家づくり学校岡山校
〒700-0952 岡山市北区平田170-108
TEL（086）241-5548
家づくり学校東広島校
〒739-0025 東広島市西条中央 6-31-35 

（ウエストポンドビル1F）
TEL（082）426-3833
家づくり学校福山校
〒721-0974 福山市東深津町1-23-40
TEL（084）961-3577
家づくり学校宇部校
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク11番
TEL（0836）39-5155
家づくり学校姫路校
〒672-8083 姫路市飾磨区城南町2-36-1
TEL（079）287-9521
家づくり学校神戸校
〒655-0893 神戸市垂水区日向2-1-1

（勝見ビル1F）
TEL（078）798-6699
家づくり学校甲府校
〒400-0813 甲府市向町290-3
TEL（055）267-7622
家づくり学校湘南校
〒251-0028 藤沢市本鵠沼4-7-9

（ウェルネス湘南第1）
TEL（0466）47-8764
家づくり学校川越校
〒350-0824 川越市石原町1-18-7
TEL（049）265-7422

しごと計画学校岡山校
〒700-0952 岡山市北区平田170-108
TEL（086）241-7032
しごと計画学校広島校
〒730-0031 広島市中区紙屋町1-3-2

（銀泉広島ビル8F）
TEL（082）243-9611
しごと計画学校山口宇部校
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク11番
TEL（0836）54-0253
しごと計画学校久留米サテライト校
〒830-0033 久留米市天神町1-6
FLAG KURUME 3F-K号室
TEL（0942）34-8117

★グループ会社
株式会社アピールコム
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク11番
TEL（0836）54-0253　https://appeal-ad.co.jp/
株式会社ディー・ウォーク・クリエイション
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18

（第3神田セントラルビル6F）
TEL（03）5298-1931　http://www.dwalk.co.jp
KG MYAＮMAR COMPANY LIMITED
No19, Yuzana Street, 30th Ward, 
Thingangyun Township, Yangon, Myanmar

COMPANY GUIDE 2023



　仕事を通じて個人が成長し、社会から選ばれる会社になり、社員や社員の家族、お客様、全てのステークホルダーが心豊かな人生を過ごす事

が当社のビジョンです。

　2019年から感染拡大が始まった新型コロナウィルスによる世界経済への影響は今現在も続いており、加えて、2022年２月２４日から始まった

ロシアによるウクライナ侵攻は深刻な人道危機を招き、世界経済に大きな影を落としています。昨今のこのような情勢は世界的なインフレーション

を引き起こしており、わが国においても食料品や電気、ガスなどありとあらゆるモノの価格が高騰し、実質的な賃金の目減りが続いています。この

ような状況においても世の中の変化を敏感に察知し、迅速に対応できる企業は成長できると考えています。

　当社は自社の利益だけを追求して存在し続ける企業ではなく、世の中に求められ、存続させられる企業を目指しています。これは当社に限ら

ず全ての企業に当てはまる、またそうであるべきだと考えています。このために、当社は今後も一層ＩＴ部門とリアル部門の双方の強化に努めま

す。これまで当社は長年ペーパー部門が主流でしたが、現在はＩＴによる網羅的な情報発信とそれだけでは適えられないニーズをリアルの部門

でお応えしており、双方の強みを活かした事業活動を推し進めています。今後の事業活動においても法人・個人のお客様のニーズに迅速に対

応することが重要であると認識しており、各事業においてビジネスモデルを常に変化させながら商品・

サービスの開発・提供を行い、情報サービス企業として成長を続けていく所存です。

　経営理念にも表しているように、当社では仕事を通じて社員一人ひとりが成長を続けることで自分・

相手・周りの全ての人 を々豊かにすることを目指しています。 人の成長が社会の成長になる、この喜び

をお客様をはじめ多くの方と共有できることを社員一同願っております。

情報があふれている現代。一人ひとりが本当に必要としている情報はごくわずかです。

一人ひとりの“使いやすさ”を追求し、人だからこそ、ITだからこそできることを活かして情報をお届けすることで、

『最高な選択ができた』『嬉しい出会いがあった』と喜んでいただく ――

暮らしをよりよくすることに貢献します。

情報と人をつないで
暮らしを豊かにする

代表取締役社長

ご挨拶

KG情報は1980年に香川県高松市にて求人情報誌「求人ガイド」を創刊し、事業をスタートしました。その後、中国・

四国地方を中心に北海道や関東、中部、関西、九州地方などに拠点を増やしながら、住まい、結婚、グルメ、釣り…

等、取り扱う情報の領域を拡大してきました。

自社ブランドの商品・サービスを通して、より多くの人々が就職や転職、家づくりや結婚など人生におけるさまざまな

シーンにおいて満足度の高い選択や決定ができるようにお手伝いし、喜んでいただくことが当社の事業の目的です。

同時に、事業を営む店舗や企業の採用活動や人材育成、集客などさまざまな経営課題を解決するための商品・

サービスを開発・提供し、幅広いコンサルティングに取り組んでいます。

経営理念

事業展開

企業の存続・
発展・永続

人々の平和･
幸福･安らぎ

Corporate philosophy

三方善の
実現

1

2 3

Business development
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3Elements
ワークライフバランスの変化に対応し、人と企業のマッチングをより確かなものに。
雇用促進で地域に貢献します。

人生の節目や余暇を
彩る多彩なサービス
節目となるウェディングの瞬間を記念に
残すフォトプランや、余暇を充実させて くれる釣り情報など、人生を楽しくするサービスも提供しています。

楽しむEnjoy

心地よい暮らしのカスタマイズと
後悔しない住まい選びを支援
心地よい生活空間や充実した余暇が、暮らしを豊かにします。
マイホームやリフォーム、庭づくり、賃貸など、住まいに関わる情報をトータルサポートし、
心地よい空間のカスタマイズとともに、後悔しない住まい選びをお手伝いしています。

家づくりを考えている方にセミナーや個別相談を通して
家づくりの考え方や基本知識をレクチャーし、
ご家族ごとにぴったりの優良住宅会社を提案・紹介しています。

注文住宅やリフォームの実例及び工務店情報を、こだわりのレイアウトで紹介。

家づくり相談・住宅会社紹介

住宅情報メディア

生活と庭の総合サイト

ウェディングフォトサイト 釣り情報メディア

庭づくりや住まいのメンテナンスなど、暮らしのお困りごとをトータルにサポートするコンシェルジュサービスです。

沖縄、東京の素晴らしいロケーションで
撮影できるウェディングフォトプラン。
ドレスのまま海に入れるフォトなど
プランは豊富に用意。

月刊誌や別冊、ウェブサイトを通して、幅広い釣り情報を発信しています。

一人ひとり徹底した伴走型コンサルティングに
より、転職・就職の計画から活動までお手伝いし
ます。

ウェブやペーパーメディアを通してユーザーへ求人情報を提供。
採用ツールの多様化に応じたラインナップで、ニーズに適した採用手法を提供します。

長年培ってきた地域の雇用課題解消のノウハウ
を活かし、行政と連携した雇用促進事業を展開
しています。

「技能実習」「特定技能」「介護」「留学」「技術人文知
識・国際業務」などの制度や在留資格の紹介。外国
人材の採用支援・受入サポートを行っています。

理想の暮らしの実現に役立つ情報を
さまざまなカタチで発信
就職や転職、結婚、家づくりや住まい探しなど、人生のさまざまな
シーンがより楽しく、より充実するように、ＫＧブランドの
情報サービスを通じてお手伝いします。

暮らすLive

働くWork
『○○での家づくり』では、家づくり学校で理想の住まいを叶えた方々の声や、

後悔しない家づくりに役立つ知識、各エリアの腕利き工務店情報などを紹介。

小中学校や病院などの施設を軸に、
賃貸・不動産物件を検索できるサイト。
賃貸サイト全国トップクラスの物件数です。

人材紹介・派遣

求人情報メディア

行政関連サービス

外国人材採用支援

ユーザーと企業が近い距離感で会話できるマッ
チングイベントを開催しています。

イベント

最適な採用ツールをご提案。
多様な雇用機会が地域を元気に、豊かにする
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1980年1月

10億1,003万6,000円

管理本部（岡山）

高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、大分、札幌

高松、松山、岡山、東広島、福山、宇部、姫路、神戸、

甲府、湘南、川越

生産本部（岡山）

調査情報サービス、有料職業紹介事業

＜労働者派遣事業＞派33-300443

＜有料職業紹介事業＞33-ユ-300208

＜登録支援機関＞19 登-003132

株式会社アピールコム

株式会社ディー・ウォーク・クリエイション

KG MYANMAR COMPANY LIMITED

東京証券取引所スタンダード市場

（証券コード：2408）

https://www.kg-net.co.jp/

香川県高松市亀岡町1-31において有限会社マスダ出版を設立

求人情報誌「求人ガイド」（現 総合求人フリーペーパー「アルパ」）創刊

有限会社ベルクに商号変更

株式会社ケージー情報出版に組織変更、商号変更

本社を岡山市北区に移転

釣り情報誌「レジャーフィッシング」創刊

株式会社KG情報に商号変更

釣り場紹介情報誌「波止ガイド」創刊

株式会社ジャスダック証券取引所へ上場

株式交換により株式会社ディー・ウォーク・クリエイションを完全子会社化

住宅相談カウンター（現 優良工務店・建築家紹介サービス「家づくり学校」）開校

新聞折込求人紙「オリコミアルパ」創刊

ナチュラルな家 施工実例集「暮らすびと」創刊

商用ウェブサイト作成サービス「いっさいがっさい」開始

賃貸物件情報サイト「賃貸スタイル」開設

人材採用・育成プランのトータルサービス「ひとこむplus」開始

家づくり解説＆優良工務店情報誌「家づくり学校本」、こだわり傑作住宅実例集「名作住宅」創刊

人材紹介カウンター「WORKカフェ」（現「しごと計画学校」）開設

フォトウェディング専門サイト「ウェディングオンライン」開設

株式取得により株式会社アピールコムを完全子会社化

住まいと暮らしの総合コンシェルジュサービス「KGコンシェルジュ」開始

庭造りサポートサービス「庭.pro」開始

瀬戸内の工務店紹介住宅情報誌「SETOUCHI MINKA」創刊

中古一戸建て・中古マンション購入情報サイト「ちゅうこだて！」「ちゅうこマ！」開設、採用支援サービス「アルパコネクト」開始

東京証券取引所スタンダード市場へ移行

PROFILEHISTORY

Company Data

設  　立

資 本 金
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支　  社
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工　  場
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グループ会社

株式上場

1980

1984

1993

1995

2003

2004
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2006

2009

2010

2013

2014

2016

2018

2019

2020

2021

2022

一つの工場内で刷版出力から
印刷、製本までを行う一貫体
制が整っており、高速印刷機
による大量ロットの印刷及び
多品種少量ロットの印刷から
製本までを短納期で仕上げる
ことができます。

印刷工場／生産本部

印刷～製本まで、高い技術力で営業部門を支える
自社メディアのプレス（印刷）部門

インターネット関連の研究開発ベ
ンダーとしてスタート。
IT人材難を背景に東南アジアでの
オフショア開発に着手し、WEBアプ
リ開発やメンテ、同地域から日本へ
の人材紹介をブリッジ。

グループ会社／株式会社ディー・ウォーク・クリエイション

KG MYANMARとの連携で、オフショア開発と
東南アジア人材の教育サポートをブリッジ地域の求人情報をウェブサイト・イ

ベント・対面サービス・ペーパーメ
ディアなど多様な手段でお届け。
山口県と福岡県の暮らしを豊かに
します。

グループ会社／株式会社アピールコム

人と企業の出会いを創造し、まちの幸せ・発展をサポート

設立：1997年1月／資本金：1,000万円／代表者：益田武美 設立：1998年1月／資本金：3,500万円／代表者：竹田歩

沿革 会社概要 ORGANIZATION
株主総会

取締役会監査等委員会

代表取締役

求人事業部

管理本部

生産本部

流通プロモーション本部

事業推進本部

ライフ事業部

内部監査室

組織図

家づくり学校 姫路校
家づくり学校 神戸校

家づくり学校 川越校

岡山支社
しごと計画学校 岡山校
家づくり学校 岡山校

松山支社
家づくり学校 松山校

高知支社

高松支社
家づくり学校 高松校

徳島支社

家づくり学校 甲府校

家づくり学校 湘南校

しごと計画学校 山口宇部校
家づくり学校 宇部校

広島支社
しごと計画学校 広島校
家づくり学校 東広島校

家づくり学校 福山校

札幌支社

大分支社

しごと計画学校久留米サテライト校
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