
地元高校生へのメッセージ

だいきょうこうぎょう

大協工業㈱

〒669-2726 丹波篠山市黒田字ルの坪549番地
TEL.079-593-1161

　当社は、“ヤマトミシン”というブランド
の特殊工業用ミシンを生産しています。ヤマ
トミシングループでは、マザー工場という重
要なポジションを担っています。
　特殊工業用ミシンは一般家庭用ミシンの
10倍もの高速回転を必要とし、機構部品に

は1,000分の1ミリという高精度が求められ
る精密機械ですが、長年積み上げた高度な技
術とノウハウで高品質ミシンづくりを支えて
います｡ 社員たちはこうしたハイレベルのモ
ノづくりに日々取り組み､ 技術者として醍

だい

醐
ご

味
み

や、やりがいを感じています。

固定観念にとらわれず、のびのびとした社風です。やりたい事は失敗を
恐れず、取り組んでほしいと思います。しっかりフォローいたします。

■設立（創業）／1969年
■資本金／7,705万円
■売上高／2億8,978万円
　（2021年3月期）
■従業員数／69名
■平均年齢／39.0歳（正社員）
■業態／工業用ミシン製造業

松口 秀和
代表取締役社長

企業データ

特殊工業用ミシンのマザー工場を担う

公式サイト

大協工業㈱

丹
波
篠
山
市
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地元高校生へのメッセージ

本社工場

〒669-2224 丹波篠山市味間北864
TEL.079-594-2625

　丹波篠山市の本社工場では、三菱電機株式
会社三田製作所様の協力会社として、環境に
配慮した燃費効率のよい自動車エンジン部品
の製造を中心に行っています。自動車産業品
質マネジメントシステム（IATF16949）の
認証を取得し、三田製作所様と固い連携のも
と、国内および海外の自動車メーカーにも幅
広く供給しています。また、神戸西神地区の

事業所ではノートパソコンの組立、検査請負
業務を行うなど、各方面に活動エリアを展開
しています。
　2022年春には事業拡大のため本社工場隣
接地に新工場竣工、操業を開始します。事業
の成長を通じて地域社会の発展に貢献する夢
のある企業を目指しています。

■設立（創業）／1983年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／210名
■平均年齢／42.0歳
■業態／製造業

福畑 和夫
総務部 総務部長

企業データ

地域に根ざし、夢のある会社に

てくのわーく

㈱テクノワーク
公式サイト

㈱テクノワーク

丹
波
篠
山
市

当社は従業員にとって働きやすい、やりがいのある会社を目指して、人
材育成やワークライフバランスの定着を図る職場環境づくりを積極的に
行っています。ぜひ一緒に頑張りましょう！
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でんてっくす

㈱デンテックス

社員のテレワークとコミュニケーションを図る目的で増築された室内の模様です

〒669-3301 丹波市柏原町南多田143番地の1
TEL.0795-72-3555

　当社は電気設備・電気通信設備・管設備の
工事業とＯＡ機器販売を行っています。営業
範囲は近畿圏内で広域にわたります。「社員
の幸せと好業績を両立させる」をモットーに、
「社員とその家族を一番に大切にする」を第
一目標に掲げ、常に社員の幸せを中心に会社
運営を行っています。また、各自が目標を持
ち、自分自身が評価できる制度もあり、将来

が見据えられる会社です。社員ひとりひとり
に目が行き届くようにとの考えから、当社は
大企業を目指しているわけではありません。
それは小さくても体質の強い会社「強小会社」
であり、「社員の成長とともに成長し続ける
会社」、建設業でありながら「サービス業」
へと変革、そんな会社を目指しています。

私の業務は電気設備、空調設備等の工事を主に行っています。最初は覚
えることがたくさんありますが、仕事をしていくうちに覚えていき自身
のスキルアップにもつながります。電気に興味のある方、スキルアップ
したい方はぜひ。皆様と共に働けることをお待ちしております。

■設立（創業）／1960年
　（創業1945年）
■資本金／3,050万円
■売上高／10億2,778万円
　（2021年5月期）
■従業員数／30名
■平均年齢／43.9歳
■業態／設備工事業

宮丸 脩外
クリーンエナジー事業部

企業データ

「社員の幸せと好業績を両立させる」をモットーに

公式サイト

㈱デンテックス

丹
波
市
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地元高校生へのメッセージ

安全に配慮し、丁寧な仕事をしています

〒669-2702 丹波篠山市本郷670
TEL.079-592-0266

　丹波篠山エリアで家づくりをしておりま
す。新築住宅、リノベーション＆リフォー
ム、神社仏閣、古民家再生、介護リフォーム
などの各事業を「よい仕事をしよう」をモッ
トーに、技術力ではどこにも負けない家づく
り・空間づくりを続けています。弊社では設
計士が直接お話をお伺いし、お客様のご要望
に沿ったデザインや間取りのプランをご提案

し、弊社社員大工と専属大工の技術力で施工
しております。安心・安全に配慮した家づく
りと「家守り」の観点で地域工務店の重要な
役割も担っております。また市内若手工務店
グループの一員として「丹波篠山の家」のブ
ランド化や市外の大学と協力し「古民家再生
プロジェクト」などの取り組みも行っていま
す。

■設立（創業）／1993年
　（創業1947年）
■資本金／3,000万円
■売上高／4億3,237万円
　（2020年9月期）
■従業員数／10名
■平均年齢／37.1歳
■業態／建設業

衣笠 賢佑
大工

企業データ

安心・安全に配慮した家づくり

なかいこうむてん

㈱中井工務店
公式サイト

㈱中井工務店

丹
波
篠
山
市

小学生のころから大工に憧れていて神社仏閣から古民家まで様々な仕事
をしていたこの会社を選びました。楽な仕事ではないけれど、完成した
建物を見たときの達成感とお施主様の笑顔は、この仕事ならではだと思
います。
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なかひょうごしんようきんこ

中兵庫信用金庫

平成19年に三田本部を開設しました

〒669-3693 丹波市氷上町成松226-1
TEL.0795-82-8850

　北は京都府福知山市から南は神戸市まで
13市2郡の営業エリアに、29の店舗と20の
店外ATMを配置しています。兵庫県中部経
済圏に不可欠な金融機関として、また、新し
い文化のメッセンジャーとして、健全経営を

モットーに「地域社会の繁栄と豊かな暮らし
づくり」をお手伝いしております。
　また、金融機能の提供だけでなく、伝統工
芸、文化、スポーツといった面も視野に入れ、
広く地域社会の活性化に取り組んでいます。

当金庫は地域発展や人々の暮らしをお手伝いしている地域に密着した金
融機関です。金融という仕事は人々の暮らしに不可欠な役割を担ってお
り、生まれ育った故郷で社会に貢献したいと思う方にはぴったりの企業
です。

■設立（創業）／1969年
■出資金／11億6,617万円
■預金残高／5,591億円
　（2021年3月期）
■従業員数／343名
■平均年齢／40.1歳
■業態／金融業

森田 博康
人事部 課長

企業データ

「地域社会の繁栄と豊かな暮らしづくり」をお手伝い

公式サイト

中兵庫信用金庫

丹
波
市
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平成30年全国新酒鑑評会 金賞受賞

〒669-4302 丹波市市島町中竹田1171
TEL.0795-86-0331

　日本酒（小鼓）をメインに地元丹波名産の
栗や黒豆を使用した焼酎、リキュール、ブラ
ンデー、その他醸造酒の製造・販売を行って
います。伝統産業である清酒の製造には様々
な発酵技術が使われています。それらの技術
を応用して、新しいモノづくりに取り組んで
おり、スイーツや調味料、健康飲料などのノ
ンアルコール製品など、今までなかった酒蔵

の新しいカタチを提案しています。また、国
内だけでなく海外輸出にも力を入れており、
日本の文化である日本酒を世界に広めていき
たいと考えています。現在では35カ国へ日
本酒等の出荷をしており、これからも、もっ
と多くの国の皆さんに飲んでいただけるよう
取り組みたいと思っています。

■設立（創業）／1849年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／48名
■平均年齢／35.0歳
■業態／製造業

濵木 大輔
製造課

成長期待企業

企業データ

スイーツに健康飲料…、酒蔵の新しいカタチを提案

にしやましゅぞうじょう

㈱西山酒造場
公式サイト

㈱西山酒造場

丹
波
市

私の主な仕事は日本酒を造ることですが、他にも水田稲作、蔵開きイベ
ント企画、クラフトジンの新規商品開発などに挑戦しています。皆様も
色々と挑戦してみて、好きだと感じる仕事を見つけていくのもいいかも
しれません。
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にほんしき

日本紙器㈱

弊社で製作した段ボール製の滑り台、飛行機、ドールハウスです

〒669-4133 丹波市春日町平松81番地
TEL.0795-74-1151

　あらゆる業界で流通する商品を保護し、物
流に用いる段ボール製品を製造しています。
多種多少量受注にも対応できる体制と、客先
ニーズ対応の梱包設計者による省梱包設計提
案で、CO2削減に取り組んでいます。
　コロナ禍の中においても、ネット通販大手
のアマゾンとの取引など多岐・多様なお得意

様のニーズに応えることができます。また、
世の中がSDGsへの対応を求められる中で、
古紙を主原料として再生した紙を利用して段
ボール製品を生産し、使用後は古紙としてリ
サイクルされるという、求められる時代にか
なった製品を生産しています。

私たちは入社して段ボール製品があらゆる物を包装して物流するために世界中
で役に立っている商品であり、リサイクルでも優等生であることを知りました。
SGDsの取組みでも一役担える商品だと思っています。弊社では出る杭は育て
るという人材育成姿勢です。熱意と誠意のある元気な若者を求めています。

■設立（創業）／1960年
■資本金／5,000万円
■売上高／36億911万円
　（2021年6月期）
■従業員数／157名
■平均年齢／50.1歳
■業態／紙製品製造業

藤原 瑠奈
技術開発課

企業データ

段ボール製品を製造

公式サイト

日本紙器㈱

丹
波
市
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会社と社長の写真です

〒669-3144 丹波市山南町奥163
TEL.0795-77-2901

　ハートパックは、食品メーカーさんの商品
をパッケージする会社です。
　食品業界は今、コンビニの棚に代表される
ように新商品が次々と入れ替わり、商品のサ
イクルが短くなっています。ひとつの商品に
かけるコストも激しい競争にさらされていま

す。そんな中、ハートパックではお客様から
お預かりした原料をパッケージするラインを
ご要望に合わせてカスタマイズし、詰め替え、
検査、包装を代行させていただいています。
ハートパックはお客様に機動力とスピード、
アイデアをご提供しています。

■設立（創業）／1987年
■資本金／3,700万円
■売上高／非公開
■従業員数／80名
■平均年齢／38.8歳
■業態／食品包装加工業

根木 楓（入社年数 /4 年目）
製造部

企業データ

食品メーカーの詰め替え、検査、包装を代行

はーとぱっく

ハートパック㈱
公式サイト

ハートパック㈱

丹
波
市

入社当時は、不安もありましたが、年齢層を問わず皆さん仲良くされて
いて、とても安心しました。また、休みの都合も聞いていただけるので
助かっています。
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ひかみかんこう

氷上観光㈲

バス・旅行の受付の様子

〒669-3651 丹波市氷上町氷上339
TEL.0795-82-3973

　当社は、創業昭和51年以来、一般貸切旅
客自動車運送業（貸切バス事業）を営み大型
バス11台、中型バス3台、小型バス3台を保
有し、地域の皆様の「足」として安全安心を
提供してまいりました。2019年には、貸切
バス事業者安全評価認定委員会から最高ラン

クの「3つ星」の認定を受けました。今後も
安全な「バス会社」を目指します。
　また、昭和56年からは保有バスを使用し
た、募集型企画旅行「ときめきツアー」を発
売し地域の皆様に「楽しい旅」を提供してい
ます。

貸切バス事業・旅行事業は、営業業務、受付業務、運行管理業務、添乗
業務、精算業務が主な仕事です。チームワークを大切に安心・安全な旅
行を提供しています。私たちと一緒に「楽しい旅」を演出しませんか？

■設立（創業）／1976年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／28名
■平均年齢／47.0歳
■業態／一般貸切旅客自動車運

送業・一般旅行業

足立 寿宏
本社 業務部 部長

企業データ

地域の「足」として安全安心を提供

公式サイト

氷上観光㈲

丹
波
市
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駐車場も含めた氷上製作所の全景です

〒669-3464 丹波市氷上町石生1767番地の7
TEL.0795-82-3431

　当社は、1963年創業、1991年4月に本社
工場を氷上工業団地に移転し現在にいたりま
す。設計、試作から納品までを行う一貫生産
体制を構築し、お客様のニーズに合わせた
様々な受注形態をとり、高い品質と安定した
OEM製品の供給に努めることをモットーに、

各種電子機器の基板製品、完成組立品の製
造に携わっております。特に「品質最優先」
の経営理念のもとに、全ての部門において、
TQC（Total Quality Contorol）を展開し、
より信頼性の高い製品実現を目指していま
す。

■設立（創業）／2015年
　（創業1963年）
■資本金／2,500万円
■売上高／14億7,696万円
　（2021年3月期）
■従業員数／135名
■平均年齢／42.2歳
■業態／電気機械器具業

依藤 英暢
総務部 部長

企業データ

信頼性の高い製品供給を目指す

ひかみせいさくしょ

㈱氷上製作所
公式サイト

㈱氷上製作所

丹
波
市

社員の大半が丹波市、丹波篠山市在住で、地元に支えられている会社で
す。より働きやすく、働きがいのある職場を常に考えています。高校生
の皆様のご応募をお待ちしております。
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