
企業名：株式会社飯野製作所 田島工場 

輸送用機械器具製造業 

「Next Step Next Generation」 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 

○オートバイや自動車のエンジン・ミッション系の高精度 
  部品を、ＮＣ旋盤及びマシニングセンタなどの工作機   
    械を使い、大量生産から多品種少量生産まで、フレキ  
  シブルに対応している工場です。 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○NC旋盤、マシニングセンタなどを使用した精密機械加  
   工。 
○より良い製品をより安くそしてより早く。 
○グローバルな展開（アメリカ、メキシコ、中国、フィリピ 
    ン）。  

インタビュー：係長 湯田さん 
  
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：何事にも協力し合い前向きに行動できる人。 
 
Ｑ：どのようなことをしている会社ですか。 
Ａ：NC旋盤などを使い自動車、オートバイ部品の精密 
     加工。 

住所：南会津郡南会津町糸沢字森前511 
代表者名：代表取締役社長 金原 惣吉 
ＴＥＬ：0241-66-2885 
ＦＡＸ：0241-66-2886 
ＵＲＬ：http//www.iinoseisakusho.co.jp 

資本金：9,600万円 
設立：1948年3月 
従業員数：110名 
主要取引先：本田技研工業（株）、ケーヒン（株）、 
         山田製作所（株）、ショーワ（株）  

               平成30年3月30日作成 



企業名：ＡＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社 会津工場 
     (旧社名 株式会社日本アレフ 会津工場) 

電気機械器具製造業 

we try new いつも未来へ挑戦。  
お客様に価値ある製品の開発、提供を目指しております。 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 

○各種センサ、セキュリティ機器・装置および情報機器 
  端末の製造 
○製造販売、基板実装、センサの開発 
 
○防犯カメラの販売設置 

主要製品 
写真 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 
○自らの技術で社会に貢献することを目標に、研究開発 
    を進めています。 
○自動車、住宅設備などの有力メーカー様の機器に搭 
    載され、セキュリティー業界における警備システム用 
    ハードウェア分野においても、高い評価を得ています。 
○笑顔あふれる明るい職場です。女性社員も多く、とても 
    働きやすい職場です。 
○生産効率を高め、週休2日、無残業を実践しております。 

インタビュー：技術課 電機系設計開発業務 兼平さん 
  
Ｑ：どのようなことをしている会社ですか。 
Ａ：会津工場では、セキュリティー機器の開発及び製造 
     を行い、付加価値の高いセンサユニット等の生産をし    
     ています。 
 
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：熱い思いを抱き、誠実に取り組める人 

住所：南会津郡下郷町落合字西７８０ 
代表者名：取締役社長 堀之内 英 
ＴＥＬ：0241-67-3661 
ＦＡＸ：0241-69-1661 
ＵＲＬ：http://www.ai-technology.co.jp/ 

資本金：9,800万円 
操業開始：1982年 
従業員数：68名 
 
                 平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社エコロニューム 

電気機械器具製造業 

エコロジーのイノベーション企業 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 

○リチウムイオン電池等の二次電池充放電検査装置の  
 製造 
○アーケードゲーム機用の制御基板の製造 
 
○産業向け制御機器類の製造 

主要製品 
写真 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○最新の設備と高度な技術で、最先端の製品を生産して  
  います。 
○顧客取引では海外出張も多くグローバルな対応を行っ 
  ています。 
○積極的なスキルアップで、活躍の場が広がる会社です。 

インタビュー者 等 
写真 

インタビュー：製造チーム アシスタントマネージャー 
                             神野さん 
  
Ｑ：製品はどのようなところで使われていますか。 
Ａ：二次電池充放電検査装置はＥＶ用の電池製造ライン  
  等に使われています。 
 
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：自発的かつ積極的に行動できる人。グローバルに活 
  躍できる人。 

住所：南会津郡南会津町糸沢字森前456番地 
代表者名：代表取締役 阿久津 隆広 
ＴＥＬ：0241-64-5252 
ＦＡＸ：0241-64-5257 
ＵＲＬ：http://www.ecolonum.co.jp 

資本金：1,000万円 
設立：2010年4月22日 
従業員数：40名 
主要取引先：(株)ソフトエナジーコントロールズ     
  (株)バンダイナムコエンターテインメント 他  

               平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社エヌ・シー・ロード 

金属製品製造業（アルミダイカスト部品用金型製造業） 

３Ｄ一気通貫金型づくりに挑戦 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か  等） 
 

○自動車部品用金型を製作しています。 
 
○林業機器のチェーンソー部品用金型を製作しています。 
 
○最新技術で会津の人に喜ばれる新事業を進めています。 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○小さな会社なのでアットホームな雰囲気です。 
 
○売上の8割はフィリピンに輸出してい ます。 
 
○最新技術で新事業を進めています。 

インタビュー：取締役工場長 猪俣さん 
  
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：会津の地で最新の技術を身につけ製造業を盛り上げ 
     てゆく若い人を望みます。 
 
Ｑ：会社の今後の目標について教えてください。 
Ａ：フィリピンのグループ会社と共にフィリピンに金型製 
     造で進出します。 

住所：南会津郡南会津町滝原字夏井ノ上1142
代表者名：代表取締役 山口正人 
ＴＥＬ：0241-66-2588 
ＦＡＸ：0241-66-2586 
 

資本金：5,500万円 
設立：1983年12月 
従業員数：18名 
主要取引先：群馬合金(株)、 
  Gunma Gohkin Philippines Corporation   

               平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社コトブキ 

その他の製造業（屋外用公共家具事業） 

パブリックスペースを賑やかにすることで人々を幸せにする 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 
○公園などの公共空間に設置されるベンチ、遊具、サイ 
   ンを開発・製造・販売する会社です。 
○ベンチなどの部品となる再生木材の製造から、加工・ 
    ベンチの組立までを一貫して行います。 
○遊具の端材などをリサイクルした環境に優しい製品を 
    製造しています。 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○公園や駅前広場に欠かせないベンチ、災害時に役立 
    つ防災製品など全国各地で幅広く展開されています。 
○チームワークが良く人材育成にも取り組み、化学、機 
    械、技能など多岐に渡るスキルが身につきます。 
○100年の歴史を持つ安定企業です。 

インタビュー：工場長 中西さん 
  
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：何にでも興味を持って関わり、自分の意見を言える 
     人材。 
 
Ｑ：会社の自慢は何ですか。 
Ａ：多くの人々が利用しているのを身近に見ることができ、 
  社会貢献している事が実感ができる。 

住所：南会津郡下郷町沢田字赤岩乙49-1 
代表者名：代表取締役社長 深澤幸郎 
ＴＥＬ：0241-67-3021 
ＦＡＸ：0241-67-3023 
ＵＲＬ：https://townscape.kotobuki.co.jp/ 

資本金：１億円 
設立：1916年8月5日 
従業員数：310名 
主要取引先：自治体、建設事業者、不動産事 
       業者、鉄道事業者、教育機関など 

               平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社 住田光学ガラス 田島工場 

業務用機械器具製造業 

夢を夢で終わらせない、未来の技術のために 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 
○ＳＵＭＩＴＡの製造する製品は、各種カメラや通信関連 
  用途のレンズをはじめ、医療用内視鏡や各種検査用 
    ファイバー照明に使用される光学ガラスです。 
 
○また、光のエネルギーを蓄える蓄光ガラスのような 
    高機能性ガラスの開発にも力を入れています。 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 
○世界初となる光学ガラス素材の研究開発や高精度、高機能な 
    非球面レンズ、光ファイバーの製品化を数多く実現しており、 
    現在は次世代血管内視鏡カテーテルの開発プロジェクトに参 
    加するなど医療分野においても技術革新を続けています。 
○従業員が安心・安全に働ける職場であり、安心して子育てが 
    できる環境作りを目指しています。 
○社内には野球部、ゴルフ部をはじめ、スポーツ雪合戦で2年連 
    続全国大会に出場している住田光学ＳＮＯＷ隊などユニーク 
    なネーミングのクラブ活動もあります。 

インタビュー：総務課 課長代理 猪股さん 
 
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：失敗を恐れずにチャレンジし、何事にも自分の意志で取り組むこと 
     が出来る人。また、相手の意見を理解し、自分の考えをしっかり伝 
     えることができるコミュニケーション力も大切です。 
 
Ｑ：会社の今後の目標について教えてください。 
Ａ：現在、極小レンズや高解像イメージガイドを活用した内視鏡等、付 
     加価値の高い医療関連機器の製造販売を行っていますが、日本国 
     内にとどまることなく、ＥＵやアジア市場をターゲットにした海外事業 
     においても売上シェアを拡大していきたいと考えています。 

住所：南会津郡南会津町田島字田部原174-1
代表者名：代表取締役社長 住田 利明 
ＴＥＬ：0241-62-2626 
ＦＡＸ：0241-62-2281 
ＵＲＬ：http://www.sumita-opt.co.jp/ 

資本金：4,934万円 
設立：1953年10月 

従業員数： 企業全体：371名 
         （田島工場278名） 
  

               平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社スミタフォトニクス 

業務用機械器具製造業 

次世代への技術継承とさらなる技術・品質向上 

業務概要(製造している製品や商品、 
                    どのような仕事か 等） 
 

○液晶画面検査用デバイス 
 
○ライトガイド 
 

○医療機器関連製品 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 
○当社は㈱住田光学ガラスの100％出資による子会社と 
   して南会津、只見にある工場で光ファイバーの組立を    
     行っています。 
 
○主力のファイバー組立は社員の永年の経験と技量に 
    より支えられています。 

インタビュー：課長代理 河原田さん 
  
Ｑ：どのような人材を求めていますか。 
Ａ：自分で考え、行動する個性豊かな人材。  
  自らを向上させていこうとする意欲・姿勢をもった方。 
 
Ｑ：どのようなことをしている会社ですか。 
Ａ：工業用・医療用・一般照明などの光ファイバー関連製 
     品の組立。 

住所：南会津郡南会津町山口字砂吐1225-1 
代表者名：代表取締役 住田利明 
ＴＥＬ：0241-72-3210 
ＦＡＸ：0241-72-3201 
ＵＲＬ：http://www.sumita-opt.co.jp/ 

資本金：4,500万円 
設立：1984年10月9日 
従業員数：33名 
主要取引先：(㈱住田光学ガラス 
  

               平成30年3月30日作成 

南郷工場 

只見工場 



企業名：株式会社会津物産 

食料品製造業（農産保存食品製造業） 

素材の味を大切に製造しています。 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 

○山菜やきのこの加工品、鰊の山椒漬やこづゆなどの 
    会津の郷土料理を製造しています。 

主要製品 
写真 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○製造している自分たちが食べて美味しいもの、自分の 
    子供や孫が安心して食べることができる商品を心がけ 
    て作っています。 

          インタビュー：専務取締役 室井さん 
  
         Ｑ：会社の自慢は何ですか。 
         Ａ：お客様にやさしい味付ですねと言われることが  
           あります。これからも喜んで頂ける商品作りを 
           心がけていきたいです。 
 
         Ｑ：会社の今後の目標について教えてください。 
         Ａ：無添加商品の開発に力を入れていきたいです。 

住所：南会津町関本字下休場754番地1 
代表者名：代表取締役 室井一雄 
ＴＥＬ：0241-66-2232 
ＦＡＸ：0241-66-2290 
ＵＲＬ：http://www.aizu-kinokoya.com/ 

資本金：1,000万円 
設立：1986年3月 
従業員数：11名 
主要取引先：道の駅、百貨店、ＪＲ東日本 
  

               平成30年3月30日作成 



企業名：株式会社 香精 

食料品製造業（漬物製造業・清涼飲料水製造） 

手作りの美味しい漬物を全国に！ 

業務概要(製造している製品や商品、どのような仕事か 等） 
 
○【エゴマごぼう】：下処理・袋詰め・製品検査・出荷 
 
○【甘酒】：米糀を発酵・詰め方・製品検査・出荷 
 
○【下郷たかな】：地元の農家さんに高菜を作ってもらい、 
           下処理・袋詰め・製品検査・出荷 

主要製品 
写真 

企業ＰＲ（企業の特徴・ＰＲポイント、どんな雰囲気の会社 等） 
 

○週一回の仕事打ち合わせがあり、仕事の流れが分か 
  りやすい。 
○企画など、提案しやすい。 
 
○正社員制度がある。 

インタビュー：代表取締役 三浦さん 
  
Ｑ：どのようなことをしている会社ですか。 
Ａ：国内産の原材料を使用し、安心・安全な漬物つくりを 
  目指し生産しています。 
 
Ｑ：会社の今後の目標について教えてください。 
Ａ：日本古来の漬物の研究・開発に全力を注ぎ、全国出 
  荷を目指しています。 

住所：南会津郡下郷町大字音金字松林2410 
代表者名：代表取締役 三浦 宗平 
ＴＥＬ：0241-67-2841 
ＦＡＸ：0241-67-2881 
資本金：1,000万円 

設立：1990年10月（伊達市に設立） 
     2013年1月（下郷工場新築・操業） 
従業員数：本社11名、下郷工場15名 
主要取引先：ＪＡ全農福島、道の駅、 
         菅野食品（株）/東京青果（株） 
                平成30年3月30日作成 


