
地元高校生へのメッセージ

いわさきでんきせいさくしょ

㈱岩崎電機製作所

来たれ、未来を創る人！

〒669-2325 丹波篠山市河原町226-2
TEL.079-554-1211

　私たちは50年以上にわたり、工業用ロボッ
トなどに使われているワイヤーハーネスや、
半導体製造装置の中に組み込まれている精密
電子機器などを、お客様からの委託を受けて
製造しています。私たちの製品は直接皆さま
の目に触れるようなものではありませんが、
携帯電話や自動車、自動運転技術、医療機器

など皆さまに身近なものを世の中に送り出す
製造現場で使われています。
　世界の需要と技術の発展に伴いお客様から
のご要望は非常に高く、私たちはそのご要望
の一歩先を進むべく日々励んでいます。常に
進化を期待されている私たちとともに歩んで
いける人を募集します。

分からないことは先輩がしっかり丁寧に教えてくれるので安心して仕事ができ
ます。私は大学で野球をしていて、その時に感じた「ゾーンに入る」感覚を仕事
中にも感じることがあり、熱中して仕事に取り組んでいます。また、社会的意
義のある半導体関連の仕事をしていることに、とてもやりがいを感じています。

■設立（創業）／1974年
　（創業1970年）
■資本金／9,819万円
■売上高／148億円
　（2022年8月期）
■従業員数／333名
■平均年齢／45.2歳
■業態／電気機械器具製造業

稲山 裕一
精密電子機器事業部 検査課

兵庫県立地支援企業

企業データ

価値ある技術で信頼される「ものづくり」を

公式サイト

㈱岩崎電機製作所

丹
波
篠
山
市
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地元高校生へのメッセージ

丹波市絹山にある倉庫事業所と配送車両です

〒669-3314 丹波市柏原町挙田136番地
TEL.0795-72-3111

　1978年(昭和53年）3月に工場内受託事業
を創業、1982年(昭和57年）10月から運送
事業を始めました。最適な物流システム構築
のため、1998年（平成10年）倉庫業へ事業
を拡大し、その道一筋に励んでいます。

　丹波市内の化学工場の製品を安全でスピー
ディーに、そして環境にもやさしい配送を行
うための物流システムを独自に構築し、丹波
市の企業発展を足元から支えています。

これまで私はさまざまな資格に挑戦してきました。現在資格を生かして大型車
両の整備士として働いています。入社後危険物取扱者の資格を取得し、自社給
油施設の管理も行っています。資格取得に取り組みやすい環境でさらにやりが
いが持てます。いつか皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

■設立（創業）／1978年
■資本金／1,500万円
■売上高／11億8,500万円
　（2021年9月期）
■従業員数／75名
■平均年齢／46.0歳
■業態／運輸業・倉庫業・工場内

受託事業・リサイクル事業

辻 大樹
統括管理部運行管理課

企業データ

最適な物流システムを提案、構築

いわみさーびす

石見サービス㈱
公式サイト

石見サービス㈱

丹
波
市
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地元高校生へのメッセージ

展示会の様子

〒669-3154 丹波市山南町梶425-5
TEL.0795-76-0138

　1948年の創業以来、国内自社生産（日本製）
にこだわり続け、国内をはじめ東南アジアや
ヨーロッパ等の海外にも高品質な釣竿を販売し
ている会社です。
　常に品質向上を目指し、高い成型能力に基づ
いた高品質なブランクをベースに数多くの製品
を多くの人に贈り続け、企画、設計、素材成型、
仕上げまで行える、自社一貫製造ラインを持つ

国内でも数少ない釣り竿メーカーです。
　地域に根差した特殊なモデルや、高い品質に
裏づけされた商品が特徴。初心者から上級者に
も受け入れられ、多くの釣り人に支持されてい
ます。
　フィッシングの醍

だい

醐
ご

味
み

と喜び、また自然のあ
りがたさを感じながら、釣り人の感性にさえも
訴えかけるような製品を提案し続けています。

■設立（創業）／1968年
　（創業1948年）
■資本金／7,330万円
■売上高／7億7,300万円
　（2022年3月期）
■従業員数／30名
■平均年齢／38.0歳
■業態／釣竿製造販売業

萩原 門史朗
開発製造部

企業データ

釣り人の感性に訴えかける釣り竿を

うざきにっしん

㈱宇崎日新
公式サイト

㈱宇崎日新

丹
波
市

入社3年目。私は釣竿を製造する上で必要な部材の手配と工場への振り
分けの仕事に携わっています。釣竿の自社一貫生産ラインを保有する数
少ないメーカーで、提案したロッドを自分たちで製造できる楽しさと達
成感を感じられる仕事です。
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地元高校生へのメッセージ

280余年続く伝統の味（写真：森山雅智氏）

〒669-2323 丹波篠山市立町9番地
TEL.079ｰ552ｰ2369

　‘日本一の黒豆屋’を掲げる当店の「古いも
のを大切にして未来につなげていく」という考
えのもと、世界的芸術家と建築家が率いる「古
いものが新しい」を理念とする新素材研究所に
設計監修を依頼し、2021年4月14日小田垣商
店本店をリニューアルオープンいたしました。
　本店ショップの奥にカフェ「小田垣豆堂」を
併設して黒豆と丹波文化の国内外への発信拠点

として、また建物に芸術的な価値が加わったこ
とにより「庭を見たい」、「空間を体感したい」
などのきっかけで来られた方にも黒豆や丹波篠
山のファンになっていただけるよう、「お取引
先様や従業員又この地域にとって無くてはなら
ない会社であり続けたい」をモットーに地域社
会に貢献できればと日々努力しています。

■設立（創業）／1987年
　（創業1734年）
■資本金／3,800万円
■売上高／非公開
■従業員数／75名
■平均年齢／47.0歳
■業態／豆類卸小売業・種苗業・
　カフェ

小田 葵
本店

企業データ

黒豆の発信の拠点として

おだがきしょうてん

㈱小田垣商店
公式サイト

㈱小田垣商店

丹
波
篠
山
市

生まれ育った地元に残り、地域に貢献したいと考え、丹波篠山市で一番
有名な黒豆に関する仕事ができるこの会社に就職しました。接客以外の
様々な仕事にも取り組み、毎日とても楽しみながら働いています。
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地元高校生へのメッセージ

きくや

キクヤ㈱

キクヤ 葬祭部 ネムール

〒669-2205 丹波篠山市網掛391番地1
TEL.079-594-2535

　丹波篠山市、丹波市にて葬儀ホール『ネムール
の森』の2会館を運営している葬儀会社です。ご
葬儀のお打ち合わせや、当日の式進行、手続き関
係、アフターフォローと葬儀に関わる全ての業務
を行っております。
　葬儀会館の運営以外に、お祝いや内祝い、粗供
養や快気祝いなどあらゆる用途に対応できるギフ
トショップ。丹波の名産である『丹波黒』を使っ

た加工品、その他、栗や小豆、麺類の商品も取り
扱い、全国の百貨店やギフトショップ、専門店に
卸売りをしている法人事業部。楽天やyahooショッ
ピングのショッピングモールに出店して、ギフト
商品を販売しているECサイト事業を展開しており
ます。
　丹波エリアに根付き誠実な姿勢で地域社会に貢
献することをモットーに業務に取り組んでいます。

熱きハートのある方大歓迎です。冠婚葬祭業は人のあたたかみを感じる
ことができる、やりがいのある仕事です。ぜひ、一緒にがんばりましょう。

■設立（創業）／創業1974年
■資本金／1,000万円
■売上高／8億9,000万円
　（2022年5月期）
■従業員数／72名
■平均年齢／44.0歳
■業態／冠婚葬祭業

遠山 雅治
代表取締役

成長期待企業

企業データ

『お客様の満足と喜びの追求』をモットーに地域に密着

公式サイト

キクヤ㈱

丹
波
篠
山
市
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地元高校生へのメッセージ

丹波篠山市にある本社工場全景

〒669-2728 丹波篠山市西阪本461番地
TEL.079-593-1313

　プラスチック事業を通じて弊社に関係する
皆様が幸せになれますよう、「共に生き、共
に栄える」～共存共栄～を企業理念として
日々努力を重ね、今年で創業50年目を迎え
ました。丹波篠山市の本社工場では、食品包
装容器用のポリスチレンシートを製造してお
り、全国のスーパーやコンビニエンスストア
で、食品トレー・弁当容器・電子レンジ調理

食品容器として使用されています。また、新
設した本社西工場では、家電・自動車・住宅
関連部材用のプラスチックプレート（厚板）
を製造しています。
　福井工場とグループ会社の関東共栄（茨城
県）で製造する食品包装用のポリプロピレン
シートは、全国トップクラスのシェアを有し
ています。

■設立（創業）／1973年
■資本金／2億6,475万円
■売上高／109億4,304万円
　（2021年12月期）
■従業員数／204名
■平均年齢／41.7歳
■業態／プラスチック製シート・

プレートの製造業

合田 聖
本社工場ＯＰＳ製造部 副主任

企業データ

スーパーやコンビニで使われるトレー材を生産

きょうえいじゅし

共栄樹脂㈱
公式サイト

共栄樹脂㈱

丹
波
篠
山
市

入社当時は製造部のラインオペレーターとして、先輩から製造機械の取
り扱いやメンテナンスを教えていただきました。今は、製造部の責任者
として製造工程・製品品質の管理や部下の指導を行っています。
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地元高校生へのメッセージ

さいぷれすくらぶ

㈱サイプレスクラブ

ゴルファーにとって最高の環境を提供します

〒669-3622 丹波市氷上町三原60-1
TEL.0795-82-7711

　ザ・サイプレスゴルフクラブは、丹波の大
自然と調和するように欧米の名門ゴルフ場を
思わせる様式と自然の地形を活かしたゴルフ
本来の醍

だい

醐
ご

味
み

を味わえる会員制の極上プライ
ベートコースです。

　2022年には全国2,200程あるゴルフ場の
うち、プレーしてよかったゴルフ場・4位に
選ばれました。有名人も多く全国からご来場
されます。選び抜かれたお客様に記憶に残る
おもてなしをぜひご一緒に。

ゴルフは審判のいないスポーツです。共にプレーする人の素晴らしい人
格、人柄に触れ、教養や躾

しつけ

を身に付けることができ、自身の人格形成や
成長につながっていきます。また、当社は1 ～ 2月に長期休暇（約3週間）
があるため、旅行やウィンタースポーツを楽しむスタッフが多数います。

■設立（創業）／2002年
　（創業1991年）
■資本金／3,000万円
■売上高／5億6,016万円
　（2021年12月期）
■従業員数／108名
■平均年齢／52.9歳
■業態／サービス業

段 康滋
代表取締役社長

企業データ

世界に通用するプライベートコースを目指して

公式サイト

㈱サイプレスクラブ

丹
波
市
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地元高校生へのメッセージ

ささめ針本社外観

〒669-3144 丹波市山南町奥573-1
TEL.0795-77-0212

　当社は1946年の創業以来、釣針・釣り仕
掛けの専門メーカーとして成長を続けてきま
した。オリジナルブランド「SASAME」は
国内外で人気を博し、今ではアジア、欧州、
北米、中南米、アフリカ、オーストラリアと
全大陸に進出。世界中の釣り人が愛してや
まない多彩なアイテムを生み出しています。
SASAMEのほかにも「SHOUT!」「RYUGI」

「JUNGLEGYM」「YAIBA-X」などのブラ
ンドがあります。
　業界には様々なメーカーがありますが、当
社の強みは“遊び心”。玄

くろうと

人をうならせる本
格的な針・仕掛けでありながら、初心者や
ファミリー層にも気軽に手に取っていただけ
るポップなパッケージやネーミングで幅広い
ファンを掴

つか

んでいます。

■設立（創業）／1981年
　（創業1946年）
■資本金／2,400万円
■売上高／22億5,000万円
　（2021年12月期）
■従業員数／39名
■平均年齢／43.8歳
■業態／釣具製造販売業

山部 和輝
営業部 入社 1 年目

企業データ

世界を股にかけて活躍できる！ ものづくりのやりがいも味わえます！

ささめばり

㈱ささめ針
公式サイト

㈱ささめ針

丹
波
市

勉強でも趣味でも遊びでもなんでもいいので何か一つ好きなことを見つけ
てください！そしてアイデンティティを大切にしてください！何より今を
大切にしてください！大人の意見はもちろん大事です。しかし、それがす
べてではありません。打たれることを恐れずにチャレンジしてください。
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地元高校生へのメッセージ

ささやまはむ

篠山ハム㈱

スタッフ一同で丁寧に製造した、バラエティ豊かな商品各種です

〒669-2452 丹波篠山市野中521
TEL.079-590-2200

　自社ブランド「篠山ハム」のハム・ソーセー
ジ・ベーコンなどを企画・製造販売しており
ます。牛・豚・鶏はもちろんのこと、鴨・七
面鳥・ラム・ワニ、さらにはフォアグラ・ト
リュフなど世界各国の珍しい素材で製造した

商品を全国各地のホテルやレストランにてお
使いいただき、高い評価を得ております。
　また、お客様からの依頼に応じた製品

（OEM・委託製造）も手掛けているため、安
定した業績も特長のひとつです。

食に興味があり、調理が好きな若い世代が、アイデア・独創性を活かし
て活躍できる企業です。

■設立（創業）／1978年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／13名
■平均年齢／42.0歳
■業態／食肉製品製造業

森田 晃央
製造部・主任

企業データ

全国各地のホテルやレストランで高い評価

公式サイト

篠山ハム㈱

丹
波
篠
山
市
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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ミリ単位の高精度が求められ
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。やりたいことは失敗
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／5億7,751万円
　（2022年3月期）
■従業員数／100名
　（派遣社員含む）
■平均年齢／40.0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

ユースエール認定企業
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