
下記リンクよりアンケートフォームにアクセスしてください
⬇　⬇　⬇　⬇

2ページ目以降には、倉吉商工会議所青年部に所属する会員企業の事業内容紹介を掲載
しています。色々な職種や企業の業務内容をご覧いただき、皆さんの就職活動の一助にな
ればと思っています。
　掲載企業の中で、話を聞いてみたい・社屋を見てみたいなどのご相談があれば、進路指
導担当の先生より倉吉商工会議所青年部あてにご連絡下さい。
皆さんの就職活動が光り輝くものになるよう倉吉商工会議所青年部は全力で応援いたし

ます！

https://forms.gle/AmUSkDf6sVv98tSp8

　この度は当会の企業情報データをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。
   当会では、鳥取県中部の若者の定住化と地域の活性化のために、生徒の皆様の声をお聞
きしたいと考えています。
   つきましては、下記QRコードよりアンケートフォームにアクセスいただき、幾つかの
質問にご回答いただきたく存じます。
   学業に励まれる中、大変恐れ入りますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

         生徒の皆様へ
倉吉商工会議所青年部  

鳥取県中部の定住化を推進するためのアンケートのお願い



業種

建築設計

創業

〒682-0025 鳥取県倉吉市八屋215 従業員数

問合せ電話番号

  同上 FAX

URL

代表取締役 村中耕作

企業情報
本社所在地 1981(昭和56)年1月

4名

求める人物像・会社からのメッセージ

一部の小規模のものを除き、建物は建築士でなければ設計を行うことは出来ません。建築士には高度な知識が要求されま

る方を求めています。

有限会社 匠建築設計事務所

企業名

何をしている会社？

建物の企画・設計・工事監理を行っています。

業務内容はどんなもの？

◆設計
[基本設計］建築主の希望と予算を元に、諸条件を勘案しながら建築主の望む建物を計画し、図面などを作成する(平面図・立面図など）
[実施設計］基本設計に基づき、工事施工および工事費の算出に必要となる詳細な設計図を作成する（意匠図・構造図・設備図）
◆工事監理
工事施工の見積りを取りその内容を精査したうえで、建築主に対して発注先の選定及び契約・発注のアドバイスを行う。
設計図書を建築主に代わって施工者に提示し、説明し、質問などに答える。
工事施工に関して、各工事の必要な時期、設計どおりの施工が行われているか監理する。

衣食住という言葉がある通り建築物は人々に生活の拠点を提供し、衣食とともに生活に不可欠なものです。
また、社会の共通財産という性格もあります。建築主の意見を把握して、予算・法律・環境・構造・実用性などを考えた
上で設計を行い魅力ある建物をつくるのは設計者の力量にかかっています。
我々はよりよい建物をつくる為に日々努力し、建物を通じて社会に貢献できるように考えています。

勤務地 0858-26-5672

0858-26-7799

代表者 shoarchi@apionet.or.jp



業種

情報通信業

創業

鳥取県米子市両三柳328 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市東いわき町177 FAX

URL

企業情報

株式会社ケーオウエイ

企業名

何をしている会社？

154名（うち女性36名）

0859-24-0551

代表者

本社所在地 1981(昭和56年）年5月

求める人物像・会社からのメッセージ
富士ゼロックスの県別特約店である当社では入社後、全国各地にある特約店の同期と共に研修を重ねます。約3か月間、
社会人としての基本的なマナーや商品等の基礎知識や営業のノウハウなどを座学やディスカッションを通じて学びます。
多くの先輩たちが手厚い研修で立派な社会人となり、会社の即戦力なり活躍しています。時代のニーズに応え、地域の情
報化に益々、貢献していくためにこれからのKOAはもっともっと元気のある、若い感性を必要としています。そういった
方と出会えることを楽しみにしています。

勤務地

0859-29-2717

https://www.koa-net.co.jp

一言で分かりやすく表現すると「オフィスアシスタント」です。私たちは常にお客さま
のニーズに応えて問題解決を図り、総合的なオフィス環境を企画・デザイン・提案して
いくことで地域社会の情報化に貢献する活動をしています。

富士ゼロックスの県別特約店、日本アイ・ビー・エムのソリューションプロバイダーとしてハードウェア・ソフトウェア
の保守サービスの提供を行い、また協力ソフトハウスとしてシステム導入サポートや開発支援・受託をしています。その
他、オフィスインテリアの設計や施工、オフィスサプライ全般を提供しています。

業務内容はどんなもの？

当社の企業理念は「HOLONIC」です。個人のパーソナリティを尊重しながら全体としての調和を保つ「HOLONIC カ
ンパニー」はひとりひとりの能力を最大限発揮することで社会への貢献、地域の振興に寄与することをを目指します。

職場
見学



業種

建設業

創業

鳥取県倉吉市円谷町6番地7 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市円谷町6番地7 FAX

URL

代表取締役 尾﨑 豪 

企業情報
本社所在地 1995(平成7年）

13人

求める人物像・会社からのメッセージ
真面目な方、明るい方、元気な方、やる気のある方、協調性のある方を広く求めております。
建築物、建設物ができたときの、達成感や充実感をあなたも一緒にあじわいませんか？

有限会社 ティーオーエー

企業名

何をしている会社？

め、公共工事（特建、橋の上部工、下部工）の仮設足場の組み立て、解体や、橋の上部工、下部工における支保工の組み
立て、解体を生業とさせていただいております。

業務内容はどんなもの？
土木、建築現場での仮設足場や支保工の組み立て、解体。
足場、支保工の図面作成（専用ＣＡＤ）、強度計算書の作成、占用許可、法定外占用許可、使用許可の代行。
営業（受注業務、積算業務）
経理、総務業務

顧客に満足していただけるよう、使いやすさ、安全性、経済性を追求し、技術の研鑽、人格の向上につとめます。
足場が必要な時、一番最初に声がかかるような会社でありたいです。

勤務地

代表者



業種

飲食業

創業

〒682-0022 倉吉市上井町2-8-9ジュネシオン1階 従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
お客様を第一に考え、今求めているものは何か。
美味しいは当たり前、お客様に満足いただけるよう努力は惜しみません。
すべての方が食を通じて幸せと豊かな心になれるように頑張っています。
何をするにも人なので、まずは自分自身から幸せになり、人への思いやりをできる人になりましょう。

ころころ

企業名

何をしている会社？

カレー＆カフェ『コロコロカレー屋』はビーフカレー専門店、喫茶のみも可

業務内容はどんなもの？
『ころころ』鉄板料理のイチオシはなんといっても“牛タンステーキ”！
さらに牛タンの旨みを余すところなく活かしたオリジナルデミグラスソースを用いたハンバーグや鳥取和牛サーロインス
テーキもオススメ。日本酒は鳥取の地酒をはじめとして、全国からお勧め商品を取り寄せています。
店内席数26席(カウンター8席、テーブル18席)白と緑、そして木目を基調としたリラックス空間です。
『コロコロカレー屋』カレーはオリジナルビーフカレーを使用し、トッピングは全26種類。
カレーうどんやサラダ、ケーキ、スープもあります。喫茶のみの利用も可能です。
店内は落ち着いた雰囲気と暖かみのある内装に仕上げました。全21席。

すべてのお客様が癒され、楽しめるお店作りをしました。
美味しい料理・楽しい空間・最も大事なのは人との出会いです。
当店では、仕事仲間・プライベート・各種宴会の場として、皆様に愛されています。
内装にもこだわり、落ち着いた空間を演出することで、日常生活とは異なる雰囲気を感じていただけます。

勤務地 0858-24-6355

代表者

猪亦明子

企業情報
本社所在地 2015/3/2

1名

職場
見学



業種

卸売業・製造業
倉庫業・小売業

創業

鳥取県倉吉市広栄町900-5 従業員数

問合せ電話番号

同 上 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
これまで創意工夫と挑戦を重ね創業59年となりました。これまで、さまざまな試練や苦難がありましたが乗り越えて成

ではの価値を高め地域に届け続けることで貢献していきます。

勤務地

0858-22-4355

http://www.tomiyareizou.com/

①アイスクリーム・冷凍食品・乳製品の量販店や個人商店へ卸販売②当社独自でお餅・和菓子の製造販売③冷蔵・冷凍
品の倉庫業。④個人宅への乳製品配達

業務内容はどんなもの？

地域になくてはならない会社を目指しております。
当社業務でお客様・地域との絆をふかめ、地域貢献できるよう一丸となり務めております。

①卸売業・・・量販店・個人商店への商品陳列
②製造業・・・当社工場にてお餅・和菓子の製造⇒量販店・個人商店へ販売
③倉庫業・・・お客様より保管商品を受け取り当社冷蔵・冷凍庫にて保管。
④小売業・・・乳製品の定期購入顧客への配達

企業情報

とみや冷蔵株式会社

企業名

何をしている会社？

5人（男性3人女性2人）

0858-22-4212

代表取締役 安藤 謙二

代表者

本社所在地 昭和36年



業種

模型製作代行
コーティング施工

創業

鳥取県倉吉市大谷茶屋878-28 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市大谷茶屋878-28 FAX

URL

模型製作代行 ・・・ プラモデルなどの各種模型製作

コーティング施工・・・「G-powerコート」ガラスコート施工

           主な施工対象：陶芸・漆品などの美術品。腕時計・アクセサリー。高級釣具など。

           スケールモデル等のディティールアップ作成

           既存モデルのオーダー塗装仕上げ、修繕・修復

企業情報
本社所在地 2016年12月

1名

求める人物像・会社からのメッセージ

アトリエ・スリーナイン

企業名

何をしている会社？
2016(平成28)年12月起業。各種模型の製作代行を生業とし、主にスケールモデルをはじめレジンキャストモデル・フィ
ギュア・鉄道模型などあらゆる依頼主のご依頼にお応えします。
2019(令和元)年より、ナノテクノロジーより生まれたガラスコート「G-powerコート」の取り扱いを開始。美術品・ア
クセサリー・釣具等のコーティング施工を大手専門店と提携。
県内外よりの受注を頂くことで、倉吉より全国へ発信してゆくことを目標としています。

業務内容はどんなもの？

アトリエ・スリーナインの仕事を通じ、お客様が満足し、共に喜び幸せになる事を確信し、心豊かになるよう追及しま
す。また、当事業の良さを活かした地域貢献をを目指します。

勤務地 （0858）22-7835

（0858）22-7835

代表者 atelier999@ncn-k.net  

山崎 幸男



業種

サービス業

創業

鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目１５番地１ 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目１５番地１ FAX

URL

藤田 義彦

企業情報
本社所在地 昭和５０年１月

９名（男性６名・女性３名）

求める人物像・会社からのメッセージ

クラーク法務事務所

企業名

何をしている会社？
司法書士業務・土地家屋調査士業務・行政書士業務

業務内容はどんなもの？
司法書士業務・・・他人の依頼を受けて裁判所や法務局に提出する書類を作成する仕事や、登記手続きについて本人を代
理して行う。（所有権移転登記・会社や法人の設定登記・役員変更登記・成年後見申立書類の作成・相続登記・相続放棄
書類作成 等）
土地家屋調査士業務・・・不動産の表示に関する登記につき必要な土地や家屋の調査及び測量を行う。（家を新築や増築
をした際に行う登記・土地の利用状況の変更による地目変更登記・土地を分割する際に行う土地分筆登記 等）
行政書士業務・・・各種許可認可の申請業務の書類作成等を行う。（建設業許可申請書作成・農地転用許可申請書作成
等）

依頼者のことを誠心・誠意考え対応をし、最善を尽くせるようにと考えています。

勤務地

代表者



業種

クリーニング業

創業

鳥取県倉吉市住吉町74-8 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市住吉町74-8 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
ワクワクしながら仕事に取り組める方。
何事に対しても「感謝」を表現できる方。
クリーニング業とは「洗濯」をとことん追求した仕事です。衣服は誰もが着るもの。毎シーズン多種多様な衣服を扱う中で必ず豊かな知識と
確かな技術が身に付きます。
探求心のある方、新しい発見をしてみませんか？

勤務地

0858-23-4333

当店は、昭和30年の創業以来、業務を通じて、地域と共に発展を目指したクリーニング業を展開しており
ます。

業務内容はどんなもの？
・洗濯物の回収、配達
・ドライクリーニング
・ウェットクリーニング
・各種染み抜きや防水加工などの
 特殊作業

3S（+１）safety（安全）、standard（安心）、sanitation（清潔）を基本とし、
更にsincerity（誠実さ）を心掛けた仕事を目的としています。

企業情報

クリーニング毎日屋

企業名

何をしている会社？

6名（男性3名、女性3名）

0858-23-4333

代表 馬田 武男

代表者

本社所在地 1955（昭和30）年2月

職場
見学



業種

クリーニング業

創業

従業員数

問合せ電話番号

同上 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
バランス感覚がよく、働く仲間と協力しあえる人。責任感があり、新しい仕事にも積極的に取り組んでいける人を求めて
います。

株式会社ジェミニ物産

企業名

何をしている会社？
個人のお客様の洋服を洗濯する一般クリーニング部門（７店舗）とコインランドリー部門（７店）、食品工場やレストラ
ンの制服を洗濯するユニフォーム部門、ホテルや旅館のシーツやタオルを洗濯するリネンサプライ部門等、幅広く洗濯事
業を執り行っています。
その他、エネオスブランドの石油販売を行うガソリンスタンド、損保ジャパン、アフラックの募集代理店等の分野もあり
ます。

業務内容はどんなもの？
・一般衣類・毛布・布団等のクリーニング・制服、業務用衣類、白衣等のクリーニング・ホテル、旅館等のシーツやタオ
ル等の貸し出し及びクリーニング・ガソリン、灯油等の石油製品販売・生命保険、損害保険の募集等

地域に必要とされ、社員の方々がいきいきと働く会社

勤務地 0858-37-6210

0858-37-6211

代表者

藤井 文雄

企業情報
本社所在地 昭和４７年５月

６５名

有
職場
見学



業種

建設コンサルタント

創業

鳥取県倉吉市東巌城町１２５番地 従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

我々が手がける仕事の１つ１つが地域社会と繋がっているため、貢献度が高く
やりがいがあります。自分たちが住んでいる地域の安心・安全を支える仕事に
携わり、地域に貢献出来る仕事がしたい方。経験や学部は問いませんやる気と
元気を持って当社へ訪問してください。

株式会社 ジーアイシー

企業名

何をしている会社？
当社は、基幹事業として建設コンサルタントを営んでいます。国交省、鳥取
県などが行う社会資本整備に関わる測量、土木設計、調査等業務を通じて地
域社会の安全安心、発展に貢献しています。また、システム開発事業ではハ
ードウェアのスタートアップを成功させ現在全国展開を目指す商品を手がけ
るなど新事業へも積極的に取り組む会社です。

業務内容はどんなもの？
建設コンサルタント事業
業務を通じて道路や河川、土砂災害対策などの土木インフラの整備計画の為の調査 設計 メンテナンスまで一貫した
サービスを提供しています。
・測量業務、建物補償調査業務、土木設計業務、地盤調査業務
システム開発事業
・自社パッケージ開発
・医療介護施設向け起床離床センサー
  Mittell(専用HP:https://mittell.jp)の企画開発製造販売
ドローン運用事業
・空撮、測量、各種点検
・ソーラーパネル、建物外壁点検(サーモカメラ)

成、福利厚生を充実させ、ワークラフバランスの優れた働きやすい職場環境を実現しています。また、専門技術者集団
として、社会に存在する諸問題の解決と地域社会への貢献に努力することにより、地域の方々から真に必要とされる企
業である。さらに、この地に当社があって良かったと認めていただける企業を目指します。

勤務地 0858-23-3553

0858-23-3554

代表者 https://gicon.jp

代表取締役 田栗 信昭

企業情報
本社所在地 1988年2月

30名

有
職場
見学

2020年度測量士・測量士補受験対策セミナー





業種

ホテル業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

代表取締役 名越宗弘

企業情報
本社所在地 1965年（昭和40年）9月

76名（正社員36名）

求める人物像・会社からのメッセージ
笑顔の素敵な人、ポジティブな人、協調性のある人を求めています。当社の経営理念のひとつに『私たちは、人間とし
て、社会人として、 素敵な人になり、幸せな人生を送ります』というものを掲げており、「この人と一緒に働きた
い！」と周りの方から思っていただけるような人間になれるようスタッフも日々研鑽しています。

ホテルセントパレス倉吉

企業名

何をしている会社？
創業1965年―JR倉吉駅の目の前で地域のみなさまと半世紀。
倉吉を訪れてくださる方の玄関口としての宿泊事業。お客様のご婚礼を「きちんとWedding」をコンセプトにお手伝い
させていただくウェディング事業。会議・宴会・パーティ・お祝い・同窓会などお客様の大切な日をお手伝いさせていた
だく会議・宴会事業。地域のお客様の憩いの場であり県外海外の方への鳥取県の魅力をＰＲする場でもあるレストラン事
業。これからも地元に根付いた企業として観光とも連携し交流人口の増加を図る事業を展開していきます。

業務内容はどんなもの？

私たちのスローガンは「Re:SMILE」HOTELです。私たちから笑顔を発信し、お客様から笑顔が返ってくる、そんな素
敵な笑顔の循環ができるホテルでありたいという願いがこめられています。多くの幸せに満ちた笑顔に出会ってきたこと
が、私たちの喜びです。
県外、海外の方々へは、ここ倉吉の魅力を発信する場所として。地域においては、幸せで豊かな時間を過ごしていただけ
る場所として。これからも多くの皆様に愛され、そしてご利用いただけるホテルを目指していきます。

勤務地 0858-26-8888

0858-26-8754

代表者 www.stpalace.jp/

有
職場
見学

宿泊
フロント

ウェディング
プランナー

バンケット
サービス

調理 レストラン
サービス

宴会・婚礼
フロント

宴会営業
予約管理

企画
広報

マーケ
ティング



業種

自動車販売業

創業

鳥取県倉吉市清谷1丁目56番地 従業員数

問合せ電話番号

同 上 FAX

URL

明るく元気でまじめな車好きな方を募集しています。

全自動車メーカーの新車・中古車販売を行っております。
来店されるお客様に新車や中古車についてのご提案。
・お客様からご要望ヒアリング
・車検や点検の促進・誘致
・その他自動車に関わる商品のご提案

【歓迎要件】・自動車販売業界の経験者・接客業、営業職経験者・U・Iターン歓迎・国家整備士取得者

求める人物像・会社からのメッセージ

1. 全メーカー、新車・中古車販売
2. 全メーカー、中古車・新車買取
3. レンタカー
4. ご愛車の各種ドレスUP
5. お車の点検・修理・整備業務
6. その他 お車に関する多種多様なご相談にも応じています。
7. 全国主要カー・ネットオークション会員

当店ではお客様の安心を第一に追求しています。
「良いものをより安く」をモットーにあくなき追求を心がけております。品質・価格においても自信を持って販売をして
います。地域密着でより良い店作りを心掛けています。目指せ鳥取県ナンバーワン！！

株式会社 ユーネット

企業名

何をしている会社？

業務内容はどんなもの？

勤務地 0858-48-1615

0858-48-1616

代表者 https://www.u-netcar.com/

代表取締役 富山孝司

企業情報
本社所在地 平成12年9月

８名

職場
見学



業種

運送業

創業

鳥取県倉吉市秋喜188-2 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県東伯郡北栄町175-1 FAX

URL

河野 俊一

企業情報
本社所在地 昭和46年

38人

求める人物像・会社からのメッセージ
運転が初心者でも、車両に関する知識が無くても問題ありません。様々な社内・社外講習会を開催、経験することで多く
の教養を身につける試みを行っています。教養を身につけることで、運転に必要な『技術』をだけではなく、『心』の力
を高め、運送業に課せられた様々な法律・規則・道徳を自発的に守れる人材を育成・募集しています。

中部貨物 有限会社

企業名

何をしている会社？
弊社は中国・近畿・東海地方を中心にきめ細やかな配送網と確かな輸送品質を強みとしている一般貨物運送会社です。
農水産品・金属工業品・一般機械、または、重量物から科学工業品まで多種多様な貨物を輸送しています。

業務内容はどんなもの？
トラックの運転はもちろん、荷物の積み卸しがメインになります。北栄町に構える自社倉庫での積み卸しはもちろん、山
陰各地から様々な大きさのトラック（2ｔ、4ｔ、7ｔ、13ｔ、ウィング・平車）で全国にお客様のお荷物を運んでいま
す。泊を伴う運行から、日帰りまで様々な要望にお応えしています。社内での業務を分担しながら経験や住環境に応じた
業務に就いて頂きます。（ドライバー、作業員、リフトマン、事務員等）

運送業と言えば、3Kであり、ブラックな企業が多い中、全力でホワイト企業を目指す。モノを運ぶだけでなく、信頼を

日々の積み重ねとして仕事の依頼を頂戴し、地域に必要とされる企業を目指す。

勤務地 0858-37-5678

0858-37-5680

代表者 www.chubu-kamotsu.jp/

ｲﾝﾀｰﾝ
有

職場
見学





業種

飲食業

創業

鳥取県倉吉市上井213-4 従業員数

問合せ電話番号

同 上 FAX

URL

石川 潤之介

企業情報
本社所在地 2014年10月1日

6名

求める人物像・会社からのメッセージ

この業種において、気配りが最も重要と考えます。お客様が求めることを瞬時に把握し、時にはお客様より先に気づくこ
とも必要となります。お客様の今の気持ちを読み取ることで、喜びや感動が生れます。そのためには、お客様だけでな
く、スタッフ同士、日常生活で関わる人々にも目を向ける必要があると思います。人の喜びを自分の喜びへと変えれる向
上心ある方を求めております。

創菜美酒 風

企業名

何をしている会社？

地元の食材を使用した料理、地酒を中心に提供している居酒屋です。
定期的に県内の酒蔵と組み、日本酒の楽しさを広めるイベントを開催しております。

業務内容はどんなもの？

厨房スタッフは、料理の仕込み、調理、盛り付け、新メニュー開発を中心に行っております。
ホールスタッフは、ドリンク作りに配膳、お客様との会話を中心に行います。

商品の知識を広めるため、スタッフ向けの試食、試飲会を定期的に行っております。

地域密着型のお店として、地元の方々に愛されるお店作りを心がけています。そのため、居心地の良さを追求しているの
で、料理の味はもちろんのことサービスの質にもこだわっております。日々、お客様にとっての癒しの場でありたいと考
えます。

勤務地 0858-24-6036

0858-24-6036

代表者

ｲﾝﾀｰﾝ
有

職場
見学



業種
営業
総務
管理

創業

鳥取市吉方温泉3丁目101 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市東昭和町6-1 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

元気で明るい人、好奇心旺盛な人、努力を継続できる人を求めています。研修やeラーニングの教材で勉強したり、先輩
方が丁寧に教えてくださるので、しっかり知識を身に着けることができます。興味がある方は不安がらず飛び込んでみて
ください!!

何をしている会社？

営業拠点は鳥取県(鳥取・倉吉・米子）、兵庫県(豊岡）、岡山県(倉敷)の5店舗を配しており、グローバルな視点で国内外
の金融商品を取り揃え、お客様一人ひとりのニーズに合った資産運用をご提案していています。

業務内容はどんなもの？

資産運用をお考えの個人投資家か個人事業主の方へ各種金融商品（株式・投資信託・外国債券等）を提案・販売するとと
もに、お客様が保有する金融資産のリスク回避方法など情報提供やアドバイスを行うコンサルティング営業を行っていま
す。

『地域の皆様にとって、身近な証券会社でありたい』それが私たちのテーマです。いつの時代も地域に根差し、 Face to
Face”を大切にお客様と共に反映する証券会社を目指してまいります。

谷田貝 憲一

企業情報
本社所在地 昭和32年10月10日

82名

勤務地 0857-21-0000

0858-47-0015

代表者

企業名

大山日ノ丸証券株式会社 有
職場
見学



業種

建設資材
機械工具卸販売

創業

鳥取県倉吉市住吉町65番地 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市住吉町65番地 FAX

URL

代表取締役  室山 誠

企業情報
本社所在地 大正10年（設立：昭和26年）

9名

求める人物像・会社からのメッセージ
協調性・向上心・探求心のある方。
「感謝と思いやりの心」新しいことに向かい「わくわくする心」「へこたれない心」を持った方。
当社のスタッフと共に地域の未来の為に「笑売・勝売」にチャレンジしていきませんか。
笑顔と元気に自信のある方を求めています。

有限会社 室山商店

企業名

何をしている会社？
当社は大正10年創業より約100年の歴史を誇るいわゆる老舗の部類
に入る店となってまいりました。
創業時の小さな店舗では日用金物・大工道具等を中心に商いをして
いましたが、時代背景もあり日曜金物・小型店舗の需要が少なくな
り企業としての改革が望まれる中、店舗を拡大、多方面業界に仕入
ルートを増やし、小売中心だった業務に加え地方卸業の分野に進出。
その後の建築ブーム等の煽りを受け、中小企業への仲間入りを果た
し現在へと至っております。
また、職人様と提携しエクステリア事業、断熱工事業の部門を設置する等、更なる事業拡大を目指しています。

ていける、お客様に必要とされ・愛される企業づくりに努めています。

業務内容はどんなもの？
物販部《PIT LOFT》： 総合金物、作業工具、機械工具、建設・設備資材 卸販売、修理
断熱事業部 ： 住宅断熱 デコスドライ工法（乾式セルロースファイバー充填断熱工法）
エクステリア事業部 ： 外溝工事・エクステリア製品販売 施工、鋼製建具(アルミサッシ)・シャッター販売 施工
水道設備工事部
雑貨販売 ： 認知症予防アロマ販売

「商売」は笑顔が絶えない「笑売 (しょうばい)」をし、傷つく「傷売 (しょうばい)」消えていく「消売 (しょうばい)」

地域とその人達に愛され、必要とされるような企業づくり、飽きない・飽きられない「商い」をする。

勤務地 （0858）23-1655

（0858）23-1658

代表者 http://muroyamashoten.com

職場
見学



業種

小売業
卸売業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
小林薬局では、経営理念にもあります『全ては誰かの幸せのために』を実現するために、一緒に地域のこと、会社のこと
を考えられる方を求めています。地域の皆様はもちろんですが、家族、友人、同僚、その全てが誰かです。薬品全般に関
わる会社ですが、人も地域も健康であることを手助けできる職場です。誰かのためにという思いを共有できる方はぜひ一
緒に働きましょう。

小林薬局 有限会社

企業名

何をしている会社？

ます。 倉吉市内4店舗で健康相談・お薬相談・一般用医薬品（ＯＴＣ）販売・処方せん調剤・消毒、消臭等業務用薬剤販
売・介護用品販売・酒類販売等を行っています。

業務内容はどんなもの？
薬剤師  ・・・処方せん調剤、お薬や健康相談、学校薬剤師、講演活動等
登録販売者・・・一般医薬品の販売、お薬や健康相談、医療事務業務等
医療事務 ・・・処方せん情報のパソコンへの入力、雑貨の販売等
経理   ・・・経理・総務等
営業   ・・・法人、個人問わず顧客先を回り受注業務及び精算業務等

薬局店舗内でのお薬の販売、相談等だけでなく、学校プール、温浴施設等の
水処理消毒剤、体育館のメンテナンス剤、清掃用の業務薬品、ごみ処理施設
等の薬品・凝集剤、学校・企業・施設等の試薬など倉吉市内だけでなく、鳥
取県内全域、地域の様々な場所での薬品に携わっています。

経営理念『全ては誰かの幸せのために』
小林薬局が目指すのは地域の皆様の健康な毎日です。
地域の皆様の健康への思いを実現するため、最も身近な医療提供施設になっていくこと、健康づくりの情報発信基地とし
て社会的役割を果たしていくことです。

勤務地 （0858）23-1231

（0858）23-1235

代表者 https://kobayashipharmacy.jimdo.com/

代表取締役 小林 康治 Facebook   Twitter 有り

企業情報
本社所在地 1887年11月28日(明治20年)

24人（男性6人女性18人）

職場
見学



業種

一般商業印刷

創業

鳥取県倉吉市広栄町971-21 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市広栄町971-21 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

「チームで働く力」を重視し、みんなで会社を作り上げていくムードを大切にしています。主体性・実行力・想像力・協
調性を兼ね備え、円滑なコミュニケーションを図りながら仕事を進めることの出来る人、また、地域の未来を考え、地域
に求められる会社を目指しているからこそ、地元（鳥取県中部）が好きな人を求めます。

山本印刷株式会社

企業名

何をしている会社？

当社は従来の紙媒体への印刷技術に磨きをかけながらも、最新のデジタル技術をいち早く取り入れ、情報伝達のプロ
フェッショナルへと歩みを進めています。目まぐるしく移り変わる時代にあっても、人々には普遍的な「伝えたい思い、
伝えたい心」があると考えています。私たち山本印刷はその心を大切に「地域とともに」という郷土愛の姿勢で、新旧の
技術を巧みに使いながら、地域の文化・教育・経済のお役に立つ「トータルソリューションプロバイダー」を目指してい
ます。

業務内容はどんなもの？

商業一般印刷…チラシ・ポスター・パンフレット・封筒・名刺・
       帳票類・冊子などの紙媒体を製造
ぷりんと工房…Tシャツなど布製品のデザイン制作とプリント作業
weRK（ウェルク）…ホームページの作成と運営管理
看板・のぼり旗・パッケージ・キャラクターグッズのデザイン制作
ＡＲ・電子ブックの制作

経営ビジョン「いい会社をつくる」
一、常に創意工夫を凝らし、一歩先を見据えて行動します。
二、社員の物心両面の幸せを追求し、安心して働ける会社を実現します。
三、印刷を核とした情報価値を通じて、お客様の信頼と期待に応えます。
四、地域・社会の発展に貢献します。

勤務地 (0858)47-0088

(0858)47-0123

代表者 https://www.yp-dream.co.jp/

企業情報
本社所在地 1923（大正12年）1月

46人（男性27人 女性19人）

職場
見学



業種

自動車部品卸売
電装修理

創業

鳥取県倉吉市清谷町2丁目66 従業員数

問合せ電話番号

 同 上 FAX

URL

”知りたい”という気持ちの強い方を求めています！知識や経験は時間があればいくらでも付いてきますが、30代になるま
でにその気持ちがあるか無いかで大きな差が出てきます。
自動車は今後電動化が加速していきますが、その中で、電装修理部門の必要性は益々高まっていくことが見込まれます。
新しい知識を吸収し、一緒に時代の荒波を乗り越えていきましょう！

創業以来一貫して自動車の部品販売を主業務として行ってきました。昭和30年代より自
動車の電装修理業にも進出し、鳥取県中部という非常に小さな商圏ではありますが、中
部地域の同業者の中では唯一の地元創業企業として社業に邁進しています。
自動車は3万点もの部品から構成されていますが、それらのどれかが粗悪品であった場
合、車が凶器へと変わってしまう恐れがあります。弊社のような部品商は、確かな品質
の商品を確かな知識で流通させることで、車社会の健全な発展に貢献する事を目的とし
ています。

企業名

求める人物像・会社からのメッセージ

何をしている会社？

業務内容はどんなもの？
〇自動車部品販売 得意先を回りながら自動車部品の注文、発注、納品を行っていきます。車のワイ
         パーゴム1本から車のドア等の大型パーツまで全ての部品を扱います

〇電装修理    車のナビ・ドラレコ等の取付からエアコン修理やエンジンがかからない車の修理
         などを行っています

「我々のお客様に必要とされる企業」とは「お客様が必要とするものをお客様の代わりに見つけ、的確な情報と適正な価
格で商品を迅速に提供できる能力のある企業」だという認識のもと、車のあらゆる関連商材を扱える商社機能と、車の電
装修理という「車の電気のお医者さん」という機能の両輪で、地域の整備工場を支える縁の下の存在でありたいと考えて
います。

勤務地 0858-48-1155

0858-48-1156

代表者

企業情報
本社所在地 昭和23年10月

10名



業種

小売業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
企業にとって、一番大切なものは「人」です。私たち打吹商事株式会社は、あらゆる事業を通じて「人材を大切にする」
ことに前向きに取り組んでいる会社です。また、従業員同士の親睦事業を実施し、コミュニケーションを通して高い総合
力が発揮できる集団の形成を目指しています。皆様からのご応募をお待ちしております。

打吹商事株式会社

企業名

何をしている会社？
皆様に愛される企業を目指して。私たち打吹商事株式会社は、鳥取県にて昭和32年設立以来、ガソリンスタンド事業、
コンビニ事業、カーコーティング・レンタカー事業、ＬＰガスの販売を主な業務としております。「日に新たに日々に新
たに」をモットーに、今後も地域に密着した信頼できる企業を目指して行っています。

業務内容はどんなもの？

ガソリンスタンド事業・・・自動車等への給油・洗車・軽作業等
コンビニエンス事業 ・・・レジ接客・品出し・発注等
レンタカー事業   ・・・レンタカーの貸出し等

「日に新たに日々に新たに」。毎日を同じような繰り返しの生活ではなく、毎日を新しい新鮮な日と考え、何事にも新し
い視点と新しい物事へのチャレンジとして取り組みましょう。

勤務地 0858-26-2521

0858-26-2580

代表者 http://utsubukidouji.com/

代表取締役 笠田 直樹

企業情報
本社所在地 昭和32年4月30日

42人（グループ連結）

職場
見学



業種

建設業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
仕事は経験を積めば必ずできるようになってきます。与えられた仕事を遂行するだけでなく、組織目標を達成するために
何をやるべきかを、自ら考え実行できる積極性をもった方を求めています。

有限会社 中部保温

企業名

何をしている会社？
建築設備業における断熱・保温材及びダクト材を加工及び取付をしています。詳細は下記業務内容を参照下さい。

業務内容はどんなもの？
下記建設業内容を主として事業を行っています。
〇熱絶縁工事業(保温工事)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁(保温)する専門工事。熱エネルギーを効率的に無駄なく利用するために、ビルやマンションの冷暖房設備や
給排水設備、工場や発電所、化学プラントなどの機械や配管類に対し、目的に合わせた保温・保冷工事を行う工事の事。冷暖房設備、冷凍
冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事などがある。
〇管工事業(ダクト(風道)設備)
冷暖房や換気などのために空気を送る管。送風管。風道。

競合他社は鳥取県内では、数社ありますが、共に各地区に根差し、クライアントの要望になるべく早急に対応するよう、
互いに努めています。同業他社とも情報等の共有を図って資格の取得等にも共同で努めています。地域に根差し、地域に
なくてはならない会社である為に次世代に継承(若手育成)をすすめ、常に時代の流れに柔軟に対応できる会社を目指しま
す。

勤務地 (0858)26-1500

(0858)26-1501

代表者

代表取締役 福本 隆朋

企業情報
本社所在地 昭和53年

7人

職場
見学



業種

保険業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

企業情報
本社所在地 1975（昭和50）年1月

2人

求める人物像・会社からのメッセージ

すべての人が自分らしく充実した毎日を過ごしていける。
お客様はもちろん、私たちもそんな人生を歩んでいきたいと考えています。
共にそんな人生、そして社会を創って行きたい方、お待ちしております。

有限会社 日総

企業名

何をしている会社？
自分が思うように動き、働き、家族を守ること。人には、そういった生きていく上で必要なことができなくなってしまう
時があります。死亡や病気、ケガ、介護など、予期せぬ事態に遭遇した時です。
万が一のトラブルが起きた際、日本では国の社会保障制度によって一定の保障を受けることができます。しかしそれらは
必要最低限のものであり、多くの場合不足が生じます。そんな不足を補う手段として、自分や家族を経済的に助けるた
め、「がん保険」「医療保険」をはじめとした生命保険の販売をしている会社です。

業務内容はどんなもの？
がんをはじめとした病気やケガ、介護にまつわる不安を少しでも取り除き、
自分らしく生きていただくためのお役に立ちたい。そんな想いをもってお客
様に「がん保険」「医療保険」をはじめとした各種保険商品・サービスを提
供していくお仕事です。
お客様の事を親身になって考えられる心を大切に、真にお客様の役に立つ
存在であり続けることをミッションとしています。

             < 企業理念 >

お客様のニーズに合致した商品と最善のサービスを提供することにより
お客様からの信頼を高め、社会の役に立つ企業としての信認を得る。

勤務地 （0858）26-4516

（0858）26-4446

代表者 http://webby.aflac.co.jp/nissou/

職場
見学



業種

卸売業
小売業

創業

従業員数

問合せ電話番号

FAX

URL

有限会社たいら

何をしている会社？

業務内容はどんなもの？

勤務地 0858-22-2391

0858-22-2397

https://taira.co.jp

代表取締役 平  真

企業情報
本社所在地 大正2年

5人

代表者

企業名

 おもちゃ・駄菓子・バルーン・花火・縁日用品・童具積木 など

大正2年創業、鳥取県中部の観光スポット伝建群赤瓦エリアにあり「人形のた
いら」、「たいら花環部」、「おもちゃのたいら」を運営する会社。人形の
たいらでは、初正月、初節句や御初盆に関わる商品の販売、修理、設置。た
いら花環部では、お葬式や御祝の花輪、生花、バルーンギフトの製作、販
売、配達。おもちゃのたいらでは、店頭販売のほかにも駄菓子の袋詰めや花
火のオリジナルセット、バルーン装飾や演出、縁日用品の販売など行ってお
ります。さまざまな商品を扱うだけでなくお客様のお役に立てる特徴のある
サービスを心がけております。また主にお客様の想いをお届けさせて頂くお
仕事ですので真心をこめて業務に取り組んでおります。

明るく元気な人

素直で誠実な人

人の役に立つことを喜びと感じられる人

求める人物像・会社からのメッセージ

 時代と共に様々なものが変化していく中で、変わらなければいけないものと変わらなくても良いものを常に見極め、時代にあった商品や
サービスを提案することで地域に必要とされ、愛されるお店であり続けたいと考えております。今後、専門店としてより専門性が求められる
なかで、ここにしかないもの、ここに来る理由にこだわってまいります。また、インターネットでは体感できない実店舗の良さを追求してま
いります！古くから伝わる日本の文化や行事には、大切にされてきた理由があります。その理由を一人でも多くの方に知って頂き心豊かな地
域づくりに貢献してまいりたいと考えております。この地域を好きになって欲しい、特に子供達には自分の育った街を愛せる大人になって欲
しい弊社がその一助になれればと思います。

＜人形のたいら＞
 ひな人形、五月人形、鯉のぼり、盆提灯、旗類、人形提灯供養など
＜たいら花環部＞
葬儀花輪・葬儀生花・御祝花環・御祝生花・バルーンギフト など
＜おもちゃのたいら＞

職場
見学



業種

広告業（看板製作）

創業

鳥取県倉吉市広栄町920-8 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市広栄町920-8 FAX

URL

有限会社たかま工芸

企業名

何をしている会社？
日常街で見かける情報は看板から入ってくる情報が多く、私たちはその看板を製作している会社です。歩けばぶつかるほ
どの看板がある中、私たちは景観を損なうことなく、お客様のニーズに答えながら日々看板を作っております。
もともと看板屋とは「絵描き」ともいわれ現在では、IT社会によりパソコンを使い写真が広告ポスターになっている現状
ですが、創業当初は写真をもとに映画館の告知看板を手書きで表現していたのが始まりであります。今では看板のみなら
ずものづくりに特化した企業を目指し事業を展開しております。

業務内容はどんなもの？
看板製作にかかわるプランニングから設置までを一括自社施工
デザイン企画・・・ロゴ製作から看板デザインまで
木工工事・・・看板を製作に必要な木工工事
鉄骨工事・・・看板の躯体よなる鉄骨の製作
板金工事・・・看板下地となる板金などの造作
塗装工事・・・塗装全般や手書き文字等（アンティーク処理）
設置工事・・・高いところは60ｍ以上、低いところは地下まで
       あらゆるところに穴を掘ったり看板を設置したりしています

ちの仕事にとっては致命的でありそこで終わってしまいます。常に好奇心を持ちトライできることを目標にしています。
自分で作れそうなものは全て作ることから挑戦してみる！！

勤務地 0858-27-0588

0858-27-0538

代表者 www.takama.co.jp

代表取締役 高眞仁司

企業情報
本社所在地 1973年（昭和48年）6月

8人

職場
見学



業種

建築設計業

創業

鳥取県倉吉市南昭和町92番地 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市南昭和町92番地 FAX

URL

代表取締役 藤原 賢治

企業情報
本社所在地 1993(平成5)年8月

5人(男性3人女性2人)

求める人物像・会社からのメッセージ
求める、向いていると思う人物像は何より、モノを作るのが好きな方です。建築は人の手でつくれるモノの中でとても大
きなモノです。
社会的、芸術的な側面も持ち合わせていて、それを魅力と信じ、一緒に進んでいける方を求めています。

有限会社アーク設計工房

企業名

何をしている会社？
鳥取県倉吉市を拠点とする設計事務所です。
住宅・病院・店舗・事務所・福祉施設など幅広い建築の設計・工事監理を中心に活動しています。

業務内容はどんなもの？
建築を計画するための事前調査や建築基準法等法令関係の適合確認、そして建築のデザインや平面、断面の計画をスタ
ディしていきます。計画が決定となれば施工するための設計図書（図面等）を作成します。（建築設計）
工事が始まれば現場での立ち会いや設計図書との相違がないかの確認、施工の工程や工期の管理などをおこない、
建築の完成時の検査まで現場を監理します。（工事監理）
新築だけでなく、改修や既存建物の調査等も必要に応じ設計図書の作成、工事監理をおこないます。

本当の「住みやすさ」や「使いやすさ」とは何かを考えながら設計しています。
お客様との対話を重要視し、言葉にできない要望や思いも共に考え、空間に反映させていく事ができればと考えていま
す。

勤務地 (0858)47-0058

(0858)47-0068

代表者 https://arch-design-studio.co.jp/

有
職場
見学



業種

パッケージ
製造販売

創業

従業員数

問合せ電話番号

同上 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

一番に、前向きな人を求めています。技術は経験によってついてくるので、前向きな気持ちで一生懸命に働ける方に来て
いただきたいです。

有限会社 サンパック

企業名

何をしている会社？

包装資材・パッケージの製造・販売をメイン
に、紙器加工を活かした商品開発、地域資源
を活用した商品開発の３つの事業を展開して
います。箱や仕切りなどの紙器加工品は自社
工場で製造し、瓶容器や食品用袋、シールラ
ベルなど幅広いパッケージ商品を扱っています。

業務内容はどんなもの？

紙器製品ををはじめとするパッケージの企画・販売業務を行う営業部門、商品の受注・製造手配を担
う業務部門、紙器の製造から得意先様への納品までを行う製造部門があります。

会社のメンバー全員で幸せになりたい。その為に地域や社会に貢献して、お客様に心から喜んでいただき、必要とされて
いることを社員一丸となって喜びを分かち合える会社にしたいと思っております。

勤務地 0858-28-5461

0858-28-3838

代表者 http://sun-pack.net

森 貴洋

企業情報
本社所在地 昭和59年

17名

有
職場
見学





業種

給排水空調設備

創業

鳥取県倉吉市井手畑158番地 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市井手畑158番地 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
全てに於いて、感謝の気持ちを持って元気で笑顔のある方。
人間性が豊かで、広く多くの方々と良好な関係を持ちながら、豊かな人生を歩んでいける人。
協調性と向上心・意欲のある方。
弊社の業務は主に、水・空気・光、人が生活するうえで無くてはならない必要なライフライン又、快適な生活を過ごして
いただく事のお手伝いを業務としており地域を支える仕事を誇りとして地域貢献をしていきたいと思います。ビジョンを
共有出来る方は一緒に責任ある仕事にチャレンジしませんか！

株式会社 ベクト総業

企業名

何をしている会社？

いりました。かけがえのない美しい自然豊かな郷土「快適環境を創る」をコンセプトに「品質第一に徹しお客様の満足と
信頼を得る」「社員の幸福を図る」を社訓として、空調設備・給排水設備・消火設備・厨房設備・上下水道設備などの事
業を展開しています。

業務内容はどんなもの？
空調設備 ・・・ 業務用・家庭用エアコン取付工事及びメンテナンス
給排水設備・・・ 企業・一般住宅の給水・排水設備工事及びメンテナンス
保守管理 ・・・ 設備機器のメンテナス業務
（セクション）
営 業    ・・・ 顧客先を廻り受注業務及び積算業務
設 計    ・・・ CADよる住宅・公共物件の設備図面作成及び各種申請業務

工 事    ・・・ 現場施工

総 務    ・・・ 経理・総務の業務

行動理念 １Ｋ ・・・ 感 謝  ５Ｓ ・・・ 誠実・責任・スピード・セイフティ（安全）・正確
私たちの企業は、多くの人たちの善意に支えられて存在しています。そのことにまず感謝し、誠実と責任を旨とし、ス
ピーディーな対応、安全（セイフティ）かつ、正確な仕事を目的としています。

勤務地 (0858)26-0739

(0858)26-0749

代表者 https://vect.jp/

代表取締役 髙田  保幸

企業情報
本社所在地 1981(昭和56)年2月

25人（男性20人女性5人）

有
職場
見学



業種

清掃業

創業

鳥取県倉吉市幸町508-23 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市幸町508-23 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
安全・快適な環境づくりを私たちと一緒に実現していく明るく前向きな方。

受け身ではなく自発的に新しいことにチャレンジできる方を求めています。

株式会社 一笑堂

企業名

何をしている会社？

衛生管理 / ビジネス旅館運営

業務内容はどんなもの？

・ハウスクリーニングをはじめ、建築物（中古・新築）の清掃、施設の環境衛生管理業務
 石材・タイル・木材などの特殊クリーニング
・宿泊施設の清掃管理・・・CDCのガイドラインに従った科学的根拠のある除菌剤を用い安全で適切な手順で清掃を
             行います
・感染症対策や感染予防のご提案・・・目に見えない菌の数値化実演や手洗い講習会の開催

人の暮らしに笑顔と信頼の和を築いて 衛生的かつ快適な生活環境を創造し社会に貢献する。

勤務地 0858-24-5873

0858-24-5875

代表者 http://www.issyoudou.net/

坂根 広章

企業情報
本社所在地 平成23年

98名

有
職場
見学



業種

金融業

創業

〒680-8686 鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地 従業員数

問合せ電話番号

〒682-0887 鳥取県倉吉市明治町1029番地 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

経済的な安定や豊かさだけではなく、自己実現にむけて生きがいや働きがいを追求し、地域に密着した金融機関として地

に満ち溢れた「人財」を私たちは強く待ち望んでいます。

株式会社 鳥取銀行

企業名

何をしている会社？
普通銀行業務（預金、融資、為替、証券、国際業務他）

私たちは「地域との共生」を図りながら地域社会に貢献する銀行を目指しています。企業の資金ニーズや経営相談にお応
えするため、販路開拓支援のためのビジネスマッチングや新規事業支援など、コンサルティング機能を発揮した営業を
行っています。個人のお客さまへも資産運用専門スタッフの配置や商品ラインナップの充実により、様々なニーズに積極
的にお応えしています。

業務内容はどんなもの？
銀行業務全般(預金、融資、為替、証券などの営業、事務及び商品企画、広告宣伝他)

鳥取銀行の業務は、預金や融資といった従来の金融サービスのみならず、ビジネスマッチングや事業承継、ＩＣＴ導入サ
ポートなど、企業の経営課題解決に向けたビジネスソリューションの提供なども行っています。プロの金融スタッフとし
て地域経済の発展に尽力したい方には、たくさんのフィールドが広がっています。

基本理念『地域社会への貢献と健全経営』
この経営理念の下、「地域との共生」を図りながら、安定した利益計上が可能な経営基盤の構築に努めるとともに、強靭
かつ適切な経営管理態勢を維持・整備していくことで、株主の皆さま、お取引先の皆さま、そして地域社会からの期待・
信頼にお応えしてまいりたいと考えています。

勤務地

代表者 http://www.tottoribank.co.jp

平井 耕司

企業情報
本社所在地 昭和24年10月1日

716人

有
職場
見学



業種

福祉
飲食

創業

鳥取県倉吉市福庭町1丁目365番地2 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市魚町2540 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
福祉のプロとして
1.温かいこころをもって、笑顔で支援ができる方
2.資質の向上に努め、権利擁護の支援ができる方
3.地域生活を意識し、おだやかな地域生活が送れるよう支援できる方

社会福祉法人 和(なごみ） 白壁倶楽部

企業名

何をしている会社？
社会福祉法人が運営を行うレストランです
障がいのある方も一緒に働いています

業務内容はどんなもの？
お客様へ飲食のご提供
コンサートやイベントなど企画
ウェディング事業

このレストランを通して、町の中で障がいのある人もない人も一緒に働く共生社会を目指しています

1.利用者の尊重  利用者を尊重し、利用者の立場に立った支援をします
2.安心した支援  利用者一人ひとりの状況にあった支援をします

勤務地 0858-24-5753

0858-24-5808

代表者 http://shirakabeclub.jp/

八渡 和仁

企業情報
本社所在地 2011年3月31日

10名（職員5名 利用者5名）

ｲﾝﾀｰﾝ
有

職場
見学



業種

総合建設業

創業

鳥取県倉吉市山根622番地1 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市山根622番地1 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
私たちの仕事は、建築や社会基盤の整備、リフォーム、不動産、環境など、「建築」という「ものづくり」を通じて社会
に貢献していくものです。「ものづくり」を成功させるには、様々な技術、知識、そして誠意が必要になります。そのた
めには、そこに関わる人間一人ひとりが困難にも前向きに立ち向かい、情熱、熱意に溢れたやる気のある人間であること
が重要であると考えます。そうした姿勢で従事し、建築技術者あるいは産業人としての歓びと誇りを持つ人材を育てる
「ひとづくり」の環境がここにはあり、そうした想いに共感できる方々のチカラを求めています。

企業名

何をしている会社？
私たち酒井建設は「建築」を通して、安らぎと活気を育てる街並づくり、さらには自然との共棲を果たす環境をつくり、
お客様と共に繁栄することを願う

、建築・不動産のワンストップサービスを展開し
ております。また、地域貢献活動の取り組みのひとつとして、2015年よりサッカーJリーグのガイナーレ鳥取オフィシャ
ルクラブスポンサーとなり、その協賛を通じて『地域の発展と向上』に寄与しております。

業務内容はどんなもの？
工事部門 ・・・工事現場の施工管理業務
設計部門 ・・・住宅・店舗・施設等の設計及び積算業務

総務部門 ・・・経理全般、総務事務
不動産部門・・・不動産の販売、売買仲介業務、賃貸仲介業務

《公共工事の主な実績》湯梨浜中学校新築、成徳小学校改築、倉吉市防災センター新築、はわいこども園新築 など

弊社は昭和56年に創業して以来、建設のプロフェッショナルとして地域社会で事業を続けてきました。わたしたちの事
業にはたくさんの人々や従業員が携わり建設構造物が産まれ、そして企業文化が生まれました。ものづくりに携わること
の出来る歓びと誇りを大切にし、自らの技術と人間性を向上する。そうした作業の積み重ねが、人間文化の発展につなが
ると信じています。社員は会社が持ちうる最高の資産と考え、情熱を持って仕事をしてもらうために必要な知識を増や
し、総合的な情報・企画を提案できる会社を目指してまいりました。これからもよりお客様の視点に立ち、お客様に喜ん
でいただける、そして地域社会に貢献できる会社であり続けたいと決意しております。

勤務地 (0858)26-5031

(0858)26-6759

代表者 http://sakai-kensetsu.com

代表取締役 酒井 祐一

企業情報
本社所在地 1981（昭和56）年4月

19人（2020年4月1日現在）

有
職場
見学



業種

会計業務

創業

鳥取県倉吉市福庭町2丁目100 従業員数

問合せ電話番号

同上 FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ
 求める人物像
・真面目で努力家であること

・仕事を楽しむことが出来、やる気があること
 皆様の中で、当社で一緒に働いてみたいという方がいましたら、是非ご応募ください。

株式会社 野口会計ブレイン

企業名

何をしている会社？

 当事務所は1983年に創業し、企業とそのご家族の繁栄を一番に考えて会計業務を営み、お客様と信頼の絆を築き上げ
てまいりました。
 地域最大の税理士数(税理士4名)並びに公認会計士を有する会計のプロフェッショナル集団であり、鳥取県内を中心に
500件を超えるお客様との顧問契約により培った経験を活かし、質の高いサービスを提供しております。

業務内容はどんなもの？

 業務内容
◎経営分析・経営相談並びに確定申告・年末調整
◎会社設立・新規開業支援

◎社会福祉法人の経営支援・会計業務
◎相続税相談・申告業務
◎生命保険・損害保険提案

 会社理念・・・お客様のためにいい仕事をし、お客様に喜んでもらいましょう。お客様の喜びを生きがいにし、いい人
生を送りましょう
 職員一人一人がお客様の相談に親身にのってお客様の繁栄を手助けし、お客様からの感謝の言葉を糧として職員がいき
いきと業務に取り組める会社を目指しております。

勤務地 0858-48-1110

0858-48-1011

代表者 https://www.noguchikaikei.biz/

野口 厚

企業情報
本社所在地 1983年

20名(男性7名女性13名)

有
職場
見学



業種

公務

創業

鳥取市東町１丁目２２０ 従業員数

問合せ電話番号

鳥取県倉吉市東巌城町２ FAX

URL

求める人物像・会社からのメッセージ

協働と連携により、地域の発展に貢献する職員
〇公平・公正な職務遂行に使命感・誇り（志）・意欲をもって取り組む職員
〇円滑なコミュニケーションにより組織の内外で連携を図る職員

〇地域・組織の課題やその解決策について自ら進んで考え、行動する職員

鳥 取 県

企業名

何をしている会社？

県政全般の企画立案や事業実施のほか、予算管理、経理、庶務といった内部的な仕事や、税の徴収、用地買収の交渉と
いった対外的な仕事など特定の分野に限定されない様々な仕事に携わります。

業務内容はどんなもの？

1.地域振興局中部振興課
地域の課題解決に向けた事務所内外の総合調整、総合事務所の施策のマネージメント、商工業の振興及び中小企業の各種相談、求職者の支
援、県政に対する提案・意見・苦情等の処理、情報公開、個人情報保護、人権施策の推進、観光の振興、ＮＰＯ等との協働、国際交流の推
進、文化芸術の振興、鳥取中部のウォーキングリゾートの推進等

2.地域振興局総務室
予算の執行及び決算、庶務、物品の管理、支出書類の審査・確認、現金・有価証券の出納保管、用品の管理、庁舎管理、TEASの運用管理な
ど

3.地域振興局中山間地域振興チーム

〇【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく
〇【つながる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る
〇【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ
〇【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る
〇【支え合う】お互いを認め、尊重して、支え合う
〇【育む】次代に向けて、鳥取県を支える「ひと」を育む

勤務地 0858-23-3953

0858-23-3425

代表者 https://www.pref.tottori.lg.jp

鳥取県知事 平井 伸治

企業情報
本社所在地 １００年

３０００人

有
職場
見学


