
地元高校生へのメッセージ

歴史と風格を感じさせる西村屋本館の玄関

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

　西村屋は、江戸時代（安政年間）の創業以
来160年続く老舗温泉旅館。歴史の風格と和
の情緒を漂わせる純日本旅館「西村屋本館」
と、近代的な設備を備えながらも随所に和の
心を配した新しい時代の日本のホテル「西村
屋ホテル招月庭」の2館を運営。また、 2019
年4月には新たにダイニング専門店「さんぽ
う西村屋本店」、2021年11月にはブックカ

フェ「短編喫茶Un」をオープン。昨今では
国内・海外の有力メディア、ご宿泊客様から

「老舗宿 全国一位」「Best Ryokan」などの
栄誉を頂戴しています。
　揺るぎない伝統と、絶え間ない革新を理念
に、「伝統の心」を守りながらも常に「変革」
に取り組んでいます。

人見知りを克服したくて、あえて人と接する機会の多いこの業界に飛び
込みました。先輩も同僚も優しく、とても温かい職場なので安心して続
けてこられました。お客様と共に喜びを味わえるのが一番のやりがいで
す。

■設立（創業）／1951年
　（創業1860年）
■資本金／2,000万円
■売上高／27億1,000万円
　（2021年8月期）
■従業員数／312名
■平均年齢／34.7歳
■業態／旅館業

谷 真由佳
西村屋ホテル招月庭 客室部 客室係

企業データ

江戸時代から160年続く老舗温泉旅館

にしむらや

㈱西村屋
公式サイト

㈱西村屋

豊
岡
市
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地元高校生へのメッセージ

2022年7月より商号変更しました

〒668-0013 豊岡市中陰470番地
TEL.0796-23-1500

　当社は1965年3月に水道メータの設備と
技術をニデックオーケーケー株式会社から継
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

けんさん

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。

入社当初は分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できました。総務は他部署と
の結びつきが強く、幅広い視点で仕事ができるのでやりがいを感じてい
ます。

■設立（創業）／1965年
■資本金／9,400万円
■売上高／14億4,471万円
　（2022年3月期）
■従業員数／106名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

柴 和樹
総務部総務課

平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
ユースエール認定企業

企業データ

日々の研鑽、日々改善をモットーにものづくり

にでっくおおとよきこう

ニデック大豊機工㈱
公式サイト

ニデック大豊機工㈱

豊
岡
市
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地元高校生へのメッセージ

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

　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2,000種類30メーカーのレコード
針を製造しており、95％は世界130カ国に
輸出しています。

中学校の頃からものづくりの仕事に就きたいと思っており、地元でものづくり
の仕事があるか調べた時にレコードの針を作っている会社があると聞き、すご
く興味がありました。西日本で唯一、レコード針の生産をしていることに新しい
発見が得られると思い入社しました。地元企業で一緒に地域貢献をしましょう！

■設立（創業）／1959年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／49名
■平均年齢／42.2歳
■業態／製造業

田中 雅治
第 1 製造課

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
令和元年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞
成長期待企業

企業データ

2,000種類のレコード針を世界130カ国に輸出

公式サイト

日本精機宝石工業㈱

新
温
泉
町
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地元高校生へのメッセージ

全社員がわいわい参加する忘年会の様子

〒669-6192 豊岡市瀬戸1090番地
TEL.0796-28-2500

　ホテル金波楼・城崎マリンワールド・城崎
カンツリークラブ・日和山食品を軸に総合観
光事業を展開する会社です。4つの観光事業
を中心に、但馬・城崎地域の豊かな観光・水
産資源を活用して、高い集客力を誇ります。
景観を生かした魅力ある施設づくりを強みと
し、赤石屋旅館リニューアルなど、新たな挑

戦を続けています。コミュニケーションを大
切にし、忘年会や日帰り遠足など、年10回
以上の行事が盛りだくさんです。
　長年の企業の安定性と信頼性を認められ、
養父市と連携した事業を行うなど、地域活性
化や経済発展に大きく寄与しています。また、
㈱かに道楽は当社のグループ会社です。

お客様のほとんどの方が、何かのイベントや記念日のお祝いとしてい
らっしゃいます。ですからスタッフ全員が『思い切り楽しんでほしい』
という気持ちで接しています。思い出づくりのお手伝いを一緒にしてみ
ませんか？

■設立（創業）／1949年
　（創業1934年）
■資本金／1億円
■売上高／35億円
　（2021年3月期）
■従業員数／253名
■平均年齢／42.0歳
■業態／観光業

小野 麻鈴
城崎マリンワールド 営業部

企業データ

水族館やホテルなど、地域資源を活かした観光事業を展開

ひよりやまかんこう

日和山観光㈱
公式サイト

日和山観光㈱

豊
岡
市
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地元高校生へのメッセージ

自然に囲まれた本社

〒667-0113 養父市薮崎166番地
TEL.079-665-0301

　わが社は、創業以来63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ひとりが一
丸となり、地域社会に貢献できる企業を目指
し、皆さまのご要望にお応えしたいと念願い
たします。

■設立（創業）／1960年
■資本金／8,100万円
■売上高／71億6,517万円
　（2022年6月期）
■従業員数／100名
■平均年齢／44.6歳
■業態／総合建設業

松田 桃子
安全環境部

企業データ

「誠実・熱意と工夫・和の心」で建築土木業を展開

ふくいけんせつ

福井建設㈱
公式サイト

福井建設㈱

養
父
市

建設業界で働くにあたっては、環境や仕事内容を重視していたのですが、
ここなら頑張れそうだと感じました。福井建設では、新しいことへの挑
戦や、地域への恩返しができる環境がそろっていると思います。地元企
業で一緒に頑張りましょう！
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北星社オリジナルキャラ

〒668-0061 豊岡市上佐野1620
TEL.0796-22-4141

　全国8カ所に拠点を持つ総合印刷会社で
す。創業68年で培った情報加工・印刷技術
をベースに、お客様の課題解決や地域貢献に
つながるソリューションサービスの提供に注
力しています。カードゲーム・土産物・文具
の商品開発、アジアへの販路拡大支援、人材
採用支援なども行っています。入社間もない
社員が企画、提案し作り上げた商品も多数あ

ります。2022年3月には登録者数15.7万人
のYouTubeチャンネル「モニロボ」の運営
業務を引き継ぎました。
　採用は2017年が14名、2018年は5名、
2019年は8名、2020年は2名が入社しまし
た。ものづくりが好きな方、広告の仕事に興
味がある方は「北星社リクルート」で検索 !

■設立（創業）／1955年
■資本金／2,000万円
■売上高／34億4,000万円
　（2021年7月期）
■従業員数／296名
■平均年齢／44.5歳
■業態／印刷・広告業

S.N.
三田制作課

企業データ

若手社員の企画も採用

ほくせいしゃ

㈱北星社
公式サイト

㈱北星社

豊
岡
市

自分の道は自分でしか切り開くことができません。会社を調べ訪問でき
る貴重な期間は今だけです。頭でっかちになってしまうのではなく、常
に自分の身の回りのいろんな出来事にアンテナを張って耳を傾けていろ
んな角度から考えてください。
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地元高校生へのメッセージ

まるよしょくひん

マルヨ食品㈱

事務所風景。若手社員が多く活躍してます！

〒669-6544 美方郡香美町香住区香住1234
TEL.0796-36-0215

　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、近年は関連会社「マル

ヨダイレクト」にて通販事業も展開し「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おり、とて
もやりがいのある職場です。

全国に香住のおいしいものをお届けするための窓口として受注業務を
行っています。
お客様から商品のご感想をいただくこともあり、やりがいがあります。
困ったことがあっても気軽に相談できるので仕事のしやすい職場です。

■設立（創業）／1967年
■資本金／4,950万円
■売上高／15億7,500万円
　（2021年8月期）
■従業員数／86名
■平均年齢／40.0歳
■業態／食品製造業

和田 彩花
総務部

企業データ

地元・香住の水産物加工製品を全国へ発信

公式サイト

マルヨ食品㈱

香
美
町
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湯楽-Kinosaki Spa&Gardens-外観

〒668-0013 豊岡市中陰639
TEL.0796-32-4419

　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
く社員の皆さま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44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。

■設立（創業）／1965年
■資本金／1,000万円
■売上高／6億1,500万円
　（2022年4月期）
■従業員数／77名
■平均年齢／33.4歳
■業態／サービス業

宮村 明莉
湯楽 -Kinosaki Spa & Gardens- フロントサービススタッフ 1 年目

成長期待企業

企業データ

接客サービス業を10ブランドで展開する若い会社

ゆらく

㈱ユラク
公式サイト

㈱ユラク

豊
岡
市

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できること
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。分からないことは先輩社員が、できるまで丁寧に教え
てくれるので安心してください。
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事務所は、2018年7月に竣工

〒667-0024 養父市八鹿町朝倉200
TEL.079-662-7111

　当社では創業以来、農業用機械の開発・製
造に取り組んでいます。コンバインカッター・
田植機の側条施肥機・乗用型にんにく植付機・
玉ねぎ収穫機・除雪機など、様々な機械の開
発に成功し量産化されています。敷地内には
8つの工場があり、様々な機械やロボットを
用いて加工や溶接・塗装を行い、最後は組立
工場で製品として組み立てられます。当社の

製造した製品は、ヤンマーの製品として販売
され、全国で活躍しています。主力製品のコ
ンバインカッターはヤンマーのコンバインに
標準装着されています。
　また、高糖度トマトの周年栽培を行ってお
り、「甘えん坊の赤オニくん」の名で、販売
しています。

■設立（創業）／1941年
■資本金／5,500万円
■売上高／27億4,000万円
　（2022年1月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／42.7歳
■業態／農業用機械製造業
　高糖度トマトの栽培・販売

八鹿鉄工社員一同

企業データ

機械開発を通じて日本の農業に貢献

ようかてっこう

八鹿鉄工㈱
公式サイト

八鹿鉄工㈱

養
父
市

八鹿鉄工で製造する機械は、全国の農場で活躍しており、社員一同誇り
を持って働いています。ぜひ一度、工場を見学しに来てください。私た
ちが働く様子や、普段あまり見ることのできない加工機や製品の開発・
製造現場を見ることができます。
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わが社で製造している金型です

〒669-5232 朝来市和田山町寺内394番地
TEL.079-675-2918

　弊社は、主に自動車部品の金型を製造して
います。金型と聞いてもあまりピンとこない
かと思いますが、工業製品でたくさんの同じ
形のモノをいかに効率的に精度良く作るかと
いう場合、金型は欠くことができない存在で
す。最新鋭の加工設備と職人技の融合でつく

りこんだ我々の金型は日本のみならず世界で
工業を支えています。
　10代～ 70代の社員が一丸となって働いて
います。ぜひ一度、工場見学に来ていただき、
職場内の雰囲気を体験してみてください。

■設立（創業）／1972年
■資本金／1,000万円
■売上高／28億9,000万円
　（2022年2月期）
■従業員数／147名
■平均年齢／43.5歳
■業態／製造業

佐藤 快樹
製造部 研磨係

企業データ

金型製造で世界のものづくりを支える

わだやませいき

和田山精機㈱
公式サイト

和田山精機㈱

朝
来
市

入社後４カ月が経ちました。まだまだ分からないことも多く、苦労の連
続ですが、指示通りの製品ができた時の喜びはたまりません。仕事は大
変ですが、できることが日々増えていく喜びを実感できます。
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