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奈良県中小企業団体中央会は奈良県の中小企業の協同組合づくりや、その活動を通じて県内の中小企業
の様々な支援を行っております。
特に若い方の就職や、中小企業の人材確保、若手社員の育成・定着等は我が国の雇用問題や企業の経営に
とって重要な課題であります。
本会ではこれらを推進していくため県内外の大学や行政・経済団体等とも連携し、
「あなたとナラ働こ
う」のキャッチフレーズのもとに大学生を中心とした若い方と、県内の中小企業とのマッチング等の取り組
みを実施しています。
私たちの奈良県には魅力に満ちた地場産業がたくさんあります。
その中で今回、大学生が数人でチームを組み学生自らが企業を徹底取材致しました。取材では、学生
が実際に企業で数日間の職場体験実習を行い、
「将来性」などの専門的な質問を含め、企業の社長や幹部の
方々のご協力をいただき、
「働きがい」「職場の雰囲気」を感じることができました。その取材内容を「学生
目線」で魅力や感じたことを掲載させていただきました。また、取材された学生の方々にとってもなかなか
経験できない貴重な体験ができ有意義な取り組みであったと思います。
本情報誌はこのように学生の方々の参画により作成したもので、他には取得できない貴重な情報もあり、
学生や就職活動中の方々にとっても分かりやすいものとなっています。また企業の方々におかれまして
も、自社の強みを再確認し、若い方々の意見も参考にしていただければと存じます。
最後に、本誌を発行するにあたり取材していただいた学生の方々、ご協力いただいた企業、大学並びに関
係各位に厚くお礼申し上げます。
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私達が見つけた業界の魅力

日本全国・世界に信頼される奈良の製薬技術
一番の魅力は歴史が長いことだと思い

いる会社がいくつかありました。昔な

ます。長い歴史の中で現在まで残って

がらの置き薬と言うのは文化的にも貴

いる薬というのは本当に効き目のある

重だと思いますし、天然由来成分も含

薬なのだと思います。また、ドラッグ

まれているので体に無理がなく、根本

ストアに売られている医薬品も作りな

から病気を治せる力を持つという点で

社から信用されているということは、

がら、昔ながらの置き薬を作り続けて

も魅力的な薬だと思いました。他にも

世界の人々から奈良の製薬技術が信頼

製薬会社から受託されて薬の製造を

されていることだとも感じました。

行っている会社もいくつかあります。

奈良では高品質の生薬が今でも生産さ

取材を通して、例えばゴミが入らない

れており、地元でとれた原材料を使っ

ようになど安全対策がとてもきっちり

て薬を作ることもできるということに

されていることから、奈良の製薬会社

魅力を感じました。

は全国の製薬会社から信用されている
のだろうと感じました。日本の薬は海
外でも人気が高いので、全国の製薬会

奈良はずっと

薬の名産地

製 薬

やま と 薬の 歴史
方、お茶という形でも薬は一般に広まっ
た。お寺 で作られ る薬に手 が届かな い

奈良には約60のさまざまな規模の製薬会社がある。作っている薬の形態も散
剤、顆粒剤、カプセル、錠剤、丸剤、ドリンク剤など様々である。また、自社ブラン

一般人は 自分の健 康を自分 自身で維 持
するため、身近な薬草やその他の天然物

ドの商品を製造販売しているところ、大手製薬会社などの商品を委託されて製造
しているところや、置き薬を販売している会社もあり、奈良は昔から薬の名産地

をお茶として利用しようとし、様々な知

となっています。

識・経験が蓄積された。このように利用
された薬草は民間薬と言われる。とにか
く薬の原料を確保するため、奈良では生

長い歴史の中で知り得た技術と豊かな効能
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会社同士の仲が良く、仕事を会社ごとに分担し

れぞれ得意なものが違うのでそれを活かして薬

ているそうです。それができるのはそれぞれの

づくりをしています。また、奈良の製薬にはた

会社が違った強みを持っているからだそうで

くさんの歴史があります。過去の失敗から学ぶ

す。一言に製薬会社と言っても、病院で出され

という言葉もありますし、歴史が長いというこ

るような薬を作る会社もあれば、ドラッグスト

とはそれだけ品質の高いものを作れるというこ

アで買うような薬を作る会社、昔ながらの置き

とだと思います。安全な薬が作れますし、よい

薬を作っている会社もあります。会社によりそ

原材料を見極めることもできると思います。

あなたとナラ働こう2017

奈良は歴 史が古い からその 分薬の歴 史
も古い。まず推古天皇が飛鳥時代に薬狩
りを行ったという記載がある。奈良時代

には、中国からシルクロードを通じて薬
や薬に関する知識が入ってきた。それを

もとにそ れぞれの 寺院で独 自の薬が 作

られ、その薬が効くことで人々の信仰心
を深めさせる働きを持った。東大寺の正
倉院にも当時の薬が納められている。一

奈良女子大学

薬の栽培 が盛んに 行われた。奈良は 十

分な降水、夏期の暑 さと冬期 の寒冷、積
雪の少な さなど地 質的にも 薬草作り に
適してい た。また、江戸時代 に入って、
中国からの苗だけでなく、日本の山の中

で自然に 育ったも のも薬と して使う 試
みが始まり、奈良での薬草の栽培は一層

盛んにな った。そ のように 生薬の生 産
が進むにつれ、奈良では置き薬の販売が

く。富山では藩の保護の下で置き薬が広
まったのに対して、奈良では売薬業者の
個々の地 道な努力で置き薬が広まった。

現在でも 奈良は高 級で良質 な生薬の 産
地として知られ、たくさんの製薬会社が

存在し、置き薬の 文化も残っている。ま
た、奈良時代に作られたという日本最古

の胃腸薬であ
る“陀羅尼 助”
は 、1 2 5 0 年
以上の時を超

えて現在も奈
良県吉野地方

で販売されて

いる。

始まり、次第に薬を作る会社も増えてい

大学院2年 ゲオルゲ・ロディカ・エレナ、4年 丹羽 鈴花、3年 藤田 暁乃、2年 桑原 湧
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原材料にこだわり、
世界中に健康と幸福を提供

お客様のニーズに細かく対応
ビンの力でビビッと元気に

大峰堂薬品工業 株式会社

大和合同製薬 株式会社

大峰堂薬品工業株式会社の強みはこだわ
りぬいた生薬を用いて作る漢方薬です。
「現地」へ行き生薬の「現物」見て「現実」
を知ることに努めています。また手に
取って触り、目でしっかりと見て、味わ
い、その地で香りを嗅ぎ、音を聞き…と、
五感をフル活用しながら常に高品質の生
薬を探し求めています。

〒635-0051
奈良県大和高田市根成柿574
TEL 0745-22-3601(代表)
URL http://www.ominedo.co.jp/
■資 本 金

4,000万円

■従業員数

160人（内パート・アルバイト44人）

■設 立 年

1947年

大和合同製薬さんでは、元気な中高年の方がそ
の健康を維持できるようなドリンク剤や、美容
を気にかける女性向けのドリンク剤を販売し
ています。他にも、昔ながらの置き薬や、天然
由来の民間薬シリーズも販売しています。商品
の種類が豊富なのは、お客様のニーズに細かく
こたえるためだそうです。また、ここの工場で
は、取り付けられているタンクの関係で、市場
の流通量が少ない商品も作ることができ、多様
なニーズに対応できます。

INFORMATION
〒634-0826
奈良県橿原市川西町632-1
TEL 0744-27-3325
URL http://yamatogodo.com
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

30人

■設 立 年

昭和18年10月

伝統を守り続けて700年
～変わらず誠実な薬作り～

社員を人を地域を 大切に
安全なお薬を届けます

株式会社 三光丸

佐藤薬品工業 株式会社

「三光丸」と名付けたのは後醍醐天皇で
ある、というエピソードから分かるよう
に、非常に歴史のある薬を製造していま
す。この三光丸は、4つの生薬と薬用炭
から作られており、今も昔も変わらず体
にやさしく非常に飲みやすいと、老若男
女問わず様々な年代の人に愛されている
商品です。

INFORMATION
〒639-2245
奈良県御所市今住700-1
TEL 0745-67-0003
URL http://www.sankogan.co.jp/
■資 本 金

4,800万円

■従業員数

110人

■設 立 年

昭和22年2月

奈良県橿原市の佐藤薬品スタジアムでおなじ
みの、佐藤薬品工業。実際に訪問してみて一番
印象的だったのは、社員を大事にされている会
社だということでした。経済と道徳のどちら
かではなくどちらも大事というようなはっき
りした理念のもと、社員の幸せのために会社を
経営されています。また、社是に“幸福な社員
の集団化を図りもって社会の善導に努める”と
あるように地域や社会にも活発に貢献されて
います。

INFORMATION
〒634-8567
奈良県橿原市観音寺町9-2
TEL 0744-28-0021
URL http://www.sato-yakuhin.co.jp/
■資 本 金

3億円

■従業員数

509人

■設 立 年

1951年4月30日

三光丸クスリ

企画から製造、アフターサービスまで。
すべてはお客様の安心、安全、満足のために

株式会社三光丸

至誠堂製薬 株式会社

ました。試食した生薬は、センブリ・

じるという感覚が面白かったです。オ

ケイヒ・オウバク・カンゾウの4つで

ウバクは、苦みが結構あり、主に腸の

す。まず、噛めば噛むほどどんどん苦

炎症に効果があるそうです。最後に食

みが出てきたセンブリは、主に胃の炎

べたのはカンゾウで、別名で“甘草”と

症に効果があるそうです。次にシナモ

呼ばれており、薬に甘みをつけて飲み

ンでおなじみのケイヒを食べてみる

やすくする効果があるそうです。実際

と、甘みもありましたが少し香辛料の

に食べてみると、優しい甘みが口の中

ような舌がピリピリする感じもしまし

に広がりおいしかったです。今回実際

た。胃をすーっとさせる効果があるそ

に試食してみて、“良薬口に苦し”とい

うです。次に食べたのはオウバクで、

う言葉を思い出し、とても体に効きそ

オウバクは木の皮なので、木の皮をか

うだと感じました。

至誠堂製薬株式会社という社名には「至
誠の心で尽くす」という気持ちが込めら
れています。いつの時代も人々は常に健
康でありたいと願っており、この気持ち
にこたえるため、徹底した衛生管理やア
フターサービスを行いながら、医薬品か
ら健康食品にいたるまで多種多様な商品
を作っています。

6

INFORMATION
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のクスリ資料館
で、く す り に 使

われている生薬を試食させていただき

オウバク

INFORMATION

センブリ

〒639-2241
奈良県御所市茅原220-1
TEL 0745-62-5555
URL http://www.shiseido-ph.co.jp/
■資 本 金

5,000万円

■従業員数

60人（内パート15人）

■設 立 年

1959年5月

資料館

ケイヒ

カンゾウ

あなたとナラ働こう2017

7

私達が見つけた業界の魅力

多様な形を実現できるプラスチック素材

デザインを形に

プラスチック

私 た ち の グ ル ー プ は、9/5（ 月 ）と

まれて生活をしていますが、それらが

9/28（水）の2日間に渡って、株式会

どのような工程を経て、私たちの手元

社フクモト、梅本樹脂工業株式会社、

に届いているのかについて想像をした

池木プラスチック株式会社、広陵化学

ことがありませんでした。プラスチッ

工業株式会社、株式会社ワカクサの5

クとは、ギリシャ語の「plastikos（塑

おける技術者の工夫、また、ものづく

社のインタビュー取材に参加をしまし

像の）」に由来しており、
「可塑性物質」

りには、チームワークが最も重要であ

た。私たちは、プラスチック製品に囲

という意味を持っています。可塑性と

ることを学ぶことができました。プ

は、力を加えると変形し、その力を除

ラスチック業界の魅力とは、お客様の

いても形状が保たれる性質のことであ

ニーズに合わせて、多様な製品を創る

り、多様な形を実現できる大変魅力の

ことができることです。薄く複雑な形

ある素材です。

であっても、それを実現させる長年の

今回、実際に製造工程を見させていた

技術とノウハウが詰まっています。ま

だいたこと、社長様や社員の皆様方に

た、現在では、まさに、私たちの生活を

インタビュー取材を実施することで、

支える軸として、プラスチック業界は

プラスチック業界の現状、製造工程に

今後も発展していくと言えます。

奈良県におけるプラスチック業界の歩み

奈良県におけるプラスチック製品の製造事業数は、全国において第14位です。

奈良県におけるプラスチック業界の歩

現在、本業界の従業員総数は6,741人、県内全事業所（69,846人）の9.7％とな

みは、昭和初期のボタン製造から始ま

り、業種別では第2位となっています。製造品出荷額は、1,536億円で県内全事

りました。その後、文具や洗 面器具と

業所（2兆4,315億円）の6.3％であり、業種別では第5位となっています。

いったものが製造され、戦後はプラス
チック業として事業の拡大が行われま

した。プラスチック製品の製造事業数
は、全国にお いて第14位です。現在、
従業員総数は、6741人であり、県内全
事業所（69,846人）の9.7％であり、業

造品出荷 額は、1,536億 円で県内 全事
業所（2兆4,315億円）の6.3％であり、
業種別では第5位となっています。

種別では第2位に位置しています。製

直接イン

いて取材しました。奈良県は、ものづくりが盛

する力」を「つくる」企業になること、成長し続

んに行われており、その中でもプラスチック業

けることを目指す必要があります。プラスチッ

界は大きな位置を占めます。奈良県下における

ク製品の魅力は、可塑性を持つ素材を取り扱っ

プラスチック業界の事業規模は、業種別従業員

ているため、高付加価値製品が創出できること

総数では第2位、業種別製品出荷額は第5位と

です。経営が苦しい時代にあっても、新しいア

なっています。しかし、後継者問題もあり、10

イデアを出し、挑戦し続けられるところに本業

年後に生き残っている企業は現在の半分になっ

界の魅力があります。

あなたとナラ働こう2017

▲

が何を望んでいるのかを考え、付加価値を創出

株式会社ワカクサ
営業部部長 安本 昌広

奈良学園大学

県内事業所
2,658社

12.3％
業種別2位

▲

ていると考えられています。そのため、
「顧客

昌広様に、プラスチック業界の現状と魅力につ

プラスチック製品製造業
328社

プラスチック製品製造業従業員数

8

私達は、株式会社ワカクサの営業部部長、安本

プラスチック製品製造業事業所数

本気で、ものづくりを楽しめる時代に

タビュー
しました
!!

プラスチック製品製造業
6,741人

9.7％
業種別2位

県内従業員
69,846人

1回生 杉澤 良介、杉本 樹、杉田 奈津希、楠元 隼人、江濱 翔太

あなたとナラ働こう2017
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徹底した品質管理
～お客様の想いをカタチにする会社～

プラスチックの可能性は無限大
～イノベーションを起こし続ける企業へ～

株式会社 フクモト

広陵化学工業 株式会社

化粧品・トイレタリー・日用品・医薬品・
食品用の容器やキャップの製造をはじめ
として、多層成形機による化粧品容器や
薬品容器などを生産しています。
現在では、日本国内における事業展開だ
けでなく、世界に向けたグローバル企業
として活躍するために、5年前から外国
人技術者の受け入れを行っています。

食品容器と臨床用器材の分野において、

INFORMATION

最高品質の商品を提供することを目標と

〒633-2424
奈良県吉野郡東吉野村中黒1130
TEL 0746-42-0298
URL http://www.s-fukumoto.co.jp
■資 本 金

3,000万円

■従業員数

49人

■設 立 年

1985年

して事業を展開しています。プラスチッ
ク製品の受託型メーカーから、自らの商
品企画力やプロデュース力で新しい価値
を生み出す価値創造型メーカーへとビジ
ネスモデルを転換し、奈良県を代表する
優良企業になることが目標です。

〒635-0816
奈良県北葛城郡広陵町中167
TEL 0745-57-0011
URL http://koryo-kagaku.co.jp
■資 本 金

9,000万円

■従業員数

100人（直接雇用）

■設 立 年

1969年

4 つの強みを活かしたプラスチック成型
～あきらめない心を持ち続ける～

小さな部品から大型製品の製造まで
～社員の意見を大切に・出会いに感謝～

梅本樹脂工業 株式会社

株式会社 ワカクサ

照明器具や工業用部品、エアコンの部
品、机の下のキャップなどの一般雑貨ま
で製造をしています。国内製作だけでな
く、海外製作においても、修理・メンテナ
ンス等のアフターフォローを実施してい
ます。常に品質向上を考え、当社からよ
り良い製品の提案をし続けることを意識
して、仕事に取り組んでいます。

業務用エアコン部品、家庭用大型冷凍冷

INFORMATION

蔵庫部品、土木・建築部材、自動車部品を

〒635-0051
奈良県大和高田市根成柿195
TEL 0745-23-1578
URL http://umemotojyushi.com/
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

36人

■設 立 年

1970年

製造しています。社員の意見を知るため
に、
「チャレンジシート」というアンケー
ト用紙を作成し、会社に対する思いや製
品への提案などを共有し、より良いもの
づくりを目指しています。

時代はIoT(Internet of Things)へ
～スムーズな連携こそ、より良いものを生み出せる～

プラスチック製品の製造工程

池木プラスチック 株式会社
工業用部品や自動車関連部品、プラスチックケース、介護用品を製造していま
す。「テクノロジー」・「スピード」
・「ハイクオリティ」を掲げ、お客様のニーズ
に沿った提案業務から、金型仕様の決定までの一連の課題について、営業・開
発・設計の強力なチームワークを用いて業務に取り組んでいます。
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INFORMATION
〒636-0307
奈良県磯城郡田原本町富本165-5
TEL 0744-32-1022
URL http://wwww.ikegipla.co.jp
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

60人（派遣含む）

■設 立 年

1981年

で形成
熱可塑性樹脂の製造工程で、①熱
とる、
形を
素材を柔らかくする、②金型で
4工
③冷却し、固める、④取り出すという
シリ
程が あり ます。射 出成 形で は、加熱
し、
射出
型へ
を金
ンダーで 溶か した 材料
圧力をかけた
後、冷 却し て
固めて製品を
作ります。

INFORMATION
〒639-2154
奈良県葛城市兵家227
TEL 0745-48-2177
URL http://www4.kcn.ne.jp
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

32人

■設 立 年

1988年

ここにも そこにも
プラスチック
そもそも、プラスチックとは？
私たちが、日頃から 何気なく 使用して
いる「プラス チック」とは、何でしょ う
か。プラ スチック と は、ギリシャ 語 の
「plastikos（塑像の ）」に由来し ており、
「可塑性物質」という意味を持っています。可塑性とは、力を加え
る
と変形し、その力を除いても形状が保たれる性質のことです。
【形成と加工の違いとは？】
形成・・・金型を用いて、素材を一定の形に作ること。
加工・・・材料や素材に手を加えて新しい物を作ること。

あなたとナラ働こう2017
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私達が見つけた業界の魅力

様々な角度から究極のサービスができる
旅館・ホテル業界の魅力の1つは、お

する業務は、他にもたくさんあるが、

客様に感謝の言葉を言ってもらえる

お客様一人一人の要望などに対応し、

ことだと思った。それは、この業界で

個人らしさのある、個人それぞれのや

は、お客様に対しての接客業務が一般

り方で、極上のサービスをして、
「あり

的となり、宿泊などに来てもらった方

がとう」と言ってもらえるのは、旅館・

に喜んでもらえる機会をつくること

ホテル業界だけであると思った。また

伝えることができ、また海外からの宿

ができると思ったからである。接客を

一生の思い出となる結婚式といった、

泊に来られたお客様がいた場合には、

とても華やかで、幸せなひと時を過ご

日本の文化を感じてもらうため、さら

してもらうためのお手伝いをしたり、

に、そこの土地のことや、良さや、歴史

共にお祝いをしたりできるのも、この

などを知ってもらえるきっかけをつ

業界の魅力である。さらに宿泊による

くることができるのも、この業界の魅

サービスだけでなく、品質の良い商品

力であると感じた。それぞれの企業に

や美味しい料理の提供をしたりなど、

似合った、独自のサービスができるの

その日、一日の幸せを与えてあげるこ

は素晴らしい魅力のある業界だと感

とができるのも、魅力の1つだと思う。

じた。

そして、その他には、観光地の魅力を

ようこそ、

観光業は究極の「人によるサービス業」
。それは、旅館もホテルも同じである。

お帰りなさい！

旅館・ホテル

くつ ろげ る我 が家 のよ うに
な事柄があげられる。この業界で働く
人々は、これらのような事柄やお客様

お客様が館内の施設を利用する時は、
「特別な時間を過ごすため」の場合が多い。

からの要望を聞き入れるため、日々工

そのため、経営者は、求められているものは何か、何が提供できるかを明確にし
なければならない。また衛生面、安全面を含めて宿泊客の言葉を受ける体制を

夫をしている。

整えておくべきである。その宿泊業の主な業務内容は多岐にわたり、フロント

奈良は世 界遺産や 有名な建 物が多く、

自然も豊かなため外国人を含めた観光
客が多い。そのた め、様々なサ ービス

の接客業務、厨房、清掃、設備管理の他本社などの組織管理部門などである。

お客様の笑顔が私たちの喜び
旅館・ホテル業は、サービス業の頂点であると

いうものを感じることができるのだという。

いう。毎日ひたすら同じことを繰り返すのでは

また、社会の一員として求められていると実感

なく、常に改善点を探し、常に向上心を持つこ

することができて自信にも繋がり、それから自

とこそが、
「働く」という意味である。その中で、

分自身の喜びへと変わって成長できる。これが

お客様の要望に少しでも応えられるように日々

旅館・ホテル業界の最も大きい魅力といえる。

努力し、喜んでもらえた時が、最もやりがいと

12

あなたとナラ働こう2017

お客様がホテル・旅館業界に対して一

番求めることは、ゆっくりとくつろぐ

ことがで きる空間 だという ことであ
る。旅をして疲れ切った体を休めるこ

とができるベッド、リラックス感を醸

し出す雰囲気の部屋、安心して滞在で

きる気配りのできた従業員など、様々

大阪樟蔭女子大学

え、古くからの伝統を守りつつも新し

いものも取り入れている。観光客が目
的に応じて選ぶことができ、必要であ

れば企業 同士が協 力すると いうこと
も他にはないことだろう。

を企業ごとに考え工夫をしている。立
地にもこだわりを持ち部屋からは観光

地が眺められたり、ゆったりとした印
象が持てる。歩いて疲れた体を癒しな

がらも、まだ素敵な景色が見られると
いうのは奈良だけであろう。洋式の部

屋だけでなく、和式の部屋もあること
から日本の文化も忘れていない。利用

してくださるお客様のことを第一に考

2年 安部 実佐子、立川 知佳、3年 米虫 沙紀

あなたとナラ働こう2017
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お客様と、家族のようなひとときを

奈良を満喫、観光終わりは よしだやへ

株式会社 奈良ロイヤルホテル

さるさわ池 よしだや

宴会場をその場に応じて壁を移動して、広く
対応できるように工夫されており、チャペル
の横の庭では、フラワーシャワーが行われる。
奈良の平城宮跡から最も近いホテルであり、
部屋の向きにもこだわりがあるという。外向
きの部屋では平城宮跡を眺めることができ、
内向きの部屋では美しい中庭の植物を堪能す
ることができる。
また、出入口からロビーを見渡すと、ロビー
の天井に大きく一面に鏡が張られている。こ
れはロビーをいかに広く、また大きく見せる
ことができるかという工夫がある。

INFORMATION
〒630-8001
奈良県奈良市法華寺町254-1
TEL 0742-34-1131
URL http://www.nara-royal.co.jp
■資 本 金

995万円

■従業員数

社員60人、パート・アルバイト190人

■設 立 年

2005年10月1日

よしだやの多様な魅力
猿沢池のほとりという古都・奈良を代表す
る風景が見られ、興福寺等の観光地にも近く
非常に便利。客室は和と洋が結合した部屋
や、少し造りが違う部屋等、独自の客室であ
るよしだやは、宿泊客の方にフロントでゆず
茶を出して迎えたり、宿泊客のリストを書い
ている。
旅館の従業員の方にとって、旅館での仕事は
「人に喜んでもらえる事が良い事」、また、お
客さんとの関わりが少ない中でも、何かで喜
んでもらえる事が嬉しく、この仕事の良い所
だそうだ。

INFORMATION
〒630-8301
奈良県奈良市高畑町246
TEL 0742-23-2225
URL http://www.nara-yoshidaya.co.jp/
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

43人

■設 立 年

1868年（明治元年）

ホテルと旅館

心癒す、奈良時間
ホテ ル その ①

ホテルアジール・奈良
経営者は女性であり、ホテルアジール奈良の
「アジール」とは、ギリシャ語で「癒し」という
意味である。ロビーには暖炉・囲炉裏があり、
和と洋が織りなす安らぎの空間であり、入っ
てきた瞬間から木の温もりを感じられる印象
であった。お客様の層は、主に若者よりもお
年寄りの女性の方を中心に大変大きな人気を
集めている。また、食事の際に敷かれている
ランチョンマットは手書きのものを印刷して
いて、その都度季節に合わせて食事と一緒に
楽しめる。利用客は、宿泊よりも主にランチ
をされる方が多く、ランチョンマットに温も
りが表われている。

INFORMATION
〒630-8247
奈良県奈良市油阪町1-58
TEL 0742-22-2577
URL http://worldheritage.co.jp/asyl/
■資 本 金

1億円

■従業員数

199人

■設 立 年

2000年6月5日

などのレ
ホテルでは、宿泊だけでなくランチ
レストラ
ストランも一般公開している。その
食をはじめ
ンは各企業で様々だが、和食や洋
もある。
ころ
ると
てい
とし中国料理も展開し
地元
で、
るの
でき
宿泊目的だけに限らず利用
の人でも入りやすくなっている。

旅館 その ①
旅館では、ホテル程大きくはないので一度に
受け入れ
られる人数が限られてくる。そのため、どの時
期にど
のよう なお客 様を受 け入れ るかを 考える ことが
長く
続ける 方法で ある。様々な タイプ のお客 様を受
け入
れても、おもてなしの気持ちは忘れず臨機応変に
対応

する。

ホテ ル その ②
多くのホテルの宴会場は結婚式の披露宴など

にも使われるが、一般の団体にも貸し出しを
おこなってい る。そ のため、イベントがな く

奈良でしか出来ない旅亭

それほど宿泊のお客様がいなくても生計を立
てられ るよう にして いる。また、一部の 部屋

部屋数は 少ないが 各部屋の 造りが違 うため何 度訪
れても違 った雰囲 気を感じ ることが できる。和室

様の利用にも対応し、旅行会社にも協力して

うだ。他には、掘りごたつを設置しており日本の文
化・伝統を受け継いでいる。

を旅行会社に貸し、ホテルの宿泊を旅行会社
のツアーに入れることによって、団体のお客

四季亭

旅館 その②

いる。

であって もベッド が置いて あったり する。そ れは、
ベッドの方がくつろいでもらえると考えたからだそ

四季亭の館内には“奈良のもの”をほぼ使用し
ており、様々な方の書が飾られている。部屋
は全部で9つあり、各部屋の間取りが異なる
ため何度訪れても違った雰囲気を楽しむこと
ができる。四季亭には、Welcome teaとして
1番初めに通ってもらう奈良市で唯一のお茶
室がある。従業員は調理場が男性、接客など
のサービス業は現在、女性で構成されている。
平均年齢は24歳ぐらいで、これは若い人の笑
顔が効果的だと考えるからである。素敵な笑
顔と創意工夫された9つの部屋が一番の魅力
である。
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INFORMATION
〒630-8301
奈良県奈良市高畑町1163
TEL 0742-22-5531
URL http://www.shikitei.co.jp/
■資 本 金

3,000万円

■従業員数

25人

■設 立 年

1899年（明治32年）

あなたとナラ働こう2017
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私達が見つけた業界の魅力

顧客サービスから自己スキルアップへ

修理を行う業種です。そういった工程を通じて、私たちは社会の安全確保や地

サービス提供は欠かせません。たとえ

様への向き合い方が熱心であることで

ば、お客様のニーズに的確に応えるた

す。自動車整備業の仕事は、車検や整

め、顧客情報を全社で共有するという

備をした時点で終了なのではなく、そ

工夫をしています。また、従業員の作

こからさらにお客様との関係を深めて

業予定を一括管理するシステムを用い

できます。訪問先の企業では、国家試

いきます。お客様と長期間及び良質な

ることで、可能な限りお客様をお待た

験の資格だけでなく、企業内での資格

関係を維持していくために徹底した

せすることなく、より多くの仕事を効

制度を設けることによって、従業員の

率よくこなせるようにしています。

モチベーションを高めることやスキル

人々の笑顔を守る

自動車整備業とは、人々が滞りなく自動車を利用できるように適切な点検及び

自動車のお医者さん

自動車整備

私たちが発見した魅力は、第一にお客

さらに、地域との交流が多い点も魅力の

魅力といえるでしょう。従業員は仕事

一つであると思います。たとえば、奈良

をしていく上で、変化し続ける自動車

マラソンのメインスポンサー、寺社仏閣

の最新技術に触れることができます。

への支援、植樹、従業員総出で地域住民

さらに、経験を重ねれば重ねるだけ、

と川の清掃をするなど様々な活動をさ

自己の技術を向上させることにも繋が

れています。地域への貢献を忘れずに

り、そこで身に付けた知識と技術は整

奈良の社会を少しでも良くしたいとい

備業界内の様々な場所で活かすことが

う気持ちが伝わってきました。

は大きくかけ離れているのです。
整備士はお客様の目の前で整備結果の

説明をする機会があり、常に清潔な格
好でいることを心掛けています。むし

柱の一つといえるでしょう。

ろ、作業着が汚れてしまうことは整備
士にとっ て技術的 に未熟な 証であり、

一瞬の出会いを一生の付き合いへ
自動車整備業界が他の業界と違うところは、お

15年以上お付き合いさせていただいている従

客様との関係が非常に長いことです。普通の

業員もいます。そのお客様とはプライベートで

サービス業や小売業では、お客様に商品を買っ

釣りに行くこともあり、一般の従業員とお客様

てもらうまでが勝負どころですが、自動車整備

の関係よりはるかに深い信頼関係を結べている

業はその逆で、自動車を購入した後の車検や整

と実感しています。

備など、お客様のカーライフを支えるのが最も

自動車整備業というと、お客様との関係は薄い

重要な仕事になります。自動車は一度購入すれ

と思われがちですが、実際にはお客様との距離

ば何年も使い続けるものなので、お客様とのお

が近く、長いお付き合いになることも多いサー

付き合いも長くなるのです。中にはお客様と

ビス業と言えます。

あなたとナラ働こう2017

アップに力を注いでいました。

を感じられる仕事であるということも

自動 車整 備士 って 実は …

球環境の保全を推進していきます。自動車整備業はいわば、地域社会を支える
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また、従業員にとって大きなやりがい

自動車整備士といえば、みなさんはど
のような人たちをイメージしますか？

おそらく、テレビドラマに登場するよ
うな自動車の下に入る姿、あるいは油

まみれになりながら黙々と作業をこな

している姿などが頭に思い浮かぶので
はないか と思いま す。しか し、実際の
整備士の在り方はそうしたイメージと

奈良県立大学

他の従業員の方から注意を受ける対象
となりま す。また、自動車整 備業とい
えば男性の方が従事しているといった

種となり つつある といえる でしょう。
さらに、資格や検 定制度と いった、日
常業務以 外にも「目標と なるもの 」を

設定する企業も多く存在し、自動車整
備士はやりがいを感じられる業種でも
あります。マイナスなイメージをもた
れることも多い自 動車整備 士ですが、
実際には大変魅力的な業種なのです。

イメージが強いかもしれません。しか
し、実際の現場では女性の整備士たち
も多く活 躍してい るのです。近年、力

の弱い女性であっても作業を行いやす
いように、工具の改良をはじめとして
整備環境が大幅に改善されました。い

まや、自動車整備士は男女の垣根を取
り払った、みなが平等に活躍できる業

2年 岡田 里実、十島 侑仁香、1年 福田 康人、中川 勇太

あなたとナラ働こう2017
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50 年前の車をよみがえらせる
確かな技術力

“はた楽”の精神で
究極のおもてなしを

奈良トヨタ自動車 株式会社

株式会社 ファーストグループ
私たちが掲げている理念は「はた楽」（身の回りの人に楽になってもらう）とい
うものです。お客様のために、精一杯のおもてなしをすることで、私たち自身
がより一層成長するということをモットーとしています。
近年は、サービス業についてより実践的な知識を身に付けるために、飲食事業部
を立ち上げました。このように固定観念にとらわれない豊かな発想力を持ち、
新規事業開発に力を入れることで、新しい自動車整備業を作り上げようと切磋
琢磨しています。地域貢献を第一に考え、さらに学生との関係構築を目指して、
学生が多く通る天理商店街に本社を構えました。会社をさらに飛躍させるため
に、お客様と社員が互いに笑顔でいられるような環境づくりを徹底しています。
我が社では命を燃やす「赤」をイメージカラーとしており、様々な可能性への挑
戦、登るべき山を見つける、つまりは目指す目標を明確にする、といった思いを
ロゴに込めています。年商100億円という目標を掲げ、人口増加エリアへ新店
舗を拡大し続けており、現在、我が社は未来への希望であふれています。
自動車販売は売って終わりではなく、売った後も点検や整備などでお客様との
関係が続いていく長期の仕事です。そのため、人とのつながりを第一に考える
必要があります。お客様が帰られるときは、
「今後もよろしくお願いします」と
いう言葉をかけることを大切にしています。

INFORMATION
〒632-0016
奈良県天理市川原城町313番地1
TEL 0743-63-0178
URL http://www.fstg.jp/
■従業員数

200人

■設 立 年

昭和35年

車を“得る”喜びから
車で“得られる”喜びへ

カーライフアドバイザー
カー ライ フア ドバ イザ ーは 自動
車の購入の相 談以 外にも、車検や
点検・保険などのアフターサービ
スも案内します。お客様に豊かな
カーライフを提供すべく、あらゆ
るニーズにお応えすることをモッ

奈良トヨペット 株式会社
我が社は、お客様に心からご満足いただくために、豊かなカーライフをご提供
することをモットーとしています。従来のように、自動車のみをクローズアッ
プするのではなく、自動車の様々な楽しみ方を提案させていただくことで、お
客様の暮らしに彩りを添えたいと考えています。
たとえば、私たちは、独自のライフスタイルマガジンを季節ごとに発刊してい
ます。その雑誌内において、従業員が奈良のドライビングスポットを自動車で
巡るという企画を実施しました。ドライビングスポットはお客様のお便りをも
とに選定しており、お客様の中にはこの雑誌自体を楽しみにしてくださる方も
いらっしゃいます。
さらに、私たちは、提供しているサービスが「本当にお客様のためになるのか」
ということを強く意識しています。たとえば、車検や点検のご案内などは、お
客様のためになる期間を見極めて提案させていただくようにしています。そう
した意識下で行われる業務へのお客様満足度は、全国のトヨタグループに比べ
て非常に高いものとなっています。また、お客様の運転姿勢を確認するドライ
ビングポジションチェックを実施することで、事故を未然に防ぎ、安全に車を
運転できるようにサポートさせていただきます。
自動車でのお出かけはお客様のカーライフを豊かにすると同時に、地域の活性
化にもつながるでしょう。私たちは、様々なサービス提供をもってして、暮ら
しに自動車がある幸せをありとあらゆる形でお伝えしていきます。

18

あなたとナラ働こう2017

私たちは、お客様のニーズや期待にお応えすべく、徹底したサービス提供の一
環として整備技術の改良に取り組んでいます。トヨタ自動車独自の技術コン
クールなどをはじめ、様々なプロジェクトを実施し、整備士各々はそれらを目
標に日々の鍛錬を欠かしません。
たとえば、私たちは、特別に入手した50年前の自動車“クラウン”を、廃車寸前
の状態からよみがえらせることに挑戦しました。土と錆で固まった部品ひとつ
ひとつを磨きあげ、四方八方に乱れた配線をつなぎなおすことに成功したので
す。整備後のクラウンは車検にも無事合格し、細部にいたるまで新車同然のも
のとなっています。
自動車の製造技術は時を経るごとに成長します。たとえば、トヨタ自動車が開
発した水素自動車の“MIRAI”のように、今後も新技術を用いた自動車が次々と
生産されるでしょう。したがって、それに応じた整備士の技術力の向上が不可
欠となります。そうした技術革新に対応するために、私たちは「各支店の整備
士が定期的に本社にて集合研修を実施する」といった仕組みを取り入れていま
す。そして、その場で得た知識や技術を支店へと持ち帰り、さらに従業員間で
の共有を行います。このような活動により、私たちは時代の波に後れを取るこ
となく安心安全の整備が行えるのです。
「地域に愛される会社に」という理念のもと、お客様からご満足いただけるよう
に、常に最前線を行く質の高い技術力を提供させていただきたいと思います。

トーにしております。

直らないと思われる車を
直すことができたときに
達成感が得られます。

INFORMATION
〒636-0226
奈良県磯城郡田原本町唐古296番地
TEL 0744-32-8001
URL http://www.naratoyota.jp/
■資 本 金

8,000万円

■従業員数

265人

■設 立 年

昭和17年10月

自動車整備のさま
ざまな仕事

板 金
板金作業では、自動車のボディが
事故でへこんだり、傷がついてし
まったりしたときに元通りに直し
ます。こ の作 業は専 門 的な知 識
を持った 技術職に よって行 われ、
日々の経験を積み重ねることでお
客様の満足を得られるように精進
しています。

塗 装
塗装作業では、板金で直された事
故車を元の色に復元します。たと
えば白色ひとつ取っても数種類あ
り、光沢の加 減などが変わってく
るので、細かい色の調整が必要に
なります。塗装時ほこりが混ざっ
てしまわないように細心の注意を
払うことも心掛けています。

INFORMATION
〒630-8141
奈良県奈良市南京終町2丁目269
TEL 0742-62-0033
URL http://www.naratoyopet.jp
■資 本 金

9,800万円

■従業員数

273人

■設 立 年

昭和32年

私たちは常にお客様のた
めになることを考えてい
ます。お客様の笑顔が私
たちのやりがいです。

あなたとナラ働こう2017
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私達が見つけた業界の魅力

機械業界の魅力
機械業界における製品は、部品や組み

も様々にあるけれど、その中で良いも

立てられて完成品などさまざまです。

のが出来たときは達成感があると思い

また、顧客の対象も企業から一般家庭

ます。自分たちの手で作るからこそや

まで幅広いです。あらゆるタイプの企

りがいを感じることができ、企業ごと

業を含んでいるのが機械業界です。機

に特色を活かしたものづくりが出来る

械業界で仕事をする上で、顧客からの

というのは、機械業界の魅力だと思い

伺ううちに、それぞれの製品がそれぞ

ニーズ、納期、コストの問題など、制約

ます。また私たちは、機械業界の魅力

れに大切な役割を果たしているのだと

を、世界中の工業を支えるものづくり

分かりました。そして日本で作られた

が出来るというところにもあると考え

部品や機械が、世界中で大切な役割を

ました。そして製品を作るということ

果たしていることを知って、日本の機

は、未来を創っていくということに繋

械業界が世界中の工業を支えている

がります。私たちは初めて見る部品や

ことは素晴らしいと思いました。これ

機械は、一見どこでどのようにして使

から機械の需要は発展途上地域にも広

われているのだろうかと疑問に思いま

がっていくと見込まれます。よって機

した。しかし工場を訪問させていただ

械業界は、日本から世界へと広がって

いて、製品や機械業界に関するお話を

いき、未来へと広がり続ける業界です。

未来をつくる

機 械

やま と 工業 の歴 史
では工場の立地が限定されました。
各地に工場がつくられるようになると

一口に機械業界といっても、あらゆる機械・器具を含むため、製造物の範囲は広
いです。製造物は、一般機械、電気器具、輸送機器、精密機械、船舶及び各部品の

生産規模 が著しく 増大する とともに、

製造などに大別されます。各企業が環境に配慮しながら、精度・効率の良さを

従業員数 も増加し ました。昭和48年

追求して、一流商品とサービスの提供を通じて社会の発展に貢献しています。

（1973 年）ごろにピークに達しました
が、同年秋のオイルショックを機に各
工場の生産性向上への方向転換による

直接イン

安くて質の良い製品を
当社では、従業員を大切にし、安くて高品質なものを提
供できる企業を目指しています。少人数制を強みに、
社員一人一人にあった職場環境を作っています。その
中で一番大切なことは従業員の生活を知ることです。
各々の性格を把握し、個人の能力を最大限に生かすこと
でより品質の高いものを仕上げています。また、時には
社員全員でボーリング大会に行くなど社員間の交流も
深めています。当社では社内生産により治具を合理的
に加工しています。治具とは機械を取り付けるために
必要な部品のことです。昔は製品を作るための機械の
機能に限界があり、生産できるものも簡単なものしかで
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タビュー

しました

!!

きませんでした。今では、高性能なものに変わり、でき
ることが増えて、作業効率も良くなりました。また、長
年仕事をしていると特定の取引先ができます。長い付
き合いの中で信頼し合うようになり、それと同時に「失
敗してはいけない」という責任感が生まれます。小さな
ことで狂いの生じるこの業界だからこそ、工具の管理・
検品を徹底して行い、プレッシャーに負けない強い精神
力を養っています。他にも、製品を取引する際に取引先
の要望、会社のこだわりがあります。そしてそれを考え
るとき、コストも重要になってきます。そのバランスを
とることで企業の実力が試されるのです。

奈良県は高度経済成長期に阪神工業地

帯から新たな工場を求めて多くの工場

が進出するようになりました。大阪な

ど大都市圏内に含まれていたため工場
立地とし ても好条 件だった からです。

奈良県内の各市町村では積極的な誘致

合戦が行 われまし た。しか し、歴史的
遺産が多く、風致地区の多い奈良盆地
テクノハギハラ株式会社
取締役社長 萩原 裕

奈良県立大学

影響もあらわれ、減少傾向に転じまし
た。また、その後の 構造不況 の影響も

地工場は生産規模も大きかったのです
が、それを陰から支えていたのは中小企

業であったことを忘れてはいけません。
また、中小企業は分業や下請関係を通し
て相互に有機的関係を持ち、多面的に地

域経済を支えた。高度経済成長期とその
後の低成長の時代を全面的に支えたのも
中小企業なのです。

あって従業員数はさらに減少し、特に
傾向は中小企業で見られました。

昭和47年以降、軽工業を中心に減少して
いく中で機械工業のウェイトが高まって
いきました。機械・金属工業は工業団地

を中心に新規立地した工場によって支え
られることになりました。当然、新規立

1年 友田 和奏、原 大樹、吉井 彩乃、吉村 明莉
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No!と言わずに
自信の製品でお客様に満足を届ける。

消費者一人ひとりが
必要とする製品作り

株式会社 飯塚製作所

株式会社 寺田ポンプ製作所

飯塚製作所の営業品目は、自動車用冷間鍛造部品や精密機械加工品、プレス加
工品、また、冷間鍛造金型、プレス金型の設計製作などです。熱間鍛造より表面
が美しく仕上がる冷間鍛造の技術を使い、自動車のシートベルトの部品など重
要保安部品と呼ばれるものを生産しています。
その品質はお客様に“安心してご使用いただける製品”をモットーに最新の機
械、そして人の目で検品し、保証されています。また、ISO9001＜品質マネジ
メントシステム＞、ISO/TS16949＜自動車産業向け品質マネジメントシステ
ム＞の認証を取得されており、絶対の信頼があります。海外にも注目され始め、
中国に海外拠点を置いています。
飯塚製作所は従業員の新しい事へのチャレンジ精神、夢を大事にしており、環
境づくりされています。人それぞれの弱点を見えるようにし、強みを伸ばす人
材育成にも力を入れておられます。技術的に難しいものでも、だれもが作り出
せないと意味がないので、金型を工夫したり、工程の単純化を図ったり、日々努
力されています。
他にも、人・自然に優しいグリーンカンパニーを目指して環境方針を掲げ、
ISO14001＜環境マネジメントシステム＞認証を取得されるほど、環境への配
慮を徹底しています。
難しい案件でもNo!とは言わずに引き受け、トライ＆エラーをくり返しながら
挑戦していきます。飯塚にしかできない部品で、ライバル会社の5年先を行く
会社を作り上げます。

多くの企業が存在し、成熟しているといわれているポンプ業界。その中で如何
に自分の企業の製品を売り出していくのかが問われます。自給式ポンプを特化
商品としているわが社ですが、より優れた製品を作っていくことはもちろんで
す。販売代理店と協定し、
「ものづくりメッセ」という展示会・説明会を定期的
に開催して消費者の顔を直接見られるようにすることがわが社の強みです。
将来的にはまず、グローバル化を目標としています。日本製品の需要はやはり
海外で大きく、インドネシアやタイなどに現在も駐在員を置き、専務自らも現
地に行って工場の整備などに力を入れています。日本の中でバックアップする
体制を整えて行く予定です。
次に、社員一人一人が働く会社、という意識を忘れず、
「考えるよりも先に動い

INFORMATION
〒635-0051
奈良県大和高田市根成柿493番地
TEL 0745-22-3515（代）
URL http://www.iidzka.co.jp/

あなたとナラ働こう2017

たり、生産ラインの人員を調整することで、売り上げを維持していきます。

〒635-8535
奈良県大和高田市東雲町3番17号
TEL 0745-52-5101
URL http://www.teradapump.co.jp/

■資 本 金

2,000万円

■資 本 金

2億8130万円

193人

■代 表 者

代表取締役社長 寺田俊彦

■創業年 昭和39年

■創業年 1945年

設立年 平成4年

吉村 明莉
中小 企業 では 特に、従業 員が 個人
の好きなことにチャレンジしやす

テクノハギハラ 株式会社
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また、他業種とのつながりが目減りしている中、アフターサービスを充実させ

INFORMATION

■従業員数

絆の固さは、
鉄の堅さにも負けません

テクノハギハラ株式会社はコンピューター横編み機の部品生産を中心に繊維機
械関係の部品を数多く生産している会社です。戦後間もない昭和22年に操業
を開始し、現在は従業員47名で経営しています。小さな会社ではあるがかつて
はミシンや銀行両替機など私たちの生活に深く関わりを持つものも生産してい
ます。
テクノハギハラの企業としての強みは少人数体制です。互いに意思の疎通がし
やすくお互いの性格や長所を把握していることでそれぞれの強みを生かした作
業を行っています。互いの信頼も厚く、消費者にとって安心・安全の製品を社
内生産することができます。また、他社の競争を通してお互いを高めあい、信
頼関係を築いてきました。「相手企業がいたからうちもここまでやってこれた
んです」と社長はおっしゃっていました。企業同士は時として敵とも友ともな
りうる存在だと思いました。中小企業は従業員や他企業に支えられて発展して
きたのです。
職場では男性の職員だけでなく女性の職員も多くいました。従業員の方の絶え
間ない努力が積み重なって現在私たちが使っている製品が出来上がっていると
思いました。逆に言えば、小さな部品一つ一つがおろそかになってしまうと良
い製品はできないと思いました。だから、従業員ひとりひとりの顔は真剣その
ものでした。「欠品は許されない」そのような雰囲気がひしひしと伝わってき
ました。

てみよう」をモットーに毎日務められています。

く、個人 の活 躍が 企業 の業 績に反
映されや すい ので、仕事 に対 する
。
やりがい を見 いだ せや すい です
そして技 術などのスキルアップで
きるところが楽しさだと思います。

創立年 1950年

機械業界のや
休日は仲間と

りがい

ボーリング

友田 和奏
この会社でしかできない製品を作
り上げることです。会社独自の金

型を作ったり、最新の機 器を用い

たりして、どの会社にも負けない

自分たちだけの製品を作り上げた
ときの達成感や喜びは次の仕事へ

吉井 彩乃
製造の際に検品の確実性も重要で
すが、加工する段階が最も重要で

す。作業員自身も製造時は何の部
品か分からないこともあるそうで

すが、試行錯誤を重ねながら製品
を作っていくことは従業員たちの
やりがいとなっています。

の動力であると思います。

INFORMATION
〒639-1132
奈良県大和郡山市高田町129-1
TEL 0743-53-5301 FAX 0743-52-1395
URL http://www.technohagihara.co.jp/index.htm
■資 本 金

2,500万円

■従業員数

47人

■創 業 年

昭和22年

安心・安全の
製品開発を
進めていきます

あなたとナラ働こう2017
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私達が見つけた業界の魅力

誰もが使うから、どこまでも高品質を追求。
私 た ち の 発 見 し た 魅 力 は、第 一 に、

う。そういう誰もが使う、極めて身近

人々の生活に密着した業界であるとい

な製品を作り、ユーザーの意見を取り

うことです。繊維業界は人の暮らしの

入れやすいという点が魅力的であると

基礎である「衣食住」の「衣」を担って

感じました。

おり、この業界が製造するものに触れ

第二に、進歩できることです。現在で

たことがないという人はいないでしょ

も、製品に耐熱性・吸水性・速乾性・保

けでなく、積極的に提案することも可

温性などの付加価値をつけ、徹底した

能になっています。さらに、奈良県で

管理によって品質を保っています。そ

は、繊維産業が比較的狭い範囲で盛ん

の結果、ユーザーや取引相手との信頼

であるため、切磋琢磨し技術向上を目

関係を確実にし、また多様なニーズに

指すこともできます。

対応することができています。しか
し、品質を保つだけでなく、常に技術
的向上に努め、進化し続けています。
そのため、OEM等で依頼に応じるだ

繊維業界は、古くから日本経済を牽引し、人々が生活していく上で最も重要な
要素である「衣・食・住」の「衣」の要素を支えている業界です。保温性や吸水性

日本が誇る技術、

世界へ。

繊 維

奈良 繊維 業界 の特 徴
から、繊維商品 を製造す る、大手ブラ
ンドメーカーの下請け工場が多数存在

していま す。しか し、現在は大 手企業

に優れている衣服から分かるように、日本の繊維業界は、世界に誇るべき高い

から独立して、自社ブランドを立ち上
げ、製造、販売を行 っている 工場が多

技術力と開発力を有していると言えます。

いです。

十社十色が織りなす奈良の繊維に穴はなし
繊維と聞いて何を思い浮かべますか？洋服？それとも布きれ？実はまだま
だありますよ、繊維商品。糸、布、洋服、靴下、サポーター、花束を包む包装
紙、蚊帳、虫が寄り付かないように作物にかけるカバー。これらはすべて
繊維商品。繊維会社で作られています。
奈良にはおよそ350の繊維会社があります。もちろん作っているものは
会社によってさまざま。持っている強みもこれまた会社によってさまざ
ま。例えば、靴下にもいろいろありますよね。スポーツ用のしっかりした
靴下を作っている会社もあれば、五本指ソックスのような履き心地の良い
リラックス系の靴下を作っている会社もあるということです。もちろん靴
下だけじゃないですよ。ふきんを作っている会社もあれば、サポーターを
作っている会社もありますから。

24
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たくさん会社が集まればそれだけたくさんのお客様のニーズに応えること
ができるようになる。奈良にはたくさんの繊維会社があるから、膨大な種
類のニーズに応えられると思います。虫よけのカバーがほしい人にも。ス
ポーツ用の靴下がほしい人にも。お家用の靴下がほしい人にも。世界で一
つだけのオーダーメイドの服がほしい人にも。奈良の繊維業界は対応でき
ます。しかも、長い伝統があるから技術力がすごいんです！！狭い土地の
中でたくさんの繊維会社が競い合ってきたから、さらに技術がすごいんで
す！！！技術ってなんだと思いますか？技術とはまずは安全なこと。そし
て、丈夫なこと。それぞれの会社の技術力や強みについては、次ページの
それぞれの会社の魅力紹介を読んでみてくださいネ。

また靴下だけでなく、ニット、織物、布

奈良県は、靴下の生産量が日本一とい

うことをご存じでしょうか。国内シェ

アは全体 の約3割 を占めて おり、奈良

県の特産品の一つとして誇るべきもの

です。

農地面積が狭く、副業をしなければ生

活ができなかった実情や、繊維問屋が

集積していた大阪府に近いということ

奈良女子大学

帛（薄手の織物生地）、染色にも力を入
れており、それぞれ高い素材開発力と

独自の生産力を有しているため、複合
的産地構造の中で、相互に切磋琢磨し

ながら技 術協力が できる環 境である
と言えま す。技術 開発を進 めながら、

日々新たな需要を開拓し、販路を拡大

しています。

大学院 ゲオルゲ・ロディカ・エレナ、3年 藤田 暁乃、内田 百香、堀切 美和、2年 桑原 湧

あなたとナラ働こう2017
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伝統と革新 繊維の可能性をひらく

予防もケアも。
高品質で健康をサポートします。

丸山繊維産業 株式会社

株式会社 新生

大手業者の下請けと自社ブランドの両立
を実現しており、展示会への出品やアン
テナショップでの販売など、その宣伝に
も工夫が見られます。一貫生産が可能な
設備でお客さまのニーズに迅速に対応し
ます。織物の用途の多様性に注目し、ふき
ん等の雑貨から包装材、業者向け工業繊
維に至るまで幅広く生産する企業です。

INFORMATION
〒632-0062
奈良県天理市長町695番地
TEL 0743-66-1282
URL http://www.maruyama-seni.co.jp/
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

21人

■設 立 年

1965年

トなどヘルスケア製品の企画・製造販売
を行っています。徹底管理によって高品
質を保ち、さらに、OEM等では提案の仕
方を工夫しニーズに対応しています。今
後は海外での拡大も視野に入れていま
す。社員全員が開発者でモニターであり、
一丸となって打ち込んでいる企業です。

INFORMATION
〒634-0044
奈良県橿原市大軽町360番地（本社）
TEL 0744-27-4021
URL http://www.kkshinsei.com/
■資 本 金

3,000万円

■従業員数

98人

■設 立 年

昭和28年

高い技術が生んだ「能動的な靴下」

ものであってものでない
世界に一つだけの編みを

西垣靴下 株式会社

株式会社 ソシアル

高度な技術で編み方に工夫を施し、滑り
にくさや歩きやすさを実現した「能動的
な靴下」をつくる企業です。リピーター
向けのカタログ販売と新規開拓のための
新聞広告を行い、販売の幅を拡大してい
ます。派生会社とも言えるエコノレッグ
は「自社技術のあるOEM」という強みを
持つ企業としてともに成長しています。

INFORMATION
〒635-0076
奈良県大和高田市大谷61番地
TEL 0745-52-0088
URL www.nishikutu.co.jp
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

36人

■設 立 年

昭和61年

お客様、地域とのつながりを大切に

株式会社 キタイ
少数の企業と長い関係性を構築し、OEM
を中心に良いスポーツソックスづくりに
取り組む企業です。周囲に同種企業が多
い立地を生かして部分的に外部への委託
も取り入れ、効率的に生産しています。お
客さまとの距離が近いという完成品メー
カーならではの強みも持ち合わせており、
近年はODMが増加傾向にあります。
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株式会社新生では、ひじ、ひざ、腰痛ベル
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INFORMATION
〒639-0241
奈良県香芝市高32番地
TEL 0745-76-2666
URL http://www.kitai21.com/

ソシアルさんはニットを作る会社。スクール
ニットの製造のほか、デザイン企画から考え
て服を作られていて、クリエイティブな仕事
だという印象でした。製造場で、和紙から作
られた糸を使った面白い風合いのニットを
発見。和紙の糸は自社の機械でオリジナルに
作ったそうです。また、編み機の性質上、い
ろいろな編み方でいろいろな形のニットを編
めるのもソシアルさんの強みです。オリジナ
ルの糸、オリジナルの編地で作ったこだわり
の一着はいかかですか。

INFORMATION
〒639-2312
奈良県御所市櫛羅2140
TEL 0745-62-9986
URL http://www.sociel.co.jp
■資 本 金

1,000万円

■従業員数

38人

■設 立 日

昭和45年12月15日

蚊帳生地ふき

今回訪問させていただいた丸山繊維産

に手になじむな

業が販売する夢ふきんの他にも、垣谷

ど機能性にも優

繊維の白雪ふきん、中川政七商店の花

れています。で

ふきんなど、近年奈良県では蚊帳の織

はなぜこのような蚊帳生地ふきんが奈

り方を利用した蚊帳生地ふきんが多く

良県の繊維産業界で作られているので

のは廃れていきましたが、その織り方

つくられるようになりました。手軽な

ん

しょうか。

を用いた日用雑貨が近年注目を浴びて

お土産品と

江戸時代、現在の奈良市を中心に蚊帳

おり、蚊帳産業は現在にまで受け継が

して人気が

の製織が広がっていきました。明治時

れているのです。

上昇し話題

代には低コストで製造できる片麻蚊帳

このように奈良県の繊維業界では歴史

を呼んでい

が産地にさらなる活力を吹き込み、こ

のある地場産業をその時々のニーズに

るこれらの

れが蚊帳・襖地（ふすまじ）
・寒冷紗（か

合わせて守り続けています。今後も、

ふ き ん は、

んれいしゃ）の源流となりました。ま

ふきんを筆頭に衣服の素材やハンドタ

丈夫で吸水

た同じ頃に綿蚊帳がつくられ、奈良の

オル、ポーチ等の小物など、多様な広

■資 本 金

1,000万円

■従業員数

99人以下

性 が 高 く、

地場産業として大きな発展を遂げまし

がりを見せる奈良県の蚊帳制織から目

■設 立 年

1966年

使うほど

た。生活様式の発展に伴い蚊帳そのも

が離せません。

あなたとナラ働こう2017

27

中央会は中小企業組合等の
連携組織・中小企業をサポートします。
奈良県中小企業団体中央会は、中小企業組合・任意グループの
組織化や中小企業の経営に関する窓口相談や巡回相談を行って
います。また、組織の活性化、経営革新への支援を中心に、経
営の合理化・高度化・販売促進等の様々な事業活動を実施して
おります。

人材確保支援・雇用促進
中小企業が発展し活性化を図っていくためには、有能な人材の
確保は重要な課題です。新卒者や若年者の雇用及び、高い技術
やノウハウ・経験をもった中高年齢者の確保は、中小企業の成
長発展に有意義な手段となっています。
当中央会では、中小企業の人材確保のための各種事業に取り組んでいます。
また、雇用の確保にもつながります。
【雇用・人材確保支援プロジェクト事業】
（地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業）
（一体的実施事業）

文化会館

地方裁判所

大和ビル

商工会議所

県庁

http://www.chuokai-nara.or.jp/
E-mail：info@chuoka-nara.or.jp

近鉄
奈良駅

登大路町

奈良県中央会

平成28年度「近畿経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」

興福寺

〒630-8213 奈良市登大路町38-1（奈良県中小企業会館3階）

TEL.0742-22-3200 / FAX.0742-26-0125

美術館
奈良公園

出口武男

中央会

会長

東向北町

奈良県中小企業団体中央会

N

奈良県中小企業会館

お問い合せ

