
地元高校生へのメッセージ

ぜんたんばす

全但バス㈱

特別仕様の観光バス ZB Premium

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

　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
域の皆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
ス事業を展開しています。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
域の皆さま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性の向上、
サービスの提供に努めます。

子どもの頃から旅行に関係する仕事をしたいと思っていました。今は企
画旅行の宣伝媒体の作成や事前準備、旅行の経理業務を中心に仕事をし
ています。いずれはツアーの添乗もしてみたいと思っています。

入社１年目ですが、観光バスの手配や旅行の工程確認などを行っていま
す。旅行業務に携わっていることを実感できます。ときどき失敗もしま
すが、先輩に助けられながら頑張っています。

■設立（創業）／1917年
■資本金／1億円
■売上高／18億2,123万円
　（2021年3月期）
■従業員数／345名
■平均年齢／54.2歳
■業態／旅客運輸業

岡田 凜夏

八上 暢晃

観光事業部旅行事業課

観光事業部貸切事業課

企業データ

バス事業に自動車・生活関連サービス事業も展開

公式サイト

全但バス㈱

養
父
市
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「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

　当社は世界トップレベルの技術を持つ精密
ポンプメーカーで、国内ではトップクラスの
シェアを誇ります。最先端のプロセスから身
近なインフラまで「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」は優れた精度とパ
フォーマンスであらゆるニーズにお応えしま
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。

■設立（創業）／1956年
■資本金／8億9,299万円
■売上高／82億6,900万円
　（2021年3月期）
■従業員数／159名
■平均年齢／39.9歳
■業態／製造業

日下部 琢磨
開発センター

企業データ

国内トップシェアを持つ精密ポンプメーカー

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
公式サイト

㈱タクミナ生産本部／開発センター

朝
来
市

弊社はお客様の困り事・要望を解決・実現していく、お客様のお役立ち
を追求したものづくり企業です。研究開発から製造まで一貫したものづ
くりと、充実した職場環境・サポートでやりがいを持って仕事ができま
す。
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たじまてぃえすけい

但馬ティエスケイ㈱

但馬ティエスケイ株式会社

〒668-0242 豊岡市出石町桐野1150
TEL.0796-52-2339

　自動車等に使用される金属・樹脂・ゴム製
品を独自の技術で製造しています。
　特に金属の冷間鍛造は世界トップクラスの
技術があり、各方面より高い評価をいただい
ております。

■冷間鍛造に関する受賞・認定
顧客より原価改善感謝状、但馬産業大賞受賞、
ひょうごオンリーワン企業認定

地元で好きな仕事をしたいと思い、この会社に就職しました。自分たち
が生産した製品が組み込まれた車が走っているのを見ると、やりがいと
同時に責任も感じます。どんな仕事でも責任のある行動を心掛けてくだ
さい。

■設立（創業）／1973年
■資本金／5,600万円
■売上高／44億6,700万円
　（2020年10月期）
■従業員数／181名
■平均年齢／42.2歳
■業態／製造業

安井 光彦
生産技術課

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業

企業データ

冷間鍛造技術は世界トップクラス

公式サイト

但馬ティエスケイ㈱

豊
岡
市
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〒669-5263 朝来市和田山町久留引84－10
TEL.079-674-2321

　竹田城跡の麓に位置し、原材料であるアル
ミを溶解炉で溶かし成型した素材を、加工を
施し組み立て出荷する一貫生産で、主にガス
器具製品の部品を製造している会社です。ま
た、製品の開発設計、生産設備も自社で製作、
メンテナンスも行い、いろいろな角度からも

のづくりに取り組んでいます。品質と環境
のISOを取得し、環境にやさしい生産活動で
「妥協を許さない品質力」と「進化を止めな
い技術力」で“漏らさない技術”に磨きをか
け、安心してお使いいただけるガス器具部品
を50年間にわたり、供給し続けております。

■設立（創業）／1969年
■資本金／1億円
■売上高／32億3,000万円
　（2020年12月期）
■従業員数／300名
■平均年齢／40.0歳
■業態／製造業

田村 慧
営業購買グループ

企業データ

ガス器具部品をつくり続けて50年

ただすみす

㈱多田スミス
公式サイト

㈱多田スミス

朝
来
市

知らないだけで、地元にも魅力のある企業がたくさんあります。仕事を
通じて地元に貢献しませんか。海も山もあるこの地域で自分の時間も
きっと充実できます。

オリジナルブランド「個なべ」とバーナー部品
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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、そのビジネス
モデルが評価され、2019年には、有名雑誌
での企業ランキングでも上位を獲得し、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。

■設立（創業）／1920年
■資本金／5,000万円
■売上高／60億963万円
　（2021年3月期）
■従業員数／138名
■平均年齢／45.0歳
■業態／建設業

福田 満智
大阪支店

企業データ

誠実で安全に仕事を進めながら、常に新しい挑戦を 

公式サイト

但南建設㈱

朝
来
市

令和3年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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豊岡神美台工場

〒668-0831 豊岡市神美台157-21
TEL.07９6-29-5730

　当社はオーダーメイド専門の金属ばねメー
カーで「こんなばねが欲しいなぁ」というお
客様の要望をもとに、職人が手作りでばねを
作っています。一般のばね屋さんは大量生産
が当たり前なのですが、当社は少量生産に特
化しています。だから、一回の注文で作るば
ねの個数は、平均わずか5個。しかも毎回作

るばねの種類が違うので、毎日が初めて作る
ばねとの出会いです。どうやったら要望通り
のばねが作れるか、日々チャレンジしながら
成長できる職場です。当社が作るばねは、ス
カイツリーのてっぺんやJAXAのロケット、
人工衛星など、高品質と信頼性を求められる
場所にたくさん使われています。

■設立（創業）／1934年
■資本金／9,645万円
■売上高／17億6,200万円
　（2020年12月期）
■従業員数／86名
　（豊岡神美台工場60名）
■平均年齢／35.4歳
■業態／金属製品製造業

谷口 楓雅、彌武 祥正、福島 秀康
プレスフォーミンググループ　　　コイルフォーミンググループ

企業データ

スカイツリーやロケットに使われるばねも

とうかいばねこうぎょう

東海バネ工業㈱
公式サイト

東海バネ工業㈱

豊
岡
市

私たちは、地元の高校出身です。Uターンで東海バネに入社し、現在3年目にな
ります。オーダーメイドのモノづくりのため、技術を習得するのに、時間はか
かりますが、社内には、年齢の近い先輩も多く、自分たちの意見を発言しやす
い風土もあるため、コミュニケーションも取りやすく、働きやすい職場です。
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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

　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」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。
　（ホームページ、ブログ、フェイスブック
もあります。）

私は、入社当時はとても不安でした。仕事の早さも重要ですが、より正
確に間違いなく業務をこなすことが成長できる近道だと思います。一人
ひとりが会社に貢献でき、とてもやりがいがあり楽しく働ける企業です。

■設立（創業）／1957年
■資本金／4,800万円
■売上高／14億5,700万円
　（2021年6月期）
■従業員数／110名
■平均年齢／42.1歳
■業態／金属製品製造業

藤原 咲里
業務課

企業データ

精密ばね専門メーカーとして、地域、世界に貢献

公式サイト

㈱東豊精工

豊
岡
市
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本社全景

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

　「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、醤油の醸造そして自分たちの足元にあ
る食材を活かした商品づくりへと取り組んで
きました。

　「べんりで酢」「なんでもごたれ」「え～だし」
といった万能調味料で、家庭料理のおいしさ、
楽しさ、そして健康をご提案しています。お
客様への食を通したこころとからだの幸せを
社員みんなの喜びとして取り組んでいます。

■設立（創業）／1912年
■資本金／2,500万円
■売上高／19億4,000万円
　（2020年3月期）
■従業員数／90名
■平均年齢／42.9歳
■業態／調味料製造業

博多 奈美恵
製造部

成長期待企業

企業データ

「酢てきな仲間」と但馬ならではの食品をつくる

ときわ

㈱トキワ
公式サイト

㈱トキワ

香
美
町

私たちの作った商品を安心、安全にお届けしています。お客様が笑顔に
なっていただけるよう日々の仕事に努めています。
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なかむらぐみ

合資会社 中村組

「ひと」と「もの」との建設業

〒669-6544 美方郡香美町香住区香住133-1
TEL.0796-36-1006

　私たち中村組は、港湾土木・道路改良・建
築工事など、地域に根差した公共工事を行っ
ています。当社の最大の魅力は誠実さ。求め
られる以上のものを追求することで、お客様、
協力会社、社員の全てが笑顔になれる空間を
創造します。自社でも職人を雇用しているた

めか、良い意味での“職人気質”が息づいて
います。当たり前ですが、見えないところも
決して手を抜きません。また、社員には豊か
な人生を送ってほしいので、有給休暇を取得
しやすい環境を整え、地域社会で活躍する人
や、育児・介護に頑張る人を応援しています。

暮らしに欠かせない「ドデカイものづくり」！
但馬が誇る【豊かな自然と人情】に囲まれながら

【誠実集団！前向き集団！】と一緒にLet's Work!
あなたの人間力もきっと上がります！

■設立（創業）／1924年
■資本金／2,400万円
■売上高／9億4,800万円
　（2021年6月期）
■従業員数／29名
■平均年齢／44.9歳
■業態／総合建設業

従業員一同

企業データ

求められる以上のものを追求する誠実さ

公式サイト

合資会社 中村組

香
美
町

74



地元高校生へのメッセージ

適正な里山整備で野生動物との共存を

〒668-0051 豊岡市九日市上町846-1
TEL.0796-23-5611

　株式会社西村風晃園は「グリーンブレス　
緑と文化を咲かせよう」をテーマに、全てに
感謝し世のため人のため働いて生きていく企
業を理念として、兵庫県内を中心にみどり関
連事業を展開しております。

　コウノトリとの共生に成功しつつある豊岡
市で誕生した企業として、環境関連事業にも
積極的に取り組んでおります。小さな環境世
界都市豊岡から持続可能な社会実現に向け事
業を展開しています。

■設立（創業）／1984年
　（創業1949年）
■資本金／5,000万円
■売上高／8億2,167万円
　（2020年9月期）
■従業員数／28名
■平均年齢／38.5歳
■業態／みどり関連企業

今井 宏典
工事課長

企業データ

持続可能な社会実現に向け事業展開

にしむらふうこうえん

㈱西村風晃園
公式サイト

㈱西村風晃園

豊
岡
市

持続可能な社会実現のため、緑や環境、防災に興味のある方を募集して
います。緑や環境と防災は持続可能な社会実現へのキーワードです。株
式会社西村風晃園で私たちと持続可能な社会実現のために頑張りましょ
う。
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