
I
小林さんからの
メッセージを
聞いてみよう！

動画で見る！

「田舎で働く」
という

「生き方」の
ススメ！

　企画広報メディアとデジタルマーケティ
ング、通販受電業務などに携わっています。
インターネットを通して全国各地のお客さま
と接点を持てるのは刺激的です。また店頭で
接客する際は、お客さまの笑顔を毎日見られ
るのがやりがいです。

　鳥取県は人口が少な
い分人々と深くつなが
れて、大自然に囲まれた
生活やアクティビティ
も 楽 し め ま す 。弊 社 は
IJUターン者も多いので
同じ境遇を相談しやす
いですよ。一緒に鳥取の
農と食の素晴らしさを
全国のお客様へお届け
しませんか♪

　会社は八頭町の山の中！ 
すぐに気持ちいい自然を感じ
られる環境で働けます。多様
な業務があり、自分に合う
仕事を見つけやすいのも特長
です。田舎には田舎の良さが
あり、多くの可能性がありま
す。鳥取の魅力を一緒に発信
しましょう！

仕事を通して
鳥取の魅力を
続々発見！

　出身はお隣の兵庫県香美
町。地元から近く、興味が
あった地域学を学べる鳥取
大学に進学しました。鳥取で
の暮らしが気に入ったのと、

「大江ノ郷」の田舎らしさを
生かした事業が魅力的だった
ので、鳥取にとどまって就職
しました。

小林 遥南さん
兵庫県出身
2020年3月入社（3年目）
企画広報メディア 事 専

小飲

鳥取暮らしが気に入って
定住！大自然のなかで
私らしく働く！

休 み の 日 に は 、車 で

ぶらっと鳥取砂丘や

海に行ってリフレッ

シュ。気になるカフェ

へドライブするのも

好きです。

大自然のなかで、リフ
レッシュしながら働け
ます！

ここが

働きやすい
ポイント！

専門職専事務職事 小売業小飲食サービス業飲

有限会社ひよこカンパニー
大江ノ郷自然牧場グループ01 八頭郡八頭町橋本877 / TEL.0858-73-8211

大学で来
た鳥取に

そのまま定
住！

こ ばやし はる な
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I有田さんからの
メッセージを
聞いてみよう！

動画で見る！

　フィギュアを量産する国内唯一の
工場で、国内、海外からのIターンも多い。
好きな人には魅力的な職場だと思いま
す。興味がある人はぜひ一緒に働きま
しょう！ 職員同士も仲が良く、基本的
に土日休みで有給休暇やまとまった休暇
も取りやすい環境です。

　幼いころからプラモデルが好きで、専門
学校で原型制作を学びました。在学中に
この工場に見学に来て自分も生産に携わり
たいと思い、また社員の方々とも打ち解け
て、福岡県からIターン就職。鳥取暮らしも
満喫しています！

　プラモデルチームに所属し、
試作品を組んで検品しています。
不備があれば指示書を出し、最終的
には量産に必要な手配をします。
一プラモファンとして、お客さま
が満足できる品を追求する日々。
アニメの話題で盛り上がれる楽し
い職場です。

　多様な商品を生産するため、さまざま
な製造工程に携われます。アニメやゲーム
など好きなものを語り合えて、好きな
ことを仕事にできる会社です。製造のほか
生産管理、品質管理、工程開発部なども
求人中。いずれも正社員待遇。未経験者
歓迎です。

自分が好きな世界を
とことん楽しめる会社

ジャパン

クオリティの
聖地！

休日は愛車ランエボ10を
駆って、酒蔵や漁港、温泉
巡り。フルスクラッチで
プラモデル制作にも取り
組んでいます。

プラモ　　全開で

働けるって幸せ！

愛

有田 琉真さん
福岡県出身
2021年4月入社（1年目）
生産管理部プラモデルチーム

事 技 専

専門職専技術職技事務職事 製造業製

あちこち遊べる！

砂丘だけと思ったけど…

好きなことを仕事にでき
るので、頑張る力が湧い
てきます！

ここが

働きやすい
ポイント！

製

株式会社グッドスマイルカンパニー
楽月工場02 倉吉市秋善243 / TEL.0858-24-5247

あり た りゅう ま
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正木さんからの
メッセージを
聞いてみよう！

動画で見る！

2019年
新工場建設、
さらに

設備投資予定

オール金髪
も

やってみたい
！

　地元が好きなので、就職は近くで考えていました。私はさまざま
なことをするより、一つの技術を極めたいタイプ。ビック・ツールは
社名は知っていましたが、高校生のとき見学に来て製品や業績を
詳しく知り、ここで働きたいと感じました。

　医療用「月光ドリル」を製造しています。斜め
からでも骨にスッと入る、画期的な製品です。
私は刃の削り出しと検品を担当。医療器具は
精密さに神経を使います。後輩ができたので丁寧
な指導を心がけ、自分の技術もより高めたいと
思います。

　新工場は広々として快適。社員も誠実な
人ばかりで、意見を言いやすい職場です。
ファッション好きとしては、自由なヘアスタ
イルをできるのがうれしい！ 鳥取は地元な
のに知らない場所がたくさん。車を持って
から、魅力再発見を楽しんでいます。

　独自技術を武器に、日吉津
から全国、全世界に勝負を挑
みます。新商品を開発・研究す
る人、精密な製品を製造する
人、シェアを広げる営業など
多様な人材を募集中。女性も
多く活躍しています。私たち
と一緒に挑戦しましょう！

世界中を驚かせている
「月光ドリル」を製作！

車を持って
から、

鳥取の見え
方が

変わりまし
た！

正木 吏玖さん
鳥取県出身
2019年4月入社（3年目）
製造部 製 技

あえて流行をよけたスト

リート系ファッションを

追 求 。天 気 が い い 夜 は 、

愛車のアウディで星空

を見に大山へ行くのが

好きです。

明るく自由な社風。自分
が自分らしくいられる
会社です！

ここが

働きやすい
ポイント！

技術職技製造職製 製造業製

まさ き り く

製株式会社ビック・ツール03 西伯郡日吉津村日吉津38 / TEL.0859-27-1231
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U平田さんからのメッセージを
聞いてみよう！

動画で見る！

ノーリフティングで身体
の負担を軽減！体を壊さ
ない介護を実践！

　私は県外へ進学し、住みやすい鳥取にUターン
しました。空気も良く子育てもしやすく、趣味の
時間も多く取れる良い環境だと思います。こう
ほうえんは地域との関わりが強く、地元に貢献
できる職場です。スタッフはみんな明るく、楽しい
ですよ！

　家族の認知症をきっかけに福祉に興味を持ち、
短大、大学と学んで資格を取得しました。家族や
友だちがいる住みなれた米子で働きたくて、こう
ほうえんへ。就職活動の際にとても丁寧に対応し
てくださり、しっかりした会社だと感じました。

　利用者の方々の生活の
ケアをしています。話せな
い方とも表情やしぐさで
通じ合えると、とてもうれ
しいですね。介護職は利用
者ご本人だけでなく、ご家族
の暮らしを守る仕事でも
あります。そうした面もよ
り知っていただけるよう
努力していきたいと思い
ます。

　介護職は労働条件や体力の面で負荷
が高いイメージがこれまでありましたが、
当法人では身体的負担の軽減に努め、残業
もほとんどなく、ワーク・ライフ・バランス
を重視しています。福祉の仕事は一生
続けられる仕事。人との触れ合いが好き
な方をお待ちしています。

介護で地域に貢献！
利用者とその家族を支える

充実の研修
で

ステップア
ップ！

平田 美鈴さん
鳥取県出身
2018年4月入職（4年目）
介護福祉士・社会福祉士　ユニットリーダー

母と一緒に、大好きな
祖母の介護をしていま
す。最近ラーメンが好き
で、コロナ規制がなけ
れば牛骨ラーメンをよく
食べに行きます。

意見を聞ける
リーダーを
めざします！

介

米子で
働きたく

て、

県外から

Ｕターン

ここが

働きやすい
ポイント！

介護職介 医療・福祉業福

社会福祉法人こうほうえん04 米子市両三柳1400 / TEL.0859-24-3111
福

ひら た み すず

08


