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企業理念

人に、夢、憩、潤いを…。空間に、温もり、彩り、こだわりを・・・。

天保２年（１８３１年）河内木綿の製造を主に創業。以来、綿緞通、ウイルトンカーペット

の製造、床材の販売・施工から、室内空間をトータルに演出する「総合インテリア企業」

として着実に発展してきた高野。

１９０年の歴史の中で培われた技術と信頼は、ライフスタイルや価値観の多様化・個性化、更

にはリアルタイムな情報化サービスの到来にも瞬時にお応えできるシステムを構築して

きました。

これまでに、高い評価を受けている技術力はもちろん、スピーディーな対応・マネージメント

から、プランニング・デザイン・メンテナンスまで各分野を網羅、人にやさしく快適に活用

していただけるスペースをカタチにしています。

これからも、私たちは、用途や状況に応じて構成される、あらゆる空間環境を創造する

ために・・・

＜Ｋｉｎｄ=人と空間に対する思いやり＞

＜Ｏｌｄ=歴史に育まれた深い信頼と確かな実績＞

＜Ｎｅｗ=躍進する新しい空間環境提案企業＞

＜Ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ=個性化・多様化に伴う独自のノウハウ＞

をテーマに、スペースクリエイターとして、一歩一歩確実に積み上げた実績をふまえ、

さらなる「総合インテリア企業」をめざしてまいります。
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工事部

歴史と伝統に培われた施工技術のノウハウと実績。工事部で

は、優秀な一級技能士をはじめ、各分野のスペシャリストを多

数擁しています。床材・カーペット・ブラインド・カーテンな

ど内装仕上げに対し、お客様が安心して、時間と空間を体験で

きるよう、確かな管理で高品質を追求、さまざまなユーザーの

施工ニーズにお応えしています。実績も宮内庁をはじめ日本を

代表する高層ビル、ホテル、美術館やホールなど大型建築の内

装、さらには、個性化・多様化する個人住宅のインテリアや

リフォームまで幅広く対応。快適空間を演出する、確実な工事

で常に信頼を獲得しています。

エキサイティングに、アーティスティックに。
ビッグプロジェクトからレジデンシャルまで、インテリア新世紀をリードする豊かな技術で、空間を演出。

有楽町マリオン

■主な取引先（順不同）

宮内庁 (株)三菱UFJ銀行

三菱地所(株) 明治安田生命保険　　

三井不動産(株) (株)竹中工務店　

大成建設(株) 清水建設(株)　

(株)大林組 鹿島建設(株)　　

戸田建設(株) 三井住友建設(株)

大和小田急建設(株)　(株)ナカノフドー建設

東急建設(株)　　　　前田建設工業(株)

東京オペラシティ明治座

横浜アリーナ

皇后陛下御還暦記念音楽堂 東京ドーム
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卸部

素材・質感・カラーリングへのこだわり、空間を彩る内装材を見る目は確かなもの。卸部では、国内一流イン

テリアメーカーの卸代理店として、豊富な床材・壁材・窓装飾品など、あらゆる内装材商品をインテリア専門

店や工事店に提供しています。迅速な情報提供はもちろん、地域と密着したきめの細かい営業力でバックアッ

プ体制も万全、1000社を越えるお客様から信頼をいただいています。

多彩で豊富な商品ラインアップ。　スピーディーな対応。
さまざまなニーズをすばやくサポートするハイレベルな業務体制

■主な特約代理店等（順不同）

東リ(株) (株)田島ルーフィング  ロンシール工業(株)  (株)エービーシー商会  (株)スミノエ  (株)川島織物セルコン

ダイニックジュノ(株)  (株)ニチベイ  立川ブラインド工業(株) トーソー(株)

 (株)サンゲツ リリカラ(株)  タキロンマテックス(株) (株)ニチマンラバーテック

営業所風景東リショールーム

本社・事業所風景

さまざまなご注文にもすばやく対応できる本社を中心とする関東エリア事業所のネットワーク。

地域のお客様と密接にコミュニケーションを育み、一緒に快適空間を創造する高野グループの働く環境は、ト

ップ企業としての自信、あらゆる仕事に情熱を傾けるイキイキとした姿勢、さらには、インテリアに関するプ

ロフェッショナルとしての誇りと責任が、ひとりひとり、確実に浸透しています。

そんな職場から生まれるトータルな空間環境の提案。

未来へ向けて発信する私たちのメッセージです。

働きやすい環境づくりも、信頼と伝統の現れ。
快適性と機能性を追及するトータルな空間提案はここから発信される。

総務部電算課 本社２Ｆ　卸部
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防水課

確かな技術・経験・品質。　防水リニューアル部では、優秀な一級技能士を始め、防水のスペシャリストを多

数擁しております。変化する自然環境にハイレベルに対応し、建物を漏水から守り安心で快適な時間と空間を

提供できるよう、確実な工事で常に信頼を獲得しています

コーノホームズ

一般住宅、マンションをはじめホテルや商業施設、オフィスのリニューアルからリフォームまでを展開

快適な空間を提案しております。まずは問題となっていることを正確に把握し、分析し、相談をしながら長い

間培われた経験と技術に、最新の情報、商材、技術を融合しご提案しています

変化する自然環境に　防水工事のセオリーも変化してハイレベルな対応。
質の高い｢技術｣と｢知識｣。建物を漏水から守り快適な空間を提供。

快適な室内空間を総合的に演出するリフォーム。お客様に満足していただくリフォーム。
「オンリーワン・リフォーム」を常に心がけております。　

■主な取引先（順不同）

大和ハウス工業㈱

大和ハウスリフォーム㈱

㈱フジタ

㈱アルテック

㈱合人社計画研究所

小町建設㈱

日軽パネルシステム㈱

ＭＡＸ　ＫＥＮＺＯ㈱

正光建設㈱

防水リニューアル部
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190年の歴史に育まれている。私たち高野は2020年に190年を迎えました　その信頼と伝統を大切に明日に一歩一歩チャレンジしていきます

高野の創業は江戸時代（1831年）。故・高野喜六により開始されました。

インテリア関連企業として日本一といえる185年間の歴史。

その間築き上げられた、品質第一／顧客信用第一、信用こそ「商」という

一貫した姿勢は、いまも、脈々と受け継がれ、新たなる挑戦を続けています。

●髙野喜六が、個人創業。

河内木綿、日本在来の綿緞通の製造を開始する。

○大塩平八郎の乱

○明治維新

●髙野仙吉が、緞通織機を増設。

本格的な緞通の製造を開始する。

●8月、第一回内国勧業博覧会に緞通出品。

●大阪東成・住吉両郡の共進会に緞通を出品。

三等に入賞する。

●連合共進会（全国大会）に出品。

六等に入賞、農商務大臣から褒賞を授与される。

●共進会に出品。

二等に入賞、大阪府知事から褒賞を授与される。

●髙野寅吉（初代 寅吉）が、モケットの製造を開始。

●髙野寅吉が、ウィルトンカーペットの製造を開始。

○明治天皇崩御

●3月、合名会社高野商店を設立。

（出資金一万二千円）

長男房太郎が代表に就任し、寅吉名を襲名（二代目 寅吉）

○11月、第一次世界大戦終わる。

●7月、東京支店を設置。

（現在の本社地、千代田区神田須田町）

●9月、東京支店が関東大震災により被災。

社屋が焼け、大阪へ引き上げる。

1831（天保2）

1837（天保8）

1868（明治元）

1877（明治10）

1890（明治23）

1900（明治33）

1902（明治35）

1906（明治39）

1912（明治45）

1918（大正7）

1922（大正11）

1923（大正12）

●3月、東京に再進出し、出資金三万円に増資。

室内装飾用織物の卸販売、室内装飾工事を開始する。

○12月、大正天皇崩御。

●この後行われる昭和天皇即位の大典の儀のための緞通を製織。

以来、宮内庁より材料の納入、内装工事の仕事を賜る。

1924（大正13）

1926（昭和元）

5 Page



●宮内庁より門鑑を拝受。

宮内庁御用達となる。

●国会議事堂の絨氈、椅子張りの装織を担当。

●出資金三十万円に増資。

○太平洋戦争起こる。

●防空暗幕の販売・工事を担当。

○8月、終戦。

●GHQより施設のメンテナンス、ロールブラインド工事を受注。

以来、東京支店を拠点として、丸の内、霞ヶ関、永田町等の、

都心の戦後復興工事に、数多くたずさわる。

●出資金二百万円に増資。

○朝鮮戦争起こる。

●床用タイルの施工・販売を開始。

●代表に髙野勝正が就任

●大阪本社の織物工場閉鎖。

○日本万国博覧会開催。（大阪）

●12月、株式会社高野商店に組織変更。

●六代目社長に髙野修が就任、資本金四百万円に増資。

○日中国交正常化成る。

●10月、横浜市に横浜出張所を開設。

内装仕上用建材の卸販売を開始する。

●6月、目黒区自由が丘に「インテリア・コーノ」を開店。

個人住宅内装工事並びに室内装飾品の小売販売を開始する。

●7月、新社屋（現社屋の高野ビル）が落成。

●不動産部を設置。

高野ビル、高野マンション、高野モータープールなどの

不動産賃貸業務を開始する。

●10月、東京営業所（卸部）を開設。

●資本金、一千万円に増資。

1931（昭和6）

1936（昭和11）

1938（昭和13）

1941（昭和16）

1945（昭和20）

1948（昭和23）

1950（昭和25）

1963（昭和38）

○東京オリンピック開催。1964（昭和39）

1967（昭和42）

1970（昭和45）

1972（昭和47）

1974（昭和49）

●資本金、二千万円に増資。1975（昭和50）

●本社を東京に移転、大阪支店を設置。1978（昭和53）

●2月、千葉営業所（卸部）を開設。

●10月、東京北営業所（卸部）と東京西営業所（卸部）を開設。

1979（昭和54）

1983（昭和58）

●10月、株式会社高野インターナショナル（100%出資）を設立。

高野ビルの賃貸管理を開始する。
1987（昭和62）
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●3月、株式会社コーノ･ホームズ（100%出資）を設立。

住宅リフォーム市場へ進出する。「インテリア・コーノ」の業務も同社へ移管する。

●10月、横浜営業所（卸部）を、第一営業所と第二営業所に組織変更。

●1月、昭和天皇崩御の際の宮殿内檳宮造営工事を施工。

●6月、中野に社員（独身）寮を新築。

●10月、株式会社高野商店を株式会社高野に社名変更。

●7月、大阪市中央区上本町に経営企画室を開設。

●10月、株式会社コーノ・ホームズたまプラーザ店を開設。

●7月、資本金二千五百万円に増資。

●10月、資本金三千六百万円に増資。

●10月、特販営業所（卸部）を開設。

●7月、社長髙野修　建設大臣表彰を受賞

●7月、株式会社コーノ・ホームズを渋谷区代官山に移転。

業務効率化の為、たまプラーザ店を統合する。

●11月、社長髙野修　黄綬褒章を受章

●4月、社長髙野修が取締役会長に就任。

●4月、七代目社長に髙野順が就任。

●3月、ＩＳＯ９００１：２０００を認証取得

●4月、卸部東京北営業所と東京西営業所の業務効率化を図るため二営業所を再編、

豊島区北大塚に池袋営業所を新設。

●7月、卸部横浜第一営業所と横浜第二営業所の業務効率化を図るため二営業所を再編、

横浜市中区に横浜営業所を新設。

●11月、大阪支店廃止。

●2月、株式会社竹中工務店社長賞を受賞

●11月、会長髙野修旭日小綬章を受章

●4月、工事部組織改革を行い、営業、工務、管理の

3グループ制とする。

●4月、卸部建装資材営業所を新設。特販営業所を合併。

●10月、卸部城南営業所を新設。

●10月、卸部組織改革を行い、ルート営業部と建装資材営業部とする。

●11月、会長髙野修が取締役相談役に就任。

●4月、ルート営業部　東京営業所と千葉営業所を統合し、江戸川区篠崎町に

城東営業所を新設。

池袋営業所を城北営業所と改称。

●9月　ルート営業部　城北営業所を板橋区板橋へ移転。

1988（昭和63）

1989（平成元）

1990（平成2）

1991（平成3）

1992（平成4）

1993（平成5）

1994（平成6）

2001（平成13）

2003（平成15）

2004（平成16）

●1月、社長髙野寅吉が東京竹和会事務局長に就任。

●7月、株式会社コーノ・ホームズを港区赤坂に移転。

●10月、卸部、城北・城東・城南の3営業所を本社へ集約し、

卸部組織を、建装営業所・第一営業所・第二営業所・横浜営業所と改編。

2011（平成23）

2006（平成18）

2008（平成20）

●10月、創業180年目を迎え代表取締役髙野順が、三代目”寅吉”を襲名。2010（平成22）

●12月、取締役川村純市が常務取締役に就任。2014（平成26）

●9月、社長髙野寅吉が全国三星床工事業協会会長に就任。2016（平成28）

●5月、工事部･卸部･防水リニューアル部３部門合同で安全大会を開催。2017（平成29）

●6月、社長髙野寅吉が関東建設インテリア事業協同組合理事長に就任。2018（平成30）

●9月、経営企画室を閉鎖

●9月、業務執行役員川村純市が取締役に就任。
2012（平成24）

●1月、防水リニューアル部を開設

●5月、株式会社コーノホームズを解散し、株式会社高野へ事業譲渡
2013（平成25）

2009（平成21）
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社　　名 株式会社高野 

創　　業 天保2年（1831年） 

設立年月日 大正7年3月29日 

資本金 36百万円 

年　　商 60億円 

従業員数 65名 

■役員

代表取締役社長

常務取締役

取締役

取締役

監査役

■営業種目

●室内装飾設計・施工

(内装仕上工事業)

カーペット・各種床材・壁紙・

カーテン・ブラインド・

OAフロア・各種間仕切・家具・

シート防水・その他

●防水工事

●住宅リフォーム工事

●室内装飾用資材並びに

内装仕上用建材の卸販売

●不動産賃貸

https://www.kono-gr.co.jp/ 

■建設業許可番号

東京都知事許可(般-30第120197号)

■ISO　9001、09QR・1544

認証取得　平成15年3月 

■資格取得者

二級建築士　1名

1級床診断士　10名

1級建築施工管理技士　1名

2級建築施工管理技士　11名

■主な取引銀行

三菱UFJ銀行・みずほ銀行・

三井住友銀行・りそな銀行 

■本社

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

TEL：03-3254-6331(代表)　 FAX：03-3254-4187  

■営業部門

●工事部

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル3階

TEL：03-3254-1771(代表)　FAX：03-3258-0017  

●卸部

○営業本部

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル2階

TEL：03-3254-6300(代表)　FAX 03-3255-2928 

・建装営業所

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル2階

TEL：03-3254-6301(代表)　FAX：03-3254-6306   

・第一営業所

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル2階

TEL：03-3254-6302(代表)　FAX：03-3254-6028  

・第二営業所

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル2階

TEL：03-3254-6303(代表)　FAX：03-3254-6029  

・横浜営業所

〒231-0055　

神奈川県横浜市中区末吉町1丁目8番地　

小此木ビル1階

TEL：045-252-2011(代表)　FAX：045-252-2760 

●防水リニューアル部

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル3階

TEL：03-6859-1801(代表)　FAX：03-6859-1811

「防水課」

TEL：03-6859-1801(代表)　FAX：03-6859-1811

「コーノホームズ」

TEL：03-6859-2002(代表)　FAX：03-6859-1811

■関連会社（高野グループ）

株式会社高野インターナショナル

〒101-0041　

東京都千代田区神田須田町1丁目26番地

高野ビル9階

TEL：03-3254-4322（代表）　

FAX：03-3254-4323

資本金／50百万円

代表取締役社長／髙野　寅吉（順）

不動産賃貸・管理

主な取引銀行／

三菱UFJ銀行・みずほ銀行 

会社概要

本社ビル
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髙野　寅吉（順）

川村　純市

平野　美岐彦

髙野　勉

吉田　由美



株式会社高野　組織図
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