
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。

高校生の頃、将来はものづくりに関わる仕事をしたいと思っていました。
進路を決める際、地元にも世界へ向けて製造している企業があると知り、
入社しました。グローバル化が進む時代に、世界に誇れるものがあると
いうのは強みだと思いました。

■設立（創業）／1959年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／47名
■平均年齢／43.5歳
■業態／製造業

谷口 一馬
技術部 技術課

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

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62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／90億2,100万円
　（2021年6月期）
■従業員数／112名
■平均年齢／44.0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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地元高校生へのメッセージ

ふじはつじょう

冨士発條㈱

本社社屋

〒669-5265 朝来市和田山町筒江165-51
TEL.079-674-1600

　創業の事業である金属バネ技術をもとに、
幅広く金型技術・製造設備の自社開発を手掛
け、今日では、携帯電話用小型2次電池部品、
ならびにハイブリッド車・燃料電池車用の大
型電池の部品製造に展開しております。世界

最先端の超精密金型の設計製作をはじめとし
た一貫生産と、不可能を可能にする技術力で、
お客様にソリューションを提供し続けていま
す。

プレス機械のオペレーターを担当しています。お客さまに安心して使っ
ていただけるように、より良いモノづくりができるように、日々努力し
ています。皆さんも一緒にがんばってみませんか！

■設立（創業）／1960年
■資本金／9,500万円
■売上高／107億5,000万円
　（2020年3月期）
■従業員数／577名
■平均年齢／43.1歳
■業態／製造業

山下 真央
製造課（2018年入社）

令和3年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
兵庫県立地支援企業
くるみん認定企業
えるぼし認定企業

企業データ

携帯電話、環境対応車用の電池部品も

公式サイト

冨士発條㈱

朝
来
市
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地元高校生へのメッセージ

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67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。いろんな商品
がありますが、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。
　2017年採用は14名(県外4名)、2018年採
用は5名(県外2名)、2019年採用は8名(県外
5名)、2020年採用は2名が入社しました。
　ものづくりが好きな方、写真を撮るのが好
きな方、広告の仕事に興味がある方は「北星
社リクルート」で検索してください。

■設立（創業）／1955年
■資本金／2,000万円
■売上高／37億3,000万円
　（2020年7月期）
■従業員数／305名
■平均年齢／43.2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

まつもとぐみ

㈱松本組

現場監督躍動中！！ 若さあふれる頼もしい社員一同

〒679-3421 朝来市伊由市場514番地の1
TEL.079-678-0226

　松本組は、建築・土木事業、不動産事業を
展開しており、創業120年以上のものづくり
の伝統を継承しつつ、さらなる技術向上と創
意工夫にチャレンジし続けております。持続
可能な社会発展のため、活力あふれる社会基
盤づくりに使命感をもって取り組んでおりま
す。社員一人ひとりが、“ものづくりへの情熱”

を持ち続け、さらなる発展を目指します。
　また、この建設業界において働き方改革を
加速化させるため、生産性向上の取り組みな
どをいち早く、積極的に取り入れることで、
松本組の新たな強みが数多く創出され、但馬
地方だけでなく県内各地へとより広域に信頼
の輪を広げております。

モノが完成した時の熱い喜びと、施主様から喜んでもらえた時の達成
感！その過程が困難であればさらに大きな喜びになる楽しさ…地図や未
来に残る仕事だからこそ、自分や家族・友人に誇れるものを、そして地
域社会に貢献できるものを一緒に作りませんか！

■設立（創業）／1900年
■資本金／3,000万円
■売上高／9億6,000万円
　（2020年9月期）
■従業員数／28名
■平均年齢／43.0歳
■業態／総合建設業

松本 正寛
専務取締役 

企業データ

建設業界において、いち早く働き方改革を推進

公式サイト

㈱松本組

朝
来
市
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地元高校生へのメッセージ

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42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／7億円
　（2021年4月期）
■従業員数／105名
■平均年齢／37.0歳
■業態／サービス業

伊塚 夕美
湯楽 -Kinosaki Spa & Gardens- ゲストサービス 入社 5 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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地元高校生へのメッセージ

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

　フィールドは、世界へ。
　日本最大の鞄

かばん

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。

■設立（創業）／1971年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／220名
■平均年齢／40.0歳
■業態／製造業

清水 真里
製造部 本社工場係

企業データ

オリジナルブランドで豊岡鞄を世界に発信

公式サイト

㈱由利

豊
岡
市
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地元高校生へのメッセージ

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／24億円
　（2021年1月期）
■従業員数／140名
■平均年齢／42.0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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地元高校生へのメッセージ

よしおかこうぎょう

美岡工業㈱

会社入り口

〒667-1368 美方郡香美町村岡区入江1318
TEL.0796-95-0112

　美岡工業は、金属を加工し自動車やバイク
をはじめ建設機械・ロボット・航空機、時に
はロケットの部品を作っている会社です。会
社設立より50年以上が経ち、今ではほとん

どのお客様が大手メーカーです。そのため特
に品質管理には力を入れており、百分の1ミ
リ、あるいはそれ以上の精度の加工・検査・
管理を行っています。

元々ものづくりが好きだったわけではありませんが、難易度の高い仕事
に工夫しながら取り組んだことで、いま扱っているマシニングセンタと
いう工作機械の楽しさを知りました。

■設立（創業）／1968年
■資本金／4,250万円
■売上高／非公開
■従業員数／85名
■平均年齢／42.0歳
■業態／製造業

塩谷 尚幸
製造部 製造第 2 課 班長

成長期待企業

企業データ

金属を加工し、様々な部品を製造

公式サイト

美岡工業㈱

香
美
町
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地元高校生へのメッセージ

我が社の製品です

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

　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。

■設立（創業）／1972年年
■資本金／1,000万円
■売上高／24億5,200万円
　（2021年2月期）
■従業員数／162名
■平均年齢／42.1歳
■業態／製造業

藤井 海音
製造部

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

入社して4カ月になります。見たことのない機械等に最初は戸惑いまし
たが、先輩方にご指導していただき、日々できることが増えていく喜び
を実感しています。繊細な作業が多く難しいですが、製品ができた時の
達成感は他の職業には無いものだと思います。
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