
但馬の魅力
　兵庫県北部に位置する但馬は、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉
町の3市2町で構成され、県全体の面積の約４分の１を占めています。北近畿
豊岡自動車道などの整備が進み、京阪神から豊岡までは車で2時間30分ほ
どで行けるようになりました。
　豊かな自然に囲まれ、スキー場、海水浴場のほか城崎温泉や湯村温泉を
はじめ日本を代表する温泉も多く点在しています。"天空の城"として注目を集
める竹田城跡、日本の近代化をけん引してきた生野鉱山、神子畑選鉱場跡、
明延鉱山などの産業遺産をつなぐ「鉱石の道」など史跡にも恵まれています。
また、2010年には山陰海岸ジオパークが世界ジオパークネットワークへの加
盟を認められました。さらに、神戸ビーフの素牛である但馬牛、ズワイガニをは
じめ豊かな食材を輩出する土地でもあります。
　こうした豊富な観光資源により観光産業が盛んなほか、豊岡の鞄や竹田の
家具など伝統的な地場産業があります。養父市は2014年5月、国から「中山
間農業改革特区」に指定され、新たな農業の担い手が育ちつつあります。ま
た、豊岡市ではコウノトリの野生復帰の取り組みを機に、コウノトリのえさとなる
生き物が育つ「コウノトリ育む農法」によるお米などの生産が定着しています。
　少子高齢化が急速に進んでいるエリアですが、他に類を見ない取り組みで
地域の特色を打ち出す試みが行われています。2014年4月にオープンし、舞
台芸術家たちが滞在しながら作品をつくる城崎国際アートセンターもその一つ
で、才能のある若者を育てる場となっています。医師不足も心配されるところ
ですが、公立豊岡病院の救命救急センターが中心となってドクターヘリをフル
活用して但馬地域の救命率の向上につなげ、全国から注目を集めています。

知ってる？

竹田城跡
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あさのや

㈱朝野家

湯村温泉にそびえ立つお城造りの朝野家

〒669-6821 美方郡新温泉町湯1269番地  TEL.0796-92-1000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

新温泉町

朝野家は、地域社会、業界に貢献する企業を目指す、旅館を中心とする企業
です。湯村温泉街の中心部に位置し、地上８階・地下３階建てのお城造り
で、華道・茶道・香道の三道をサービスの基本とするハイグレードな旅館で
す。「人と人の絆を大切にし、お客様が満足して喜び、幸せになるために仕
えます」を経営理念とし、地域とともに発展すべく、内容の充実を図ってま
いりました。
感動とやすらぎの空間を演出する「お城の宿」として、さらなる発展を目指
します。 

朝野家は、お客様に涙が出るほど感激していただく「感涙経
営」を目指しています。この「感涙」こそが、これからの時
代を創る旅館に求められることなのです。「感涙」には上限
はありません。それを一緒に追求してみませんか？

（株）朝野家

■創業・創立／1967年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	6億2,600万円（2014年10月期）
	 6億4,800万円（2015年10月期）
	 6億5,900万円（2016年10月期）
■従業員数／95名
■平均年齢／41.0歳
■業態／宿泊業

代表取締役

朝野	泰昌さん
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あそう

社会福祉法人 あそう

日々快適に過ごしていただけることを目指しています

〒669-5123 朝来市山東町一品424番地  TEL.079-676-5260

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

昨年、創立25年目を迎えました。これまで築いてきた知識・経験・介護の
技術は、私たちの自信となっています。これらのノウハウは、事業運営の基
礎となり、入居者様・家族様・地域の方々のニーズに応えることが出来るよ
う、日々努力しております。
時代の変化に合ったサービスの創造をもって、変化していくニーズに応えて
いくとともに、より信頼される法人となるようまい進してまいります。

主な仕事内容は、食事・入浴・排泄のお手伝いです。介護職
は人と接することが好きな方、人の役に立ちたい・支えにな
りたいという方にピッタリな職場です。学歴・性別・年齢に
関係なく、初めての方でも挑戦できます。

社会福祉法人 あそう

■創業・創立／1992年
■資本金／非公開
■売上高／非公開
■従業員数／280名
■平均年齢／42.1歳
■業態／老人福祉業

特別養護老人ホーム緑風の郷	主任介護士

山本	薫子さん
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いづつや （かせんきょう いづつや）

㈱井筒屋（佳泉郷 井づつや）

佳泉郷	井づつや	玄関

〒669-6821 美方郡新温泉町湯1535番地  TEL.0796-92-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

新温泉町

当社は、鳥取県との県境にある温泉地「湯村温泉」で旅館を経営しています。
創業300年の歴史と伝統を継承しながら、自家源泉による天然温泉と心温ま
るおもてなし、旬の食材を活かした料理でお客様の満足を追求してきました。
「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に毎年選出され、全国的にも高い評
価をいただいています。
また、社員が働きやすい職場環境を目指し、温泉・Wi-Fi付社員寮と従業員食
堂の整備、年間休日105日を実現しました。さらなる発展を目指して、私たち
は感情豊かな社員を求めています。
お客様の感動と喜びを自分の喜びと感じられる方、自然豊かな環境の中で私
たちと一緒にチャレンジしてみませんか。

「せーのっ、いらっしゃいませ」元気で明るい挨拶、これが
できたら大丈夫です。はじめは分からないのが当たり前で、
大切なのは学びたい、やってみたいというチャレンジ精神だ
と思います。一緒に挑戦していきましょう。

（株）井筒屋（佳泉郷 井づつや）

■創業・創立／1953年（会社設立）
■資本金／	3,900万円
■売上高／	14億6,400万円（2014年4月期）
	 14億1,600万円（2015年4月期）
	 14億6,500万円（2016年4月期）
■従業員数／153名
■平均年齢／48.0歳
■業態／旅館業

営業部	客室担当

川人	大輝さん
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うのふく

㈱ウノフク

本社社屋

〒668-0871 豊岡市梶原328番地  TEL.0796-23-1155

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

ウノフクは、メーカーとしてのクリエイティブな商品企画・提案力と、商社な
らではの強力なネットワークを生かし、全国をフィールドとして自社オリジナ
ル商品の小売店販売や卸売業への販売、企業のＯＥＭなどの営業活動をして
います。中でも、こだわりのオリジナルブランド＝ BAGGEX は、専門店様
を中心に好評を博しています。
また、自動倉庫システム導入による正確な在庫管理やスピーディな発送管理
を実現し、お客様の信頼を高めています。

「国産かばん」シェアの 80％を生産する「豊岡」を拠点に、
全国にオリジナル商品を販売する会社です。地場産業である

「かばん」をより身近に使ってもらい、ひいては、世界に向
けた販売ができるよう日々頑張っています。

（株）ウノフク

■創業・創立／1921年
■資本金／4,000万円
■売上高／9億円（2016年12月期）
■従業員数／31名
■平均年齢／40.6歳
■業態／鞄・袋物卸売業

営業２課	チーフ

岡田	彰則さん
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おーしすまっぷ

㈱オーシスマップ

廃校を利用した社屋で若い力を発揮しています

〒667-0003 養父市八鹿町宿南2589-1  TEL.079-663-3680

地元高校生へのメッセージ

企業データ

養父市

『あなたの笑顔が目的地！』をキャッチコピーに厳しい中でも元気よく、目
的を持ち、地域の発展に貢献できる人材づくりを目指しております。
業務においては、測量業および建設コンサルタントとして、あらゆる地形・
地物に対する計測、デジタル地図作成の他、近年では弊社の航空測量技術を
ベースにＵＡＶ（産業用無人航空機）を活用した事業展開・技術開発を行う
等、質の高いサービスを効率的かつ低価格で提供できるよう、日々取り組ん
でおります。
また、昨年度より［奨学金支援制度］を導入し、若者の地域定着にも力を入れ
ております。

「地図から広がる可能性」をキーワードに安心・安全で楽し
い街づくりの実現、家族や地域が共に笑顔溢れる会社づくり
を一緒に目指していきましょう！！

（株）オーシスマップ

■創業・創立／2001年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	4億			500万円（2014年8月期）
	 4億5,000万円（2015年8月期）
	 5億3,000万円（2016年8月期）
■従業員数／61名
■平均年齢／36.0歳
■業態／専門サービス業

営業総務課

水嶋	友希さん

ひょうごの成長企業
平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞
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おおとよきこう

大豊機工㈱
〒668-0013 豊岡市中陰470番地  TEL.0796-23-1500

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

当社は1965年３月に水道メータの設備と技術をＯＫＫ株式会社（東証１部上
場1915年設立）から継承し、豊岡の地で創業しました。その後は工作機械、
周辺装置の生産と、水道関係設備の計装システム、検針システム開発、製作と
事業を展開しております。技術、技能、経験の蓄積と研鑽、伝承に力を入れ、
日々の研鑽、日々改善をモットーに社員一同、業務に取り組んでいます。

入社当初はわからないことが多く不安でしたが、上司や先輩
社員の方々に支えられ、少しずつ仕事を覚えることが出来ま
した。総務は他部署との結びつきが強く、幅広い視点で仕事
が出来るのでやりがいを感じています。

大豊機工（株）

■創業・創立／1965年
■資本金／9,400万円
■売上高／24億5,431万円（2017年3月期）
■従業員数／114名
■平均年齢／39.1歳
■業態／製造業

総務部総務課　

柴　和樹さん

平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞

大切な暮らしを、ものづくりで支えています
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おくとーでんき

オクトー電器㈱

（左）本社（右）精密機器事業部（下）当社現場、製品

〒679-3321 朝来市生野町新町1129  TEL.079-679-2145

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

ディーゼル車用セルモーターマグネットSW／通貨紙幣処理機／産業用緊急
停止SWを製造している会社です。弊社事業は、グローバル競争が激しい組
立事業です。品質に特に力をいれていますが品質No.1だけでは、海外の低
コストには勝てません。日々改善を行う事からCSの充実を図り、QCD全て
で他社より３歩先に進む努力をしております。社内での技術力、情報共有、
結束力から新分野への進出、全社員の生活の向上、地域社会への貢献を目標
に取り組んでいます。
（オクトー電器が求める人物像）
・社長の経営理念・経営方針・考えに同調できる人
・やらない現状維持より、やって失敗を糧にし次に繋げる人
・机上ではなく、現場から情報を発信できる人

都会、大企業に憧れる若い世代の気持ちはよく分ります。し
かし、我々中小企業にしか出来ないメリットも多々あります。
君たちを育んだ故郷で働き、自分の夢に向けて思う存分能力
を発揮し、尊い未来を次世代へ継承していきましょう。

オクトー電器（株）

■創業・創立／1967年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開	
■従業員数／60名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

代表取締役社長

奥藤	博司さん
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かすみつる

香住鶴㈱

平成 15年に完成した新社屋と人気の直売店

〒669-6559 美方郡香美町香住区小原600番地の2  TEL.0796-36-0029

地元高校生へのメッセージ

企業データ

香美町

創業1725年（享保10年）、現当主で九代目になります。但馬の地酒として、地
元但馬はもちろん、京阪神においても人気があり、兵庫の地酒としての知名
度も確固たるものになりました。伝統的な酒造り「生

き も と

酛・山廃」を全ての仕込
みに採用するなど、他社に先駆けた希な取り組みや経営方針は注目を集めて
います。
・社是「但馬の誇りたれ」
・経営方針「品質第一」「地域第一」「真心第一」

自分はどんな仕事をしたいのか。何を目指すのか。これらを在
学中からしっかりと考えてください。ご両親や先生方ともじっ
くり話し自分の適性を考え夢を持ちながら将来の仕事を探して
ください。我社はそんな目的意識のある若者を求めています。

香住鶴（株）

■創業・創立／1725年
■資本金／	9,600万円
■売上高／	6億4,981万円（2014年9月期）
	 6億5,788万円（2015年9月期）
	 6億7,911万円（2016年9月期）
■従業員数／38名
■平均年齢／44.3歳
■業態／清酒製造業

代表取締役

福本	芳夫さん

ひょうごの成長企業
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かたしま

カタシマ㈱

パティスリーカフェ	カタシマ	養父本店

〒667-0114 養父市小城568  TEL.079-664-2457

地元高校生へのメッセージ

企業データ

養父市

カタシマ株式会社は洋菓子（ケーキ）を製造、販売している会社です。ま
た、フランス料理のレストランも運営しています。お店は但馬、丹波、福知
山に５店舗あります。
私たちは技術（接客・製菓・調理）の向上に励み、お客様から愛される地域
一番店をめざし社会の食文化に貢献していきたいと考えています。
また、ミラノ万博やロンドンでの展示会などへの参加を通じて地元の食材の
すばらしさを、お菓子や料理を通し海外へアピールしています。
2015年ミラノ万博へ「メシテラ」を出展（豊岡市産こうのとり育むお米
100％使用のカステラ）
2017年ロンドンSFFFへ「朝倉山椒のタプナード」ほかを出展（養父市産
の朝倉山椒）

慣れ親しんだ大好きなケーキをいろいろな方々に知ってもら
いたいと思い入社しました。また、カタシマでは地域の素材
を使ったお菓子が発売されはじめ、今まで知らなかった地域
の魅力をお菓子で発信することが出来る会社です。

カタシマ（株）

■創業・創立／1970年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／59名
■平均年齢／33.8歳
■業態／洋菓子製造販売業

豊岡店・ヴァンドゥーズ

野垣	莉枝さん
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かわしまけんせつ

㈱川嶋建設

若手とベテランが一緒に活躍できる会社です

〒668-8686 豊岡市寿町11番35号  TEL.0796-22-4321

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

当社は、創業120年を超える、但馬で最も古い企業の一つです。しかし、私
たちが誇りに思っているのは、単に120年以上の歴史があるというより、長
きにわたって但馬という地域に寄り添いながら会社を発展させてきたことに
あります。
土木と建築の総合力で様々なプロジェクトを手掛けることで、地域の発展と
そこで暮らす皆様の安全と安心を守る地域防災の担い手として今後も活躍し
てまいりたいと考えております。

高校生の頃の夢は、地元の企業で地図に残る構造物をつくる
こと、その地域の人々に喜んでもらえたり感謝される物をつ
くること！！それらをかなえたいと熱望し入社しました。建
設業の醍醐味を地元企業で一緒に味わってみましょう！！

（株）川嶋建設

■創業・創立／1889年
■資本金／	9,800万円
■売上高／	71億円（2014年9月期）
	 59億円（2015年9月期）
	 59億円（2016年9月期）
■従業員数／165名
■平均年齢／47.0歳
■業態／建設業

土木工事部	工事課	所長

林田	達也さん
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きょうわ

㈱キョウワ

本社社屋

〒668-0852 豊岡市江本583番地  TEL.0796-23-1180

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

弊社は創業以来、木材製品・建材卸売業、また和田山では原木市売業も営ん
でいます。近年、私達を取り巻く環境は刻々と変化し、お客様のライフスタ
イルも多様化・高度化しています。その変化に対応し、長年の経験を生か
し、お客様に満足していただける商品を提供してまいります。
「住まいのトータルパートナー」として地域社会に貢献し、お客様から支持
いただける会社を目指しています。

入社してすぐは分からない事の連続だと思います。私も研修時に
分からなくて当たり前と言われました。会社の先輩方はその事を
理解しておられます。だからこそ、積極的に分からない事を聞き、
得た知識は必ず貴方の力となり自信に繋がっていくと思います。

（株）キョウワ

■創業・創立／1945年
■資本金／9,000万円
■売上高／非公開	
■従業員数／37名
■平均年齢／43.4歳
■業態／木材・建材卸売業

本社営業部

水嶋	一貴さん
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しーれっくす ひょうごこうじょう

シーレックス㈱兵庫工場

朝来市の工業団地にある兵庫工場

〒669-5265 朝来市和田山町筒江165-4  TEL.079-674-0285　

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

シーレックスは、さまざまな商品に貼られるシール・ラベルを、企画、開
発、製造、販売しています。朝来市にある兵庫工場は、西日本における基幹
工場として、全国様々な業種のお客様から発注をいただき、お客様の商品へ
の思いや期待、ブランドイメージを、シール・ラベルの形にして表現しま
す。その開発力と技術力は国内の業界トップを誇り、常に新しい仕事、新し
い市場、新しい商品、新しいサービス、新しい価値を「創造」します。

自分が作ったシールやラベルが、商品に貼られスーパーやコ
ンビニに並びます。お客様がそのラベルを見て、手に取って
購入いただけたとき、思わず嬉しくなるような仕事、ものづ
くりを一緒にやってみませんか。

シーレックス（株）兵庫工場

■創業・創立／1935年
■資本金／	2億6,000万円
■売上高／	110億2,870万円（2015年3月期）
	 113億9,947万円（2016年3月期）
	 120億7,464万円（2017年3月期）
■従業員数／99名
■平均年齢／35.0歳
■業態／製造業

若手スタッフ
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しすてむりさーち

㈱システムリサーチ

本社社屋（看板・受付）

〒669-5315 豊岡市日高町浅倉27番地  TEL.0796-42-4435

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

わたしたちシステムリサーチは「真にユーザの立場に立って、使いやすく信
頼性のあるシステムを提供する」ことを目指し、お客様との信頼関係をベー
スに、ＩＴの活用でお客様に貢献することを一番大切にしてまいりました。
また、社員が誇りを持って仕事に取り組むことができる環境づくり、お客様
とシステムリサーチを大切にし、心のこもった仕事ができる人財が溢れてい
る…そんな会社づくりを大切にしています。

当社は、「ＩＣ T を活用しお客様の課題を解決する」企業です。
お客様は、公共・学校・医療・福祉・企業と様々な分野に広
がっています。本社を豊岡市に置き姫路・神戸・福知山・京
都に営業拠点を展開しています。

（株）システムリサーチ

■創業・創立／1985年
■資本金／	6,000万円
■売上高／	18億2,182万円（2015年3月期）
	 22億4,480万円（2016年3月期）
	 24億　149万円（2017年3月期）
■従業員数／121名
■平均年齢／39.8歳
■業態／情報処理サービス業

ＥＳ推進部	専任部長

西雄	健二さん
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せいこうしゃ

㈱誠工社

豊岡中核工業団地内の本社、機械・板金・組立工場

〒668-0831 豊岡市神美台157-35  TEL.0796-22-8888

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

私たちは産業用精密機器の設計、製造をＭ・Ｍ・Ｓで実現する会社です。 
Ｍ＝ものづくりを安心して、Ｍ＝丸投げできる、Ｓ＝誠工社でお客様のもの
づくりの課題にお応えします。
①豊富な経験と多くの実績<70年を越える精密機器の生産実績とノウハウ>
②国内一貫生産による安心の品質<試作～量産まで豊岡で一貫対応>
③卓越した調達力とソリューション提供<自社独自のネットワークで、300
社から部品調達>

私たちの手がけた製品は、駅の構内、金融機関、薬局など、
身近な生活の中で広く使われています。
私たちは若い力を必要としています。ぜひ一緒に“夢をカタ
チにする職場”で働きましょう。

（株）誠工社

■創業・創立／1946年
■資本金／	6,000万円
■売上高／	24億3,782万円（2014年9月期）
	 26億9,060万円（2015年9月期）
	 25億8,508万円（2016年9月期）
■従業員数／156名
■平均年齢／42.9歳
■業態／精密機器製造業

代表取締役社長

柴田　勲さん
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ぜんたんばす

全但バス㈱

インバウンド向け観光案内施設「SOZORO」

〒667-0021 養父市八鹿町八鹿113-1  TEL.079-662-2136

地元高校生へのメッセージ

企業データ

養父市

全但バスグループは、創業から一世紀を迎えました。次の100年に向けて、
私たちは地域のみなさまと共に歩み続けます。
大正６年の創業以来、バス事業を中核とし、自動車関連サービス事業や生活
関連サービス事業を行っております。各事業を通じ安全を最優先に「安心」
と「快適」を提供する企業グループとして、地域社会と共に歩み、地域の皆
様の生活に欠かせぬ存在として、これからもお客様目線に立った利便の向
上、サービスの提供に努めます。

気付いていますか？但馬地域には世界に誇れる観光資源がた
くさんあります。そのような但馬の魅力をバスを通じて発信
すべく、日々業務に取り組んでいます。ぜひ、私たちと一緒
に公共交通による地域貢献をしましょう！

全但バス（株）

■創業・創立／1917年
■資本金／	2億円
■売上高／	17億4,561万円（2014年3月期）
	 19億		 364万円（2015年3月期）
	 18億6,538万円（2016年3月期）
■従業員数／335名
■平均年齢／49.8歳
■業態／旅客運輸業

バス事業部	乗合事業課

片岡	泰章さん
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たくみなせいさんほんぶ／かいはつせんたー

㈱タクミナ生産本部／開発センター

「生野」から、製品を世界にお届けしています

〒679-3301 朝来市生野町口銀谷2173  TEL.079-679-3331

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

当社は、世界トップレベルの技術をもった精密ポンプメーカーで、国内トッ
プシェアを持っています。「モノづくり」の様々な分野でタクミナの技術・
製品が役に立っています。特に、独自の技術とノウハウから生まれた「ス
ムーズフローポンプ」は、性能はもちろんのこと、あらゆるニーズに、それ
以上のパフォーマンスでお応えします。
これからも他社にはないオンリーワンの技術で、「モノづくり」全体の可能
性を広げるためのお役立ちをしたいと思っております。

就活の際、地元でも世界に通じる技術力を持った会社がある
事を知りました。また、工場見学に参加し、「ここで働きたい」
と強く思うようになりました。高校生の皆さん、広い視野を
持ち自分にとって魅力的な会社を見つけてください。

（株）タクミナ生産本部／開発センター

■創業・創立／1956年
■資本金／	8億9,299万円
■売上高／	72億1,641万円（2015年3月期）
	 77億2,164万円（2016年3月期）
	 81億1,500万円（2017年3月期）
■従業員数／137名
■平均年齢／39.7歳
■業態／製造業

製造部	生産管理課

山下	直希さん
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たんなんけんせつ

但南建設㈱

“街と人”がかかわるあらゆる空間を創造します

〒669-5193 朝来市山東町滝田148番地の１  TEL.079-676-3121

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

地域のお役に立てる総合建設業であり続けるために意識していることは、誠
実で安全に仕事を進めながら、常に新しい挑戦をしていくことです。当社
は、建築、土木工事をはじめ、不動産事業、福祉事業、農園事業など多岐に
わたるビジネスモデルを展開しています。
兵庫県優秀施工者賞や兵庫県でNo.1の働きやすい建設会社として労働大臣
表彰を受けるなど受賞歴も多数あり、社員一同「誠実は信用の源」を合言葉
に、日々成長しています。

私は高校生の頃から建築物が好きで、将来は建築の仕事がし
たいと思っていました。
公共施設のような大きな建物から住宅などの小さな建物まで
地域に貢献できることに誇りを持って仕事をしています。

但南建設（株）

■創業・創立／1920年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	47億7,304万円（2015年3月期）
	 59億9,755万円（2016年3月期）
	 66億6,319万円（2017年3月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／41.0歳
■業態／建設業

ピースホーム事業部

中川	満智さん
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とうほうせいこう

㈱東豊精工

本社全景

〒668-0012 豊岡市下陰404番地の1  TEL.0796-22-0782

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

昭和32年、豊岡市で創業以来、精密ばねの専門メーカーとして医療機器、
自動車、光学機器、情報通信機器、電子部品等の各業界のお客様から、その
技術力と品質は高い評価をいただいています。
「信頼の技術で世界に貢献-Reliable Technology Is Our Concept！」を
モットーに、精密ばねを中核とするモノづくりを通して地域社会、国家そし
て世界の発展に貢献してまいります。

中国、深圳市の工場で３年間の勤務を経験しました。製造か
ら営業までの幅広い分野で仕事をし、自身の成長に繋げる事
ができました。東豊精工はあなたが若い力を発揮できる、未
来に挑戦し続ける企業です。

（株）東豊精工

■創業・創立／1957年
■資本金／	4,800万円
■売上高／	12億3,700万円（2014年6月期）
	 13億3,900万円（2015年6月期）
	 14億1,600万円（2016年6月期）
■従業員数／98名
■平均年齢／42.1歳
■業態／金属製品製造業

製造課

竹中	浩司さん
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ときわ

㈱トキワ

ヒト、自然が見渡せるオフィスエリア

〒669-6553 美方郡香美町香住区三谷735  TEL.0796-36-4001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

香美町

『但馬の自然にありがとう』
わたしたちは創業以来、お酢づくりから始まり、美味しいお醤油づくり、
そして、自分達の足元にある素材を生かした商品づくりへと取り組んでき
ました。
トキワは但馬に根を張り、「べんりで酢」「なんでもごたれ」「え～だし」と
いった、家庭になくてはならない調味料を中心とした「ものづくり」を続け
ています。
トキワの力は社員全員のチームワーク。「酢てきな仲間」同士、楽しく目
いっぱいお客様が笑顔になっていただくよう、頑張っています。

自分達の作った商品が全国のお客様の心と身体の健康に役
立っている。そう考えるだけで責任とともにやりがいを感じ
ます。普通の製造業ではないとは思ってましたが、入社して
さらに驚かされました。

（株）トキワ

■創業・創立／1912年
■資本金／	2,500万円
■売上高／	14億8,300万円（2015年3月期）
	 16億9,800万円（2016年3月期）
	 18億2,700万円（2017年3月期）
■従業員数／84名
■平均年齢／38.8歳
■業態／醗酵食品製造業

製造部	2016 年入社

谷口	明瞭さん
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おおさかがすぐるーぷ とよおかえねるぎー

大阪ガスグループ 豊岡エネルギー㈱

豊岡本社

〒668-0047 豊岡市三坂町6番57号  TEL.0796-23-2221

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

当社は、豊岡・城崎地区の都市ガス、ＬＰガス事業を行っています。2017
年に豊岡でガス供給を開始して80年を迎えました。ガス供給を通じて、地
域に根ざしたサービスを皆さまにご提供し、地域社会の発展に貢献できるよ
う努めてまいります。
また、「お客さま第一・安全第一」をモットーに、お客さまのニーズに迅
速かつ適確にお応えする「ワンストップサービス」を実践し、24時間365
日、安全にガスをお届けしています。

「生まれ育った地元のまちで役に立ちたい」と思い、この会
社に入社しました。快適・安全にガスをお使いいただけるよ
う、営業マンとして日々奮闘中です。人々の暮らしにエネル
ギーをお届けするこの仕事は、大変やりがいがあります。

大阪ガスグループ 豊岡エネルギー（株）

■創業・創立／2004年
■資本金／	1億円
■売上高／	12億4,881万円（2014年12月期）
	 11億5,818万円（2015年12月期）
	 		9億5,130万円（2016年12月期）
■従業員数／31名
■平均年齢／45.5歳
■業態／ガス事業

営業部

加藤	修平さん
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なかたこうげい

中田工芸㈱

東京のショールームで販売している当社製品

〒669-5301 豊岡市日高町江原92  TEL.0796-42-1131

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

私達は但馬で70年以上にわたり、木製ハンガーの製造を行っています。
販売先はアパレルやホテル等のビジネス用が大きなシェアを占めています
が、2007年以降はNAKATA HANGERという自社ブランドを立ち上げ、家
庭用やギフト用など個人向けの販売も勢いよく伸びています。「ふくをかけ
る」というコンセプトで、結婚式の引出物や学校の卒業記念、企業の記念品
等とあらゆる分野で利用されるようになりました。
ハンガーにおける知識と技術と経験はどの会社にも負けることはなく、現在
は海外にも販路を広げるべく活動しています。目指しているのは「世界一の
ハンガー屋になる」ということ。
但馬と東京を拠点に国内外で挑戦を続けています。

お客様に感動していただくハンガーを届ける、という共通の
目的のために社員は一丸となっているので社内の風通しは良
く、年代も幅広いです。仕事を通して自分を高めたいという
志を持った仲間と出会えることを楽しみにしています。

中田工芸（株）

■創業・創立／1946年
■資本金／	3,000万円
■売上高／	9億3,000万円（2015年4月期）
	 9億5,000万円（2016年4月期）
	 8億5,000万円（2017年4月期）
■従業員数／66名
■平均年齢／39.7歳
■業態／製造・小売業

代表取締役

中田	修平さん
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にしむらや

㈱西村屋

江戸安政期創業「西村屋本館」

〒669-6101 豊岡市城崎町湯島469  TEL.0796-32-3535

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

昨今では世界最大の口コミサイトで「100年以上の老舗宿・日本一」に輝
き、また英語圏シェアNo.1のガイドブックでは"Best Onsen Ryokan" に
も選ばれている西村屋本館。
また、多様化するニーズに応えながら、価値観の変化にも柔軟に対応し、心
ゆくまでの和のおもてなしを堪能していただくという新しいスタイルのホテ
ル、西村屋ホテル招月庭。
そして弊社は、世界的な観光業見本市への参加など、インバウンド強化に向
けた施策を積極的に展開中です。

現在、私はフロントサービス部に所属し、日々、たくさんの
お客様との出会いがあります。これからも一人一人のお客様
を大切にし、感動に繋がるおもてなしが提供できるよう努力
していきたいと思います。

（株）西村屋

■創業・創立／安政年間
■資本金／	2,000万円
■売上高／	33億3,000万円（2014年8月期）
	 35億4,000万円（2015年8月期）
	 36億1,000万円（2016年8月期）
■従業員数／278名
■平均年齢／36.9歳
■業態／宿泊業

西村屋本館	フロントサービス部	フロント係

大川　葵さん
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にほんせいきほうせきこうぎょう

日本精機宝石工業㈱

アナログ音楽を支える多種多様なレコード針

〒669-6701 美方郡新温泉町芦屋100番地  TEL.0796-82-3171

地元高校生へのメッセージ

企業データ

新温泉町

弊社の前身は明治６年創業の仲川製針工場。縫い針、蓄音機用鉄針の製造を
経て、昭和41年レコード宝石針を製造販売。その後、ダイヤモンド工具や
ダイヤモンドバー、ピックアップレンズクリーナを製造出荷しています。ダ
イヤモンドと金属の融着技術が弊社の特長です。さらに、ダイヤモンドの優
れた熱伝導性を活かし、新たな製品開発にも取り組んでいます。
また、約2000種類30メーカーのレコード針を製造しており、95％は世界
110ヶ国に輸出しています。

高校生の頃は、都会で働きたいと思い東京で就職しました。
社会人として、様々な分野に触れていくなかで、実は地元に
も魅力あふれる企業があることを知り入社しました。ふるさ
とにも世界に誇れる会社があることを是非知ってください。

日本精機宝石工業（株）

■創業・創立／1959年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／59名
■平均年齢／40.2歳
■業態／製造業

業務部	購買課	主任

國谷	諭司さん

ひょうごの成長企業
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ねおまっくす きんき

㈱ＮＥＯＭＡＸ近畿

当社の製品「NEOMAX」です

〒667-0111 養父市大藪1062番地  TEL.079-665-0126

地元高校生へのメッセージ

企業データ

養父市

当社は日立金属グループに属し、世界最強の磁石「NEOMAX」（ネオマッ
クス）を製造している会社です。NEOMAXは環境に優しく、またその強力
な磁力特性から、ハイブリット車や電気自動車をはじめ、省エネ家電などの
重要な部品として搭載され、日本国内でもトップクラスのシェアを誇ってい
ます。
今後も当社製品の市場は益々拡大していくことが予想され、当社もさらなる
成長を遂げるべく日々業務に取り組んでいます。 

当社の製造する製品は世界に誇れるものであり、また仕事内容も製造
職場でのオペレーターから事務や技術的なデスクワークなど様々な職
種があり、それぞれともやりがいを感じることのできる会社です。皆
さんも是非当社で世界に誇れるものづくりを一緒にしてみませんか？

（株）ＮＥＯＭＡＸ近畿

■創業・創立／1979年
■資本金／	4億円
■売上高／	295億5,800万円（2015年3月期）
	 240億1,400万円（2016年3月期）
	 225億9,000万円（2017年3月期）
■従業員数／242名
■平均年齢／42.2歳
■業態／電気機械器具製造業

業務部	業務グループ

衣川	恭平さん
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のざき

㈲ノザキ

当社で加工した精密金型部品

〒669-5264 朝来市和田山町加都129-1  TEL.079-674-2033

地元高校生へのメッセージ

企業データ

朝来市

通常の切削加工機では加工出来ない、超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等
の研削加工をしています。他社が出来ない加工にあえて挑戦し続け、社員一
人一人が毎日、試行錯誤しながら腕を磨いています。
当社では営業活動は一切行っていませんが、加工した製品が営業マンとな
り、自動車、電機などの各方面から、たくさんの注文をいただいています。

私は高校生の頃、ものづくりや金属加工などに一切興味が
なく、また手先も不器用でしたが、ひょんな事から入社し、
10 年たった今では毎日楽しみながら難加工と闘っています。

（有） ノザキ

■創業・創立／1989年
■資本金／	500万円
■売上高／	2億円											（2015年3月期）
	 2億2,000万円（2016年3月期）
	 2億4,000万円（2017年3月期）
■従業員数／20名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

第一工場	グループリーダー

長松	政浩さん
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ふくいけんせつ

福井建設㈱

自然に囲まれた本社

〒667-0113 養父市薮崎166番地  TEL.079-665-0301

地元高校生へのメッセージ

企業データ

養父市

我が社は、創業以来58年の間、誠実・熱意と工夫・和の心をモットーに進
展してまいりました。建築工事では学校、会館・ホール、工場など、土木工
事では区画整理、道路、橋梁、河川などを造ってきました。
また、クレバリーホームやブレインマンション、リフォーム事業を取り扱
い、今注目を浴びています。
責任と誇りを持って従業員一人一人が一丸となり、地域社会に貢献できる企
業を目指し、皆様のご要望にお応えしたいと念願いたします。

地域社会の創造を担う、やりがいのある仕事ができる会社で
す。自分の暮らす町をより良いものにするために、若い力を
結集して盛り上げていきましょう。

福井建設（株）

■創業・創立／1960年
■資本金／	8,100万円
■売上高／	81億　689万円（2015年6月期）
	 69億5,200万円（2016年6月期）
	 68億2,772万円（2017年6月期）
■従業員数／116名
■平均年齢／42.0歳
■業態／総合建設業

総務部	部長

日下部	良宏さん
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ほくせいしゃ

㈱北星社

自社開発商品

〒668-0061 豊岡市上佐野1620  TEL.0796-22-4141

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

企画・デザイン・撮影・編集・製版・印刷・製本・加工・封入封緘など、広
告や印刷に関連する仕事は何でもこなせる総合印刷会社です。
北近畿随一の印刷・加工設備を活かし、日本全国のお客様に印刷物を提供し
ています。豊岡市、姫路市、神戸市、三田市、大阪市、東京都、埼玉県に事
業所、工場があり、社歴は63年です。
近年は、広告業、web開発、アプリ開発やサイト運営でも多くの仕事を手
がけています。自社開発のCubeBox、カルタや出版物を企画・製作し、大
手動物園、水族館などやショップ、書店への販売にも力を入れています。
お客様に提供する商品はさまざまですが、同じものがひとつとしてない「も
のづくりの会社」です。

情報を発信する企業として印刷物や Web 制作など仕事は
様々ですが、新人・ベテラン関係なく仕事を任されるのでや
りがいがあります。どんどん新しい事に積極的にチャレンジ
し、自分の力を伸ばしましょう。

（株）北星社

■創業・創立／1955年
■資本金／	2,000万円
■売上高／	50億9,974万円（2014年7月期）
	 50億8,519万円（2015年7月期）
	 49億			747万円（2016年7月期）
■従業員数／326名
■平均年齢／41.6歳
■業態／印刷・広告業

本社営業課

八木　孝さん
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まるよしょくひん

マルヨ食品㈱

本社事務所・かになど鮮魚系を扱う境工場

〒669-6672 美方郡香美町香住区香住1234  TEL.0796-36-0215

地元高校生へのメッセージ

企業データ

香美町

当社は、山陰海岸国立公園のほぼ中央に位置する香住にて創業した地元水産
物（かに味噌、ほたるいか等）を主体とした水産物加工品の製造と販売を
行っている食品メーカーです。地元原料を中心に「安心・安全・美味しさ」
をモットーに作りあげた製品をお届けしています。本社以外に大阪と東京に
営業所があり幅広く営業しており、近年は「マルヨダイレクト」通販事業も
展開し「マルヨブランド」として全国に発信しております。
社員が一丸となって頑張っていると実感できる会社です。一人一人、自社に
誇りを持って仕事をし日々努力、常に新しいことへの挑戦という気持ちを大
切に仕事へ取り組んでいます。

社員は 20 代～ 60 代まで幅広く勤務していますが、とても
アットホームな一面もあり楽しく仕事が出来る環境です。福
利厚生面なども整備されており、安心して働くことができる
会社です。

マルヨ食品（株）

■創業・創立／1967年
■資本金／	4,950万円
■売上高／	16億5,600万円（2015年8月期）
	 16億8,000万円（2016年8月期）
	 17億1,000万円（2017年8月期）
■従業員数／100名
■平均年齢／38.0歳
■業態／水産製造業

代表取締役社長

中村	善則さん
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ゆらく

㈱ユラク

湯楽 -Kinosaki	Spa&Gardens- 外観

〒668-0013 豊岡市中陰639  TEL.0796-32-4419

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

豊岡市を中心に観光、宿泊、飲食、小売事業などの接客サービス業を現在
10のブランドで展開しております。
当社の理念は「人」。㈱ユラクで働く社員の皆様が経営の財産であると考え、
目標や夢を持ち職場の中で生き生きと働ける環境づくりを重視しています。
近年は若手社員を毎年採用し、明るく楽しい職場であることで、仕事が充実
し、お客様へ笑顔のサービスを提供できるという考えで日々業務を行ってい
ます。社長も38歳と若く、管理職や社員も20～30代が中心で活躍をしてい
ます。
・社員・仲間の喜びと幸せの追求・お客様の満足と幸福の追求
・会社の安定と持続可能な発展の追求【三位一体の好循環サイクル】持続可

能な企業づくりを目指しています。

お客様の数だけおもてなしがあり、大切な時間のお手伝いが
出来る事が接客の面白さでありやりがいです。技術や専門知
識より「思いやりの心」が大切です。分からない事は先輩社
員が、出来るまで根気よく丁寧に教えます。

（株）ユラク

■創業・創立／1965年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	6億1,300万円（2015年4月期）
	 6億7,900万円（2016年4月期）
	 7億4,000万円（2017年4月期）
■従業員数／105名
■平均年齢／37.0歳
■業態／サービス業

湯楽 -Kinosaki	Spa	&	Gardens-	フロント接客主任

小谷	梨紗さん
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ゆり

㈱由利

イタリア	ミペル	ザ	バッグショーで最高賞受賞のバッグ

〒668-0011 豊岡市上陰164-5  TEL.0796-23-5201

地元高校生へのメッセージ

企業データ

豊岡市

フィールドは、世界へ。
日本最大の鞄産地として知られる兵庫県豊岡市で、有名ブランドのOEMの
みならずオリジナルブランドの企画から製造、販売まで一貫して手掛ける鞄
メーカーです。
「鞄の街・豊岡」で培った経験と実績をもとに、世界中から選りすぐりの素
材を使い、国内工場・海外自社工場から世界のお客様へ、当社の鞄をグロー
バルに展開する事業に力を入れています。

日本一の鞄の産地である豊岡で鞄をつくることに憧れて、私
は滋賀県から来ました。海外でも Made in Japan が注目さ
れている中、鞄づくりで世界に挑戦しています。ぜひ、皆さ
んに地場産業を支えていってほしいです。

（株）由利

■創業・創立／1971年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／204名
■平均年齢／40.0歳
■業態／製造業

製造部	本社工場係　

清水	真里さん
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