
地元高校生へのメッセージ

あさのや

㈱朝野家

湯村温泉にそびえ立つお城造りの朝野家

〒669-6821 美方郡新温泉町湯1269番地
TEL.0796-92-1000

　朝野家は、地域社会、業界に貢献する企業
を目指す、旅館を中心とする企業です。湯村
温泉街の中心部に位置し、地上8階・地下3
階建てのお城造りで、華道・茶道・香道の三
道をサービスの基本とするハイグレードな旅
館です。「人と人の絆を大切にし、お客様が

満足して喜び、幸せになるために仕えます」
を経営理念とし、地域とともに発展すべく、
内容の充実を図ってまいりました。
　感動とやすらぎの空間を演出する「お城の
宿」として、さらなる発展を目指します。 

朝野家は、お客様に涙が出るほど感激していただく「感涙経営」を目指
しています。この「感涙」こそが、これからの時代を創る旅館に求めら
れることなのです。「感涙」には上限はありません。それを一緒に追求
してみませんか？

■設立（創業）／1967年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／83名
■平均年齢／40.3歳
■業態／宿泊業

朝野 泰昌
代表取締役

成長期待企業

企業データ

感動とやすらぎの空間を演出する「お城の宿」

公式サイト

㈱朝野家

新
温
泉
町
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地元高校生へのメッセージ

佳泉郷 井づつや 玄関

〒669-6821 美方郡新温泉町湯1535番地
TEL.0796-92-1111

　当社は、鳥取県との県境にある温泉地「湯
村温泉」で旅館を経営しています。創業300
年の歴史と伝統を継承しながら、自家源泉に
よる天然温泉と心温まるおもてなし、旬の食
材を活かした料理でお客様の満足を追求して
きました。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館
100選」に毎年選出され、全国的にも高い評
価をいただいています。

また、社員が働きやすい職場環境を目指し、
温泉・Wi-Fi付社員寮と従業員食堂の整備、
年間休日105日を実現しました。さらなる発
展を目指して、私たちは感情豊かな社員を求
めています。
　お客様の感動と喜びを自分の喜びと感じら
れる方、自然豊かな環境の中で私たちと一緒
にチャレンジしてみませんか。

「せーのっ、いらっしゃいませ」元気で明るい挨拶、これができたら大
丈夫です。はじめは分からないのが当たり前で、大切なのは学びたい、
やってみたいというチャレンジ精神だと思います。一緒に挑戦していき
ましょう。

■設立（創業）／1953年
　（会社設立）
■資本金／3,900万円
■売上高／非公開
■従業員数／141名
■平均年齢／47.4歳
■業態／旅館業

川人 大輝
営業部

成長期待企業

企業データ

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に毎年選出

いづつや （かせんきょう いづつや）

㈱井筒屋（佳泉郷 井づつや）
公式サイト

㈱井筒屋（佳泉郷 井づつや）

新
温
泉
町
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地元高校生へのメッセージ

おーしすまっぷ

㈱オーシスマップ

ミーティング風景

〒667-0003 養父市八鹿町宿南2589-1
TEL.079-663-3680

　『あなたの笑顔が目的地！』をキャッチコ
ピーに厳しい中でも元気よく、目的を持ち、
地域の発展に貢献できる人材づくりを目指し
ております。
　業務においては、測量業および建設コンサ
ルタントとして、あらゆる地形・地物に対す
る計測、デジタル地図作成のほか、近年では

弊社の航空測量技術をベースにUAV（産業
用無人航空機）を活用した事業展開・技術開
発を行うなど、質の高いサービスを効率的か
つ低価格で提供できるよう、日々取り組んで
おります。
　また、［奨学金支援制度］を導入し、若者
の地域定着にも力を入れております。

私は、オーシスマップを知り測量という仕事に興味を持ち、また会社理
念や社内環境にもひかれ志望しました。
測量は公共事業の基礎となるなど、測量士が担う重要性を実感し、とて
もやりがいを感じています。

■設立（創業）／2003年
■資本金／1,000万円
■売上高／6億170万円
　（2020年8月期）
■従業員数／61名
■平均年齢／37.0歳
■業態／専門サービス業

西田 拓美
調査設計課

成長期待企業
平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

産業用無人航空機を活用した事業展開・技術開発も

公式サイト

㈱オーシスマップ

養
父
市
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集合写真

〒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OKK株式会社（東証1部上場1915年
設立）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／11億815万円
　（2021年3月期）
■従業員数／113名
■平均年齢／40.9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

おおとよきこう

大豊機工㈱
公式サイト

大豊機工㈱

豊
岡
市
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かすみつる

香住鶴㈱

平成15年に完成した新社屋と人気の直売店

〒669-6559 美方郡香美町香住区小原600番地の2
TEL.0796-36-0029

　創業1725年（享保10年）、現当主で九代
目になります。但馬の地酒として、地元但馬
はもちろん、京阪神においても人気があり、
兵庫の地酒としての知名度も確固たるものに
なりました。伝統的な酒造り「生

きも と

酛・山廃」

を全ての仕込みに採用するなど、他社に先駆
けた希

まれ

な取り組みや経営方針は注目を集めて
います。
・社是「但馬の誇りたれ」
・経営方針「品質第一」「地域第一」「真心第一」

自分はどんな仕事をしたいのか。何を目指すのか。これらを在学中から
しっかりと考えてください。ご両親や先生方ともじっくり話し自分の適
性を考え夢を持ちながら将来の仕事を探してください。我社はそんな目
的意識のある若者を求めています。

■設立（創業）／1725年
■資本金／9,600万円
■売上高／5億6,868万円
　（2020年9月期）
■従業員数／35名
■平均年齢／48.5歳
■業態／清酒製造業

福本 芳夫
代表取締役

成長期待企業

企業データ

伝統的な酒造りを踏襲した但馬・兵庫の地酒

公式サイト

香住鶴㈱

香
美
町
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パティスリーカフェ カタシマ 養父本店

〒667-0114 養父市小城568
TEL.079-664-2457

　カタシマ株式会社は洋菓子（ケーキ）を製造、
販売している会社です。また、フランス料理のレ
ストランも運営しています。お店は但馬、丹波、
福知山に5店舗あります。
　私たちは技術（接客・製菓・調理）の向上に励
み、お客様から愛される地域一番店をめざし社会
の食文化に貢献していきたいと考えています。
また、ミラノ万博やロンドンでの展示会などへの

参加を通じて地元の食材のすばらしさを、お菓子
や料理を通し海外へアピールしています。
　2015年ミラノ万博へ「メシテラ」出展（豊
岡市産コウノトリ育むお米100％使用のカステ
ラ）、2017年ロンドンSFFFへ「朝倉山椒のタ
プナード」ほか出展（養父市産の朝倉山椒）、
2020年「天滝ゆずのマーマレード」ダルメイン
世界マーマレード金賞受賞！

慣れ親しんだ大好きなケーキをいろいろな方々に知ってもらいたいと思
い入社しました。また、カタシマでは地域の素材を使ったお菓子が発売
されはじめ、今まで知らなかった地域の魅力をお菓子で発信することが
できる会社です。

■設立（創業）／1970年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／59名
■平均年齢／33.8歳
■業態／洋菓子製造販売業

野垣 莉枝
豊岡店・ヴァンドゥーズ

成長期待企業

企業データ

地元の食材をお菓子や料理を通して世界にアピール

かたしま

カタシマ㈱
公式サイト

カタシマ㈱

養
父
市
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地元高校生へのメッセージ

かわしまけんせつ

㈱川嶋建設

若手とベテランが一緒に活躍できる会社です

〒668-8686 豊岡市寿町11番35号
TEL.0796-22-4321

　当社は、創業130年を超える、但馬で最も
古い企業の一つです。しかし、私たちが誇り
に思っているのは、単に130年以上の歴史が
あるというより、長きにわたって但馬という
地域に寄り添いながら会社を発展させてきた
ことにあります。

　土木と建築の総合力で様々なプロジェクト
を手掛けることで、地域の発展とそこで暮ら
す皆さまの安全と安心を守る地域防災の担い
手として今後も活躍してまいりたいと考えて
おります。

高校生の頃の夢は、地元の企業で地図に残る構造物をつくること、その
地域の人々に喜んでもらえたり感謝される物をつくること!!それらをか
なえたいと熱望し入社しました。建設業の醍醐味を地元企業で一緒に味
わってみましょう!!

■設立（創業）／1889年
■資本金／9,800万円
■売上高／60億円
　（2020年9月期）
■従業員数／135名
■平均年齢／47.0歳
■業態／建設業

林田 達也
土木工事部 工事課 所長

成長期待企業

企業データ

土木と建築の総合力で地域の発展と防災を担う

公式サイト

㈱川嶋建設

豊
岡
市
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人が「働く」環境において、様々な分野の改善をサポート!

〒668-0026 豊岡市元町11番21号
TEL.07９6-22-5168

　当社は、90余年にわたり、建築土木資材
全般の提供と施工で、様々な業者さまのお手
伝いをしてまいりました。大きく変わる社会
において、求められてゆくことを意識。社員
一人ひとりが異なったプロとなり連係し、価
値ある「モノ」や「コト」をこれからも提案
し続けます。また、社会インフラとなった「太

陽光発電」の経験と強みを活かした、地域の
エネルギーソリューション企業も目指し、地
元企業さまの職場の、温熱・快適環境づくり
への提案にも注力しています。これからも、
様々な方・組織とのつながりに感謝し、五方
良し（地球・地域・社員・買い手・売り手）
を大切に未来をつくり続けていきます。

■設立（創業）／1952年
　（創業1926年）
■資本金／3,629万円
■売上高／6億9,500万円
　（2020年12月期）
■従業員数／34名
■平均年齢／43.5歳
■業態／商社業

鶴岡 琴音
エネルギーコンサルタント事業部

成長期待企業

企業データ

地域のエネルギーソリューション企業を目指して

きづきしょうかい

㈱キヅキ商会
公式サイト

㈱キヅキ商会

豊
岡
市

地元の方々に恩返しのできる仕事がしたく、地元にこだわって事業を
行っているところに魅力を感じて入社しました。様々な分野の方と関
わっていくなかで、新しい視点や考えを知ることができ、自分自身の成
長にもつながっています。

63



地元高校生へのメッセージ

きょうわ

㈱キョウワ

「住まいのトータルパートナー」として地域に貢献

〒668-0852 豊岡市江本583番地
TEL.0796-23-1180

　弊社は創業以来、木材製品・建築資材・住
宅設備機器等の卸売業、また和田山木材市場
では原木市売業を運営しています。近年、私
たちを取り巻く環境は刻々と変化し、お客様
のライフスタイルも多様化・高度化していま

す。その変化に対応し、長年の経験を活かし、
お客様に満足していただける商品を提供して
まいります。「住まいのトータルパートナー」
として地域社会に貢献し、お客様から愛され
支持いただける会社をめざしています。

入社してからは、分からないことだらけだと思います。仕事をしていく
上で生活の身近な商品を目にすることで様々な物の見方が変わると思い
ます。はじめはわからないの連続だと思いますが、日々一緒に勉強し成
長していきましょう。

■設立（創業）／ 1945年
■資本金／9,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／43名
■平均年齢／45.4歳
■業態／木材・建材卸売業

山本 翔太
加古川支店

企業データ

「住まいのトータルパートナー」として地域社会で愛される会社に

公式サイト

㈱キョウワ

豊
岡
市
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本社社屋（看板・受付）

〒669-5315 豊岡市日高町浅倉27番地
TEL.0796-42-4435

　わたしたちシステムリサーチは「真にユー
ザの立場に立って、使いやすく信頼性のある
システムを提供する」ことを目指し、お客様
との信頼関係をベースに、ＩTの活用でお客
様に貢献することを一番大切にしてまいりま
した。

　また、社員が誇りを持って仕事に取り組む
ことができる環境づくり、お客様とシステム
リサーチを大切にし、心のこもった仕事がで
きる人財があふれている…そんな会社づくり
を大切にしています。

■設立（創業）／1985年
■資本金／6,000万円
■売上高／26億5,316万円
　（2021年3月期）
■従業員数／132名
■平均年齢／39.8歳
■業態／情報処理サービス業

本社の若手社員

企業データ

ユーザの立場で使いやすく信頼性のあるシステムを！！

しすてむりさーち

㈱システムリサーチ
公式サイト

㈱システムリサーチ

豊
岡
市

当社は、「ICTを活用しお客様の課題を解決する」企業です。
お客様は、公共・学校・医療・福祉・企業と様々な分野に広がっていま
す。本社を豊岡市に置き姫路・神戸・福知山・京都に営業拠点を展開し
ています。
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