
育
て
る株式会社 河野メリクロン 育

て
る

スタッフ（6年目）

　洋蘭の栽培から始まった株式会社

河野メリクロンの歴史。品種の特性に

合わせて夏場は避暑地である木屋平

に株を移すなど、手間暇を惜しまない

努力によって作り上げた洋蘭は、全国

各地に届けられている。

　また強靱な生命力を持つ洋蘭の成

分を使った様々な製品の開発も進め

ており、特に育毛剤「蘭夢」は特許を取

得し、その効果が認められヒット商品

に成長したことで、洋蘭以外の分野で

も当社の知名度を押し上げた。

　洋蘭を通じて人々に安らぎと感動、

心身の健康を届けることを願いとし、

洋蘭を6次産業化することで地方創

生に取り組み続ける。

クリーンルーム内での組織培養の作業風景。ここ
でクローン苗が生み出される。

世界最高レベルの洋蘭

山本 しほり さん

品種登録制度に出願した品種数は600品種以上。
世界各地で当社の品種が栽培されている。

平成5年より、シンビジウムの生命力に着目。お茶、
ワイン、育毛剤など約40品目以上の商品を開発
している。

求人情報
◆代表者名／河野 圭佑 ◆従業員数／約120名

◆資本金／2,100万円 ◆創業／昭和52年

◆所在地／美馬市脇町大字北庄562番地の1

◆TEL／0883-52-2189 FAX／0883-53-9276

◆業務内容／洋蘭類の培養・栽培・加工・販売

　など、通信販売（インターネット含む）に係る

　業務全般

◆就業時間／8：00～17：00

◆休日／シフト制（会社カレンダーによる）

◆給与／当社規定による

◆福利厚生／社会保険完備

◆その他／採用実績

　2016年2名、2017年1名、

　2018年1名、2019年1名

教えて先輩！

　もともと農業に興味があり、農大やインターンシップで

実際に学ぶことができたのが、この仕事を選んだきっか

けです。洋ランの栽培にも関心があり、自分の手でシンビ

ジウムを咲かせてみたいと思い、入社を決めました。洋ラ

ン栽培は、長い時間をかけて育てていますが、私は、最初

の工程である組織培養による苗の生産を行っています。過

程において、それぞれの部署が皆一丸となって1つの綺麗

な花を作っていることにやりがいを感じています。

綺麗な花を作れる喜び

　月並みな言葉になってしまいますが、スーパーで『じ

いじいのきのこ』を見つけると今でも嬉しくなると同時

に、他社の商品と比べてしまう癖がついてしまいました

（笑）。今は刈り取ってきたきのこをパック詰めする作業

を担当しています。簡単そうに見えるかもしれません

が、力を入れすぎてしまうと黒ずんでしまうため、かな

りの集中力が必要なんですよ。ちなみに私のオススメの

食べ方は、油で焼いてマヨネーズとしょう油です！

店で見つけると嬉しくなる

ホームページ
https://www.kawano-mericlone.com

美しい蘭が
すべての人に幸せを運ぶ

徳島県はぐくみ支援企業認定

＃生産管理 ＃研究開発 ＃事務
＃販売 ＃オペレーター ＃企画デザイン

どのような職種がありますか？

スタッフ（3年目）

　建設業を母体に持ちながら、菌床椎茸

栽培事業に参入を果たして10年以上。

　2016年には、県産品の中でも安心安全

で、独自の魅力を持った商品に与えられる

「とくしま特選ブランド」にも選出され、全

国的にも知名度を上げ続けている「じいじ

いのきのこ」。

　温度・湿度・光などの気候条件を整え、

じっくりと時間をかけて育成される椎茸

は、肉厚でぷりっぷりの傘と柔らかな芯が

最大の魅力。香しさと心地よい食感は美馬

市民たちの食卓には欠かせない存在と

なっている。

　近年では徳島県特産の阿波和三盆糖を

使った「じいじいの茎佃煮」や「じいじいの

傘佃煮」など、加工品の商品化も実現。徳

島県を代表するお土産として、関西や関東

を中心に都市部へも販路を拡大している。

一つひとつ丁寧に。我が子の世話をするように
手入れを施す。意識することによって、きのこも
それに応えてくれる。

愛されるブランドづくり

谷本 嘉代子 さん

少しの力で変色が起きてしまう椎茸は、パック詰
めの時にも細心の注意が必要。段取りよく丁寧
に作業を進める。

求人情報
◆代表者名／谷奥 歳信

◆従業員数／25名

◆資本金／2,000万円 ◆創業／平成20年

◆所在地／美馬市穴吹町三島字三谷1202-1

◆TEL・FAX／0883-53-8539

◆業務内容／椎茸の収穫作業、

　　　　　　パック詰め など

◆職種／菌床椎茸栽培

◆就業時間／8：00～17：00

◆休日／シフト制

◆給与／当組合の規定による

◆昇給・賞与など／当組合の規定による

◆福利厚生／当組合の規定による

教えて先輩！

ホームページ
https://www.jiijiinokinoko.com/

美馬市民の食卓には欠かせない！

＃椎茸収穫・選別・パック詰め
＃イベント出店 ＃発送販売業務

どのような職種がありますか？

美馬しい茸協同組合谷奥建設有限会社 
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育
て
る有限会社 美馬グリーンサービス つ

く
る株式会社 栄工製作所

代表取締役

　主力は白ネギ、にんにく、水稲。

　特に白ネギは、鳴門産ワカメと有機

肥料をたっぷりと使用した奥行きのある

味わいと高い栄養価が都市部の大手百

貨店で人気を博しており、その背景には

若き代表の発想力にある。

　私たちが普段見かける白ネギはテープ

で束ねられているだけだが『美馬グリー

ンサービス』では個包装を施して販売。

　パッケージには一目で徳島県産と理

解できる藍色を用いた美しい紋様のデ

ザインに、熱意のこもったコメントも添

えている。

　美味しさだけでなく、その味をいかに

多くの人に届けるか。消費者がどういっ

た品を求めているのか。

　これからの農業者に強く求められるで

あろう、経営者としての視点こそ『美馬

グリーンサービス』の大きな強みであり、

最大の魅力だ。

「徳島美馬米」は有機を中心に3～4種類の肥料
を与えている。県内ではトップクラスの甘さを誇
る主力作物のひとつ。

経営者としての視点を持つ

藤原 昌樹 さん

ミネラル豊富な土壌と海藻エキスを贅沢に使用
した白ネギは、きっと初体験の味！

野菜は契約栽培で行っている。

求人情報
◆代表者名／藤原 昌樹 

◆従業員数／3名

◆資本金／300万円 

◆創業／平成4年9月

◆所在地／美馬市美馬町宮南111-2

◆TEL／0883-63-5771

　FAX／0886-03-1085

◆業務内容／農産物生産、農業全般作業受託

◆就業時間／8：00～17：00

◆休日／日曜日、夏季休暇５日

◆給与／当社規定による

◆昇給・賞与など／当社規定による

◆福利厚生／健康保険、厚生年金、

　　　　　　雇用保険、労災保険

教えて社長！

美味しいを多くの人へ届けるための
発想と展開力

＃農業全般
どのような職種がありますか？

事務（1年目）

広大な敷地に増築された社屋が、着実な業績を物
語っている。ここから世界で活躍する部品が生まれ
ている。

三宅 花音 さん

求人情報
◆代表者名／仲西 智 ◆従業員数／68名　
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和57年5月
◆所在地／本社：美馬市脇町字北星161-3
　　　　　工場：美馬市脇町木ノ内3718
◆TEL／0883-53-8746 FAX／0883-52-5224
◆業務内容／食品化学機械部品、ステンレス精密
　機械部品一式、サニタリー配管接手及び特殊加
　工一式、ステンレス溶接及び研磨、ショットブラ
　スト、電解研磨、小型サニタリータンク（圧力容
　器、部品オーバーホール）
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／日、祭日、有給推奨日有
◆給与／20日締 末日払
◆昇給・賞与など／昇級：年一回 賞与：年二回　
　　　　　　　　   業績により決算賞与有
◆福利厚生／社会保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　退職金制度有、財形積立

ホームページ
http://www.sus-eiko.co.jp/index.html

一人ひとりが品質に対する高い意識を持って
いる、ものづくりのプロッフェッショナル集団。
積極的な挑戦をし続ける。

事務所内の雰囲気は明るく、社員同士の協力
体制ができている。会社の敷地内でも、爽やか
な挨拶が印象的。

教えて先輩！

徳島県はぐくみ支援企業認定

　高校の時から事務職が希望で、就職を決めました。初

めて見る図面や見積もりなど、難しく戸惑いを感じてい

ましたが、先輩方が分かりやすく丁寧に教えてもらえ、

出来た時はとても嬉く、ひとつひとつ仕事を覚えていく

事にやりがいを感じているところです。事務所内では社

長をはじめ、とても優しく親切にしてもらい感謝してい

ます。この恵まれた環境で、社会人として日々成長して

いきたいと思います。

「成長を重ねていきたい」

　農業大学を出てから親元で就農して、2015年に「有限

会社美馬グリーンサービス」の代表取締役に就任しまし

た。現在は、美馬地区の農業青年クラブの会長も務めて

います。私たちはただ「美味しい」を作るだけではなく

て、「売る」ところまでを計画的に考えて動いています。

ひとりの農業者ではありますが、経営者としての意識を

常に持ちながらベストな作物を選び作っています。

オリジナルロゴ
デザインを作成。
自社ブランドを
育てていく。

美味しさと経営を両立する意識

　四国では唯一となる大型の五面加工

門型マシニングセンタ（金属加工の機

械）を導入。材料の仕入れ、切削、溶接、

研磨までを一貫して行えるトップクラス

の総合力を誇りながらも、低コストと短

納期対応を実現することで、競争の激し

い金属加工業界の中でも着実に業績を

伸ばし続けている。

　精巧で高品質な製品たちの活躍は国

内のみならず、世界各地の工場で稼働す

るマシンの重要な部品に。近年では、私

たちが普段手にする某有名飲料メー

カーからもオーダーを受けるなど仕事

の幅は広がり続けている。

　また、とくしま産業振興機構が企画す

る「農工ベストマッチ創出モデル事業」

ではレンコンの鍬を開発。地元に寄り

添った新規事業へもアグレッシブな姿

勢を見せ続けている。

私たちが手にする
　　　　　製品にも栄工！

世界基準の高品質部品を製作

＃機械工 ＃溶接工 ＃事務 ＃営業 ＃研磨
 ＃仕上げ処理 ＃出荷 ＃飲食店(セルフうどん和ぁさん)

どのような職種がありますか？
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