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募集職種　技術職・営業職
初 任 給　220,600円（院卒）
　　　　　201,600円（大卒）
諸 手 当　通勤手当（上限３万円）
　　　　　時間外手当
昇　　給　4月
賞　　与　7月、12月、3月（年3回）
休日休暇　�土、日、祝（ただし祝日のある週の土

曜日は出勤の場合あり、2,3月は土
曜出勤日あり）　年間114日

待遇・福利厚生・社内制度
　　　　　�社会保険各種完備　退職金制度
　　　　　借上げ社宅制度
　　　　　�社内イベント（社員旅行、忘年会、

ボウリング大会、BBQ等）
勤 務 地　滋賀県守山市（本社）
勤務時間　8:45～17:30（休憩45分）
教育制度　新入社員研修
採用実績（大学）
　　　　　�信州大学、福井大学、立命館大学、

同志社大学、龍谷大学
採用実績（年度別人数）
　　　　　�2016年�4名　
　　　　　2017年�4名（予定）

経営理念

　事業はLED照明機器グループ、FA機器グループ、へルスケアグループが
あり、メインのLEDでは画像処理用の照明・電源を製作しています。お客様
の要望に合った照明を提供しており、今までに設計した照明は2万種類以
上になります。また、ヘルスケアは２０１２年７月に�第一種医療機器製造販売
業許可を取得し、より高度な医療機器を製造できるようになりました。

　「私達は会社の発展と社員の幸せを願いメカトロニクスの可能性を追求し
お客様に喜んでいただける製品を提供して社会に貢献します」という経営理
念のもと提案・開発型企業として、お客様の要望に合わせた商品を開発し、
先端技術を駆使して５年～１０年先を見据えた商品の開発にも取り組んでい
きます。

http://www.kkimac.jp

所在地� 〒524-0215
� 滋賀県守山市幸津川町１５５１番地
アクセス� JR守山駅から近江鉄道バス「幸津川バス停」
� 下車すぐ�（守山駅→幸津川：約25分）
TEL� 077-585-6767
FAX� 077-585-6790
設立� 1993年5月20日
資本金� 2,000万円
従業員数� 116名
売上高� 15億円
代表者� 田中　守
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メーカー

社風が合い、
過ごしやすい環境
　大学時代に採用試験
を受けている中で、大学
の先生のすすめもあり、
イマックに興味を持ちまし
た。会社見学をさせていた
だいた際の社内の雰囲気
が良く、自分に合っている
のではないかと思い志望し
ました。入社してからも和

気あいあいとした雰囲気で過ごしやすく、楽しく仕事ができてい
ます。仕事をある程度自由にやらせてもらえる分、責任は伴い、
社会人としても責任感を持つようになりました。

大学で学んだことより、会社で学ぶ
　私は大学で機械システムについて学んでいました。イマック
では学生時代に学んだことはもちろん活かせていますが、それ
だけでなく新たにたくさんのことを学び、大きく成長できていると
思っています。先輩も優しいので、入社当初から何でもわから
ないことは積極的に聞いて吸収していました。先輩のおかげも
あって、大きなミスをすることもなく仕事をこなせています。

好奇心があればどんな方でも
　私たちの仕事は、経験を積んで極めていくものです。仕事に
好奇心や興味を持って追求する方にはとても合うと思います。
社長は優しいですが、技術に対するこだわりは強く、社内一の
技術者。社長から学べることも多いので、設計や開発の仕事
がやりたいという、意欲のある方にはおすすめです。

上杉 真基 さん

LED照明機器グループ　設計部　
照明設計2課　入社4年目

先輩社員の
プライベートに

せまります！

休日の過ごし方、趣味：ゴルフやスポーツ観戦。寝ることも欠かせない。
竹森�雅光さん／LED照明機器グループ　設計部　電源設計課　入社6年目

　会社の仲間や取引先さんとゴルフコンペをすることがあるというイマック。竹森さんは日頃からよく練
習に行き、良い成績を残す努力をされています。またテレビでのスポーツ観戦もよくするスポーツ好きな
竹森さんですが、「寝ることが趣味」という一面も。休日はリフレッシュする良い時間になっているそうです。

滋賀の魅力／働く決め手
　ほど良い田舎なのが気に入っています。ドライブが趣味な
ので、よく琵琶湖の湖岸をドライブし、とても気持ち良くてリフ
レッシュできています。車での通勤の際も、行きと帰りでルート
を変えて運転したりと日頃からドライブを楽しむことができてい
るので滋賀県が好きです。

代表取締役

田中　守 さん

開発型の企業で要望があれば何でも挑戦
　大手エンジニアリング会社を母体に1993年に開発型の企業として守山市今浜町で
創業しました。小さな規模で始め、“大きく育とう”と常に新しいことへと挑戦してきました。
元々私は技術者で、航空機の開発などをしており、イマックを立ち上げるまでは、あらゆる
分野で経験を積み、寝る間を惜しんで働き勉強しました。良い物ができると、必ず買ってく
れる人がいる。そういう想いで今日まで開発を続けています。
　工場の自動化（FA）を提案し、注文を受けて設計・施工をすることが中心ですが、機械
設計・電気設計・パソコンソフト・マイコンソフト・シーケンスソフト・組立に人材が揃っている
ため何にでも挑戦できます。今では全国各地にお客様がいて、守山の地で作った製品を
ご利用いただいております。お客様からの製品の相談や要望があれば、ロット数が少なく
ても、難しくても何でも挑戦します。そうしたニーズへの対応を通して常に時代の流れを感じ
とり、変化に迅速に対応しています。10年、20年と未来につながる事業を考え日々取り組
んでおります。

意欲があればチャンスはあり！
　人を変えるのは難しいですが、積極的に取り組んでいる従業員には成長するチャンスは
平等に与えており、皆まじめにコツコツ取り組んでくれています。
　我社では事業部も多岐に渡っているので全社員が月曜日に集まり週頭会を、又、月に
一度社報を発行しており、私からのメッセージや想いを伝えています。目的や希望を持っ
て、共に努力できる方と頑張っていきたいと思っております。大学の成績や何を学んできた
かは関係なく、意欲のある方ややりたいことがある方には頑張ってもらっています。ひらめき
がある方、趣味がたくさんあったり、行動力のある方はこの仕事に向いていると思うので、
ぜひ挑戦していただきたいです。

メカトロニクスの可能性を追求
常に挑戦し新しい商品開発を

株式会社
イマック

滋賀県守山市幸津川町
１５５１番地

Moriyama

詳細は
WORKしがの
企業情報へ
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募集職種　技術職
初 任 給　大卒　204,000円～
諸 手 当　通勤手当・家族手当・資格手当あり
昇　　給　年1回（6月）
賞　　与　年2回（6月・12月）
休日休暇　�週休2日制（ただし第一土曜日は出勤）、

祝祭日は休日
　　　　　�有給休暇および年末年始・夏季休暇、そ

の他特別休暇の規程あり
待遇・福利厚生・社内制度
　　　　　�社会保険各種完備、退職金制度、制

服貸与、財形預金、各種慶弔見舞金制
度、永年勤続表彰制度（10年・20年・30
年）、社員互助会制度、社宅あり

勤 務 地　�本社（守山市）・営業所（高島市）および
各現場

勤務時間　�8時30分～17時30分（うち1時間�休憩）
教育制度　�入社当初に、実践型人材養成システムよ

るカリキュラムに従い、社外研修および社
内OJT研修あり、一部の資格取得・技能
講習等受講に対し助成金制度あり

採用実績（大学）
　　　　　�法政大学・摂南大学・近畿大学・福山大

学・大阪工業大学・大阪産業大学・京都橘
大学・龍谷大学・京都学園大学・京都産業
大学・立命館大学・愛知学院大学　他�

採用実績（年度別人数）
　　　　　�2016年�1名　2017年�若干名（予定）

http://www.oskc.co.jp

所在地� 〒524-0013
� 滋賀県守山市下之郷二丁目5番8号
アクセス� JR琵琶湖線守山駅からバス「守山中学校前」
� 下車　徒歩約2分
TEL� 077-582-3406
FAX� 077-583-8786
設立� 1969年6月10日
資本金� 1億円
従業員数� 38名
売上高� 17億3,385万円
代表者� 大崎�裕士

社是 経営理念

　滋賀県内を中心に、空気調和設備・給排水衛生設備・消火防災設備な
ど管工事を主体に、電気工事や機械器具設置工事も含めた設備工事一式
の施工管理を行っております。あわせて太陽光発電システムの設置および
オール電化工事の施工なども営業しております。
　病院・学校・環境センターなどの公共施設や、老健施設・工場内設備など
の民間大型施設の設備工事一式を受注し、関係協力会社と協働して建物
設備を作り上げます。

先輩の背中を
見て成長
　大学で電気関係を学ん
できて、太陽光パネルの設
置も行っている大崎設備
工業株式会社でなら、自分
の学んできた知識を活かせ
るのではないかと思い入社
しました。
　今は設備工事一式の
施工管理に就き、やりがい
を持って仕事に取り組ん

でいます。入社当時は初めてのことばかりで、わくわくしていたの
を覚えています。そして、上司や先輩方について現場を回り、指
導を受け、わからないことは積極的に質問をして学んできました。
　現場経験を積み重ねる中で、入社時から一歩前進し、どのよ
うにしたらうまく施工できるかなどを考えて現場を管理できるまで
成長しました。

仕上がった時の達成感のために
　現場により工期は様々ですが、半年以内で終わる現場もあ
れば一年以上続く現場もあります。また、平日が稼働している保
育園や診療所などの施設では時間制限等がある為、一気に作

業しなくてはいけない時もあります。この前の現場では2日間で
80台のエアコンの入れ替えがあり大変でした。でも、現場が終
わった時の達成感は本当に嬉しいもので、この達成感を味わえ
ることが私の仕事のやりがいを感じる時です。この瞬間があるか
ら頑張れます。

さらなるスキルアップを目指して
　この仕事で一番大きく関わる国家資格、一級管工事施工管
理技士の資格を取得しました。実務経験が必要なので、通常の
仕事の中で学ばせてもらったことを活かして取得でき、自分のス
キルアップにも繋がり嬉しく思っています。この他にも土木関係
や電気関係の資格があり、
実務に活かせるものがたくさ
んあります。今後はさらに資格
を取得し、仕事の幅を広げて
いきたいと思っております。

山口 翔平 さん

技術部　入社5年目

充実の
社内行事を

ご紹介！

休日の社内イベント：フットサル部やゴルフ部
　大崎設備工業株式会社ではフットサルやゴルフの同好会があります。休日に集まってス
ポーツをするという仲の良さ。普段は現場に出ていて社内で顔を合わすこともあまりありませ
んが、こうした場で交流を深めています。

滋賀の魅力／働く決め手
　大学時代は大阪に下宿していたのですが、地元の滋賀に
帰りたいという思いがありました。やはり自分が育った土地は
落ち着くし、友だちが多いというのが大きかったです。大崎設
備工業は現場も滋賀県内ばかりで、異動の可能性がなくずっ
と滋賀にいられるというのが決め手となりました。
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あまり顔を合わさない社員同士も会社の目標に向かって
　昭和44年の創業以来、時代の変化に伴って建築物の多様性が進み、創業当時から
の設備業を続けて参りました。
　守山は滋賀県内各地へのアクセスも良く、県内のお客様とたくさんのご縁をいただいて
おります。一度ご縁のあった企業や公共施設への、リニューアルのご提案などもさせてい
ただき、創業以来長くお付き合いをいただいている所もあります。
　現場へ直接出向くことが多く、あまり従業員同士が社内で顔を合わせることがないので
すが、週に1度の朝礼や月に1度の全体会議で私の話とともに社是を唱和し、会社の想
いを共有しております。それが個人の目標にまで落とし込むことができており、会社がひと
つになり目標に向かうことができていると思います。

大切なのは、やりたいと思う心
　私たちの仕事は現場にはじまり現場に終わります。現場管理には信頼関係が大事で
す。信頼関係を築くことは、現場のスムーズな進行はもちろん、メーカーとの取引でも大切
です。そうした人間になるよう、私は人間性の成長を見ています。
　我社では理系文系、さらには学歴も問わず、志の高い方、やりたい気持ちの強い方に
来ていただいています。設備関係の学部、学科はあまり多くありません。入社していちから
学んでもらい成長していただいています。社内勉強会や業界の勉強会にも参加してもら
い、資格の取得も支援しています。
　社内では「次世代会」という名の親睦を深める会も開催し、従業員同士も仲良く、それ
が従業員の定着率の高さにも繋がっていると思います。先輩の背中を見て成長できる職
場環境、従業員が自分のスキルアップをできる環境を創り続けていきたいと思います。

水と空気と光
人の生活に欠かせないものを快適に

代表取締役社長

大崎 裕士 さん

建築

大崎設備工業
株式会社

滋賀県守山市下之郷
二丁目5番8号

Moriyama

一、社会に貢献します。
一、お客様を大切にします。
一、技術の向上につとめます。
一、互いに助けあいます。

われわれは英智を結集して
明るい豊かな住環境を創造し
社会に奉仕する集団である。

詳細は
WORKしがの
企業情報へ
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滋賀の魅力／働く決め手

事業内容

　プラスチックを中心とする包装用・工業用製品の設計開発、製造および
販売を行っています。食品のパッケージやレジ袋等のプラスチックフイルム、
包装用・工業用のテープ、緩衝材、物流資材・機器、自動車や家電製品の
部材など、全国約5千の取引先に３万種類の製品を提供しています。

　甲賀高分子株式会社はパイオニア精神で、研究開発型企業として新しい
高分子素材の展開並びに包創システムを開発し全産業界の繁栄に貢献す
ると共に全社員のより豊かさの実現をめざす。

経営理念

メーカー

http://www.koga-polymer.co.jp

所在地� 〒520-3188
� 滋賀県湖南市石部北1丁目4番26号
アクセス� JR草津線石部駅下車　徒歩約8分
TEL� 0748-77-2456
FAX� 0748-77-5141
設立� 1972年3月10日
資本金� 2,400万円
従業員数� 95名
売上高� 77億円
代表者� 石田�秀幸

募集職種　総合職
初 任 給　213,000円
諸 手 当　�資格手当、住宅手当、扶養手当、通勤手

当など
昇　　給　年１回（４月）
賞　　与　年２回（６月、１２月）　４か月程度
休日休暇　�週休2日制（ただし、毎月第1土曜日は出

勤日。）　年末年始休暇、夏季休暇、リフ
レッシュ休暇など

待遇・福利厚生・社内制度
　　　　　�各種社会保険完備、財形貯蓄、年金基

金、育児休業・介護休業制度、社内旅行
およびレクリエーション、会員制福利厚生
サービス　他

勤 務 地　�滋賀県湖南市、米原市、大阪市北区、東
京都台東区、三重県伊賀市、京都市南
区、群馬県太田市

勤務時間　８：３０～１７：００（休憩６０分）
　　　　　※大阪、東京、京都
　　　　　　9：00～17：30（休憩60分）
教育制度　�新入社員研修、若手スキルアップ研修、

女性活性化研修、階層別研修、商品勉
強会等

採用実績（大学）　
　　　　　�滋賀大学、立命館大学、龍谷大学、近畿

大学、同志社大学、京都産業大学　他
採用実績（年度別人数）　
　　　　　2016年�4名　2017年�3名（予定）

　社内で有志でのボルダリング同好会があるという甲賀高分子株式会社。伊藤さんも後輩に
誘われて参加されているそうです。社員同士がとても仲が良く、休日も一緒に出かけることがあ
るといいます。先輩社員と海外旅行に行ったこともあるそうで休日は学生の頃よりもアクティブ
に過ごされています。

休日の過ごし方、趣味：ボルダリングやバッティング、旅行など
伊藤�聖奈さん／営業管理課��入社9年目

　中学生の頃から住んでいる滋賀県は、京都や大阪へのア
クセスが良く遊びに行くにも最適です。なかでも1番の魅力は
やっぱり住みやすいところ。ほどよく自然があって環境がよく、
長い目で見て生活しやすい良いところだと思っています。同じ
会社で長く働きたいので、住みやすい滋賀県で就職すること
は私の希望でした。

幅広い業種との
関わりに魅力を感じ
　合同説明会に参加して
甲賀高分子株式会社の
ことを知りました。地元滋
賀で安定した経営をしてい
る会社であり、また幅広い
業界の製品を作っている
ため多くの企業から必要と
されているのだと感じまし
た。きっとたくさんの方と接

することができ、この会社でなら社会に貢献していけると思い
決め手となりました。
　入社後は産休、育休から復帰する先輩の姿を見て、私もこ
れからも長く続けたいと思っています。

お客様のご要望を叶える楽しさ
　入社以来ずっと営業管理課で仕事をしています。社内の営
業からお客様のご注文を受け、納品手配を行います。いろいろ
なお客様がおられるので、お客様の望んでおられることを最優
先しご希望にこたえることにやりがいを感じています。たまに心
臓がとまりそうなこともありますが…（笑）スピードを持って、ミス

なく仕事を進める努力をしています。

気配りのできる先輩が目標
　朝礼などで人前で話す機会があったり、プロジェクトチーム
を作って協議して一つのことを進めたりと、様々な成長をする
チャンスをいただいています。年々後輩が増えているなか、だん
だん業務にも慣れ余裕も出てきたので、後輩の見本になれる
ように頑張っていきたいと思います。業務はもちろん、メンタル
面にも気を配って声
をかけられるような
先輩になります。一
緒に働ける方をお
待ちしています！

営業管理課　入社6年目

奥寺 美有希 さん

代表取締役社長

石田 秀幸 さん

日本で一番おもしろい会社
　滋賀県初のプラスチックを主とする専門包装資材の会社を設立して以来、製品やシス
テムの開発を手がけるようになり常に前向きに歩んでまいりました。そんな我社は“日本で
一番おもしろい会社”になることを目指しています。そのためには業界ナンバーワンになり、
業績を上げる必要があります。業績を上げるのは従業員、“人”です。私は人にフォーカスし
て経営をしており、人材育成に特に力を入れています。
　若い従業員向けに「社長塾」を行い、世の中の経済状況や仕事の考え方について講
義することをはじめ、人生設計をゴールから逆算して計画するライフプランづくりを一緒に
考えたりもします。単なる業務の指示ではなく、人として、社会人としての考えを伝えて従業
員の成長に努めています。
　しかし教育といっても堅いことばかりではなく、「仕事だけでなく遊びも一流になれ！」と言
い、プライベートの充実も応援しています。また従業員を家族のように考えているので調子
が良くなさそうな人には「元気？」という声をかけ、お互いに相談にのって助け合う社風を築
いています。これからも皆で成長していき日本で一番おもしろい会社にしていきます。

意志があればチャンスは無限
　我社は滋賀県の女性活躍推進企業認証制度で二つ星を取得し、また昨年「最優秀
将来世代応援企業」に選ばれました。ただこれは取ろうと思って努力してきた訳ではなく、
結果論なのです。採用にも管理職にも、性別による差は設けていません。前向きに頑張る
意欲のある女性が結婚、出産を機に退職するのは本人にも会社にももったいなく、引き続
き活躍してもらえるように働きやすい職場にする努力をしています。その結果が二つ星とな
りました。能力があっても管理職を希望しない人がいるように、その人自身の意志が大きく
左右します。若い女性にもプロジェクトリーダーなどをしてもらいたくさん経験を積んでもらう
ようにしています。

地方の時代を産業で拓く
次代が求める新たな製品開発を

滋賀県湖南市石部北
1丁目4番26号

甲賀高分子
株式会社
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Konan

詳細は
WORKしがの
企業情報へ



採 用 概 要

Interview　先輩社員インタビュー

会社データ 事業内容

17

募集職種　『営業企画』、『予約・フロント』、
　　　　　『接客』
初 任 給　・大学卒/182,800円
　　　　　・短大卒/166,000円
諸 手 当　・職務手当/12,000円
　　　　　※別途該当者のみ、住宅手当、
　　　　　　家族手当等あり
昇　　給　前期実績/概ね基本給の2％から　　　
　　　　　4％
賞　　与　前期実績/基本給1ヶ月
休日休暇　・休日/年間85日
　　　　　・休暇/有給休暇、慶弔休暇有
待遇・福利厚生・社内制度
　　　　　制服貸与、マイカー通勤可
勤 務 地　右記所在地
勤務時間　シフト制/変形労働時間制
教育制度　社内研修、
　　　　　社外研修（各種セミナー他）
採用実績（大学）
　　　　　昨年実績：滋賀大学
採用実績（年度別人数）
　　　　　2016年��大学卒/1名、高卒/2名　
　　　　　2017年��大学卒/3名、高卒/4名
　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）

http://www.hanakaido.co.jp

経営理念

　株式会社国華荘は、おごと温泉にて『びわ湖花街道』という旅館を経営し
てる企業です。
　宿泊業の分類になります。ご存知かも知れませんが今、成長産業といわれ
る観光分野その中でも特に顕著なのが宿泊業です。

　お客様が喜び、社員が幸せになり、会社が豊かになることで地域が発展
する。
　生業を通じて地域に元気を与え、ひいては日本を元気にする。

所在地� 〒520-0101
� 滋賀県大津市雄琴1-1-3
アクセス� JR湖西線おごと温泉駅から徒歩約20分
TEL� 077-578-1075
FAX� 077-578-1011
設立� 1951年3月
資本金� 3,000万円
従業員数� 80名
　　　　　（正社員35名、パート45名）
売上高� 9億2,500万円
　　　　　（2016年5月期）
代表者� 佐藤�祐子

旅館／サービス

“優しく親切に”を
心がけて
　国華荘の社是は「明る
く�楽しく�優しく�親切に　
（丁寧に）」です。その中
でも私は特に優しく親切
におもてなしをすることを
心がけています。優しい心
を持っていると、お客様も
笑顔になり、自分も笑顔に
なり、明るく楽しくにも繋が

ります。花街道で働くようになって、家族にも以前より優しく接
することができるようになった気も…（笑）また社会人になり、責
任感を感じるようになりました。社内でも自分がしっかりしないと
回らないこともあり、お客様に最高のおもてなしをするためにも
責任感を持って頑張っています。

お休みの日も遊びに行く程仲良し
　シフト制なので、全員が揃って出勤することはありません。し
かし部門ごとの会を開いて親睦を深めたり、月に一度のお献
立説明会で意見交換をしたりしています。そうした取組みで、
社内はすごく仲が良いです。従業員同士で休みの日に遊びに

行くことも多く、その予定に合わせてシフトを組んでもらうことも
あります。事前に伝えておけば休みにしてもらえるので、土日が
休みの友だちと合わせることもできます。

女将や若女将を支えられる存在に。
　入社当初から若女将にはすごくお世話になりました。最近で
は後輩もでき、仕事を教えることも増えました。まだまだ上手く
伝えることができているか不安はありますが、自分が教えていた
だいたように丁寧に伝
えていけたらと思ってい
ます。自分を育ててくだ
さった女将や若女将を
支え、頼られる存在なっ
ていきたいと思い、日々
努力しています。

吉谷 成美 さん

CS本部�接客課　入社4年目

先輩社員の
プライベートに

せまります！

自慢できるのは「人」
　我社ではご縁を繋ぐということを大切にしております。人と人とのご縁はもちろん、人と
物、人と土地とのご縁も大切です。
　国華荘から花街道へリニューアルし、女性のお客様に喜んでいただくということに特化
するようになりました。最初は苦労もありましたが、一歩一歩進んで参り、現在では滋賀県
ではたくさんの方に認知いただけるようになってきたかと思っております。そんな花街道が
自慢できるのは「人」です。お客様のおもてなしをする人間性の高い従業員が多くいます。
　お客様への御礼のお手紙や、年賀状など、従業員から手書きのメッセージをお送りして
おります。そうした心を込めたサービスをしている我社の従業員が自慢です。

いちから学んでどこでも通用するスキルを
　旅館というとマナーやしきたりを学んでいないと難しいように思われがちですが、何も専
門的な勉強をされていない方にもたくさん来ていただいています。入社してから2ヶ月は全
部署を回りいろいろな仕事があることを知ってもらいます。約半年程、マンツーマンでの指
導がありますので、そこでいちから学べます。新しく仲間になる人は宝だと私は考え、一人
前になって一緒に働くために丁寧な指導をしています。良いところを伸ばして、誰と接して
も恥ずかしくないような人間になってもらいます。最高のおもてなしができるということは、自
分では気づかないことも多いですが周りが認めるようなスキルを身につけることになります。
　勤務時間の都合上、どうしても出産からの復帰や、子どもがいる方の勤務が難しい現
状はありますが、そこを課題として解決に取り組んでおり、一度ご縁があった従業員には出
産後も戻りやすい環境に整えていくことを目指しております。

社長室�室長

高野 健一郎 さん

新たな仲間は「宝」
どこでも恥ずかしくない人材へ

滋賀県大津市雄琴1-1-3

株式会社
国華荘

Otsu
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滋賀の魅力／働く決め手
　元々飲食店でのアルバイト経験があり、それを活かせるの
ではないかと思い選びました。学校の先生の薦めと、地元で
の就職というところが一番の決め手でした。なかなか友だちと
休日が合わない分、仕事終わりにも友だちと会えるので地元
で就職して良かったと思います。

　大阪出身の橋本さんは滋賀県に住んで8年になられますが、住み始めて徐々に四季折々
の滋賀の魅力に魅了されたそうです。お花見や紅葉狩り、またBBQやスキーといった、季節
のレジャーを楽しんでおられます。お客様にも、一緒に働く仲間にも滋賀を好きになってもらえ
るようにと滋賀の魅力を伝えておられます。

休日の過ごし方、趣味：「滋賀」と遊ぶ
橋本�梨沙さん／若女将��入社8年目
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