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小田 至孝さん

〒719-1133 岡山県総社市中原337-3　TEL 070-5523-1531

【代表者】小田　至孝　【創業】平成27年　【業務内容】釣り人向けジーンズ製造販売

■営業時間／9：00～17：00　■定休日／土・日曜日

https://www.thebackwater.jp/THE BACK WATER AUTHENTIC FISHING DENIMS

濡れないジーンズ　釣り、快適。

当社は普段着にもできるファッショナブ
ルなフィッシングジーンズの企画販売を
行っています。もともと児島の老舗ジーン
ズメーカーに勤務していた知識と経験を
活かし、幼い頃からの趣味である「釣り」と
前職で培った「ジーンズ」とを融合させ
フィッシングデニムブランド「ＴＨＥ　ＢＡ
ＣＫ　ＷＡＴＥＲ」を平成27年9月16日に
開業しました。

開業のきっかけは、自分の趣味である釣
りをしている時、朝露でズボンが濡れてし
まう事がありました。釣りをしていて濡れ
てしまうのは気になるし、雨が降っていな
いのにレインスーツを穿くのも少し面倒。
釣りの後にそのまま買い物や遊びにも出
かけたい。と言う思いがありました。こうし
た自分の経験を基に快適でおしゃれな「濡
れないジーンズ」を作ろうと思い立ったこ
とがきっかけでした。

当社商品のこだわりのポイントは、釣り
人にとって動きやすいストレッチ入りの生
地を使用し、たくさんの物を収納できる大
きなバックポケット、急な雨でも濡れない
撥水加工です。大手釣り具メーカーの衣類

品はもともと仕上がった衣類にそのメー
カーのプリントを施すのが一般的ですが、
当社のものは素材も生地から選んだ完全
オリジナルで、こだわりの商品になります。
また、ジーンズだけではなくカーゴパンツ
やスウェットなどのバリエーションも揃え
ています。

ロゴにもこだわりがあって、実はこのロ
ゴはルアーについているトリプルフックを
イミテーションしたものなんです。普段穿
きにも使える様、釣りを前面に出しすぎな
いようシンプルにしつつ釣りの要素を取り
入れてみました。また、ジーンズの裏のタグ
にも釣り人やミリタリーファンが見たらニ
ヤッとするようなデザインも施してあるの
でぜひ見て欲しいです。

当社の商品は実際に釣りをする人の心
に訴えかけるような商品創りを心がけて
います。商品の良さを感じてもらえたプロ
アングラーの方にも使ってもらったり、そ
のつながりで釣り具メーカーとのコラボ商
品も作らせて頂くこともあります。 

　現在、「釣り」に重点を置いた衣類メー
カーは競合もないため、自社のオリジナリ
ティーを発揮する事ができていると思い
ます。

また、今後は釣りを中心としたジャンル
コラボ、「釣り×キャンプ」や「釣り×ゴルフ」
のような釣りとの他アウトドアとも併用可
能な商品開発も検討中で、釣り人だけでな
く誰にでも愛されるジーンズを目指してい
ます。

その為に第一段階として、「釣りジーンズ
=THE　BACK　WATER」を浸透させ、
日本国内にとどまらず世界中の釣り人に、

「一度穿いたら、手放せない。」メイドイン
OKAYAMAのTHE　BACK　WATERの
フィッシングジーンズを手に取って欲しい
と思います。私の思いがこもったジーンズ
をぜひ手に取ってみて下さい。必ず虜にな
ります！

急な雨でも濡れない撥水加工を施しています

釣り専門誌でも紹介されました。

企
業
紹
介
❶
担
当
　
本
店

スペシャルティコーヒー豆を使用した自家焙煎珈琲の専門店
～ SLOW COFFEE STYLE ～

創業のきっかけは、岡山のカフェに焙煎
士として勤務していた時、総社にふらりと
立ち寄り、旧商店街の雰囲気と珈琲がぴっ
たり合うと思い総社の街が気に入りまし
た。
私の出身は島根県で、土地感はなかった
のですが、総社市を盛り上げていこうとす
る人たちやNPO法人古民家を活用する会
の方々に出会い、これまでのキャリアを活
かした仕事で地域の皆さまとともに歩ん
でいきたいと思い総社の旧商店街へ古民
家をリノベーションし店を構えることを決
意しました。
こだわりは「飲む人にとって素晴らしい
風味、美味しさを感じる珈琲」です。
最近ではコンビニで買う方も多いとは
思いますが、一度当店のスペシャルティ
コーヒーを飲んでいただければ違いは分
かっていただけると思います。
使用している豆は、品質管理が徹底され
た高品質な珈琲豆を信頼のおけるバイ
ヤーを介して仕入れています。届いた珈琲

豆を店内の、オランダ製焙煎機を使
い丁寧かつ繊細に焙煎した後、テイ
スティングしています。
この焙煎には、特に技術が必要で
豆の種類・焙煎度合い・抽出方法に
よって異なる味わいの珈琲が生ま
れ、お客様の嗜好にあった珈琲を提
供することができます。
また、「総社」ではパンの有名店が
多く、市内外からおいしいパンを求
めて来られる方々にも、パンやスイー

ツにあったオリジナルブレンドを作ること
もできます。
この創業を通して、いろんな方に力に
なっていただいたことで、私の持っている
焙煎技術を伝え、仲間を増やしたいと考え
るようになりました。

珈琲の焙煎の良い香りがする街、そんな
ことを想像するとなんだか幸せな気持ち
になります。現在では、店の前を通るだけ
でも声をかけてくれる地元の方々も多い
です。
暖かい人と人との縁に感謝し、総社で創
業できた事は本当によかったと思います。

古民家ならではの暖かさ、刻んできた歴
史と共に是非とも珈琲を味わってみて下
さい。一杯のコーヒーから飲んだ人が少し
でも幸せを感じるものを作っていきたい
と考えています。永く地元の方々に愛され
る、お店を作っていきますので応援よろし
くお願いします。

田村 大輔さん

〒719-1126 岡山県総社市総社1丁目8－7　TEL 0866-34-2096

【代表者】田村大輔　【創業】平成31年　【業務内容】コーヒー豆の卸売・販売

■営業時間／13：00～18：00　■定休日／水曜日

珈琲焙煎所 豆Ｌａb.（まめらぶ） https://www.mamelab-coffee.com/
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スペシャルティコーヒー豆を使用した自家焙煎珈琲の専門店
～ SLOW COFFEE STYLE ～

創業のきっかけは、岡山のカフェに焙煎
士として勤務していた時、総社にふらりと
立ち寄り、旧商店街の雰囲気と珈琲がぴっ
たり合うと思い総社の街が気に入りまし
た。
私の出身は島根県で、土地感はなかった
のですが、総社市を盛り上げていこうとす
る人たちやNPO法人古民家を活用する会
の方々に出会い、これまでのキャリアを活
かした仕事で地域の皆さまとともに歩ん
でいきたいと思い総社の旧商店街へ古民
家をリノベーションし店を構えることを決
意しました。
こだわりは「飲む人にとって素晴らしい
風味、美味しさを感じる珈琲」です。
最近ではコンビニで買う方も多いとは
思いますが、一度当店のスペシャルティ
コーヒーを飲んでいただければ違いは分
かっていただけると思います。
使用している豆は、品質管理が徹底され
た高品質な珈琲豆を信頼のおけるバイ
ヤーを介して仕入れています。届いた珈琲

豆を店内の、オランダ製焙煎機を使
い丁寧かつ繊細に焙煎した後、テイ
スティングしています。
この焙煎には、特に技術が必要で
豆の種類・焙煎度合い・抽出方法に
よって異なる味わいの珈琲が生ま
れ、お客様の嗜好にあった珈琲を提
供することができます。
また、「総社」ではパンの有名店が
多く、市内外からおいしいパンを求
めて来られる方々にも、パンやスイー

ツにあったオリジナルブレンドを作ること
もできます。
この創業を通して、いろんな方に力に
なっていただいたことで、私の持っている
焙煎技術を伝え、仲間を増やしたいと考え
るようになりました。

珈琲の焙煎の良い香りがする街、そんな
ことを想像するとなんだか幸せな気持ち
になります。現在では、店の前を通るだけ
でも声をかけてくれる地元の方々も多い
です。
暖かい人と人との縁に感謝し、総社で創
業できた事は本当によかったと思います。

古民家ならではの暖かさ、刻んできた歴
史と共に是非とも珈琲を味わってみて下
さい。一杯のコーヒーから飲んだ人が少し
でも幸せを感じるものを作っていきたい
と考えています。永く地元の方々に愛され
る、お店を作っていきますので応援よろし
くお願いします。

田村 大輔さん

〒719-1126 岡山県総社市総社1丁目8－7　TEL 0866-34-2096

【代表者】田村大輔　【創業】平成31年　【業務内容】コーヒー豆の卸売・販売

■営業時間／13：00～18：00　■定休日／水曜日

珈琲焙煎所 豆Ｌａb.（まめらぶ） https://www.mamelab-coffee.com/
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山本 剛さん

〒710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺559－3　TEL 086-698-6303

【代表者】山本剛　【創業】平成3年（1991年）　【業務内容】整髪、シェービング、パーマ、ヘッドスパ

■営業時間／9：00～19：00　■定休日／月曜日、第三日曜日

メンズサロン フューチャー

当店は、昔から顔なじみでお客様の好
みの髪型などが分かっている理容専門店
として営業しています。

最近は若年男性を中心に美容室の利用
が進んで、当店のような理容店は減ってき
ています。

そこで当店は整髪、シェービング、パー
マ、ヘッドスパの施術にも磨きをかけた付
加価値型サロンを展開し、お客様の悩み
を丁寧に伺い施術を行っています。

平成3年に真備町に店を構え30年が経
とうとしていますが、その間には、平成30
年7月の西日本豪雨で店舗が水没しまし
た。

泥だらけになった店内を見たとき廃業
も頭をよぎりましたが、たくさんのお客様
から、「フューチャー、今後も続けてくれる
んよな！」と声をかけていただき、使い慣
れたハサミや鏡が残っていたことも、背中
を押してくれました。

当時は、無我夢中で片付けを行っていま
したが、水没を免れた2階で散髪のみ簡易
的なサービスを始めました。

宣伝などはしていなかったのですが、口

コミにより多くのお客様が来てください
ました。

この時の経験は、とてつもなく苦しい
記憶ですが、「お客様や地域の方々に支え
ていただいている」ことを改めて認識でき
たと思っています。

この経験を生かし生まれ育った真備町
で店舗を再開することが地域への貢献に
繋がるのではないかと思い、被災から5ヵ
月後の平成3 0年12月に、リニューアル
オープンし、店内には仮店舗で営業してい
た頃のお客様との写真を展示していま
す。

被災後は、髪の悩みやストレスもあるお
客様に対し、癒しも提供したいと考えるよ
うになり、マッサージチェアを導入して何
気ないおしゃべりを楽しんでもらってい
ます。

何気ないおしゃべりをしながら、日常が
戻ってきたことを噛締めています。

創業当初に「地域の皆様と協力し合い
より良い未来を作っていきたい」と名づけ
た店名「フューチャー」は、真備町の復興
への想いも乗せて「Hand in hand for 
the future。手に手をとって未来へ」と繋
がっています。

店内にもデザイナーの知人がデザイン
した 、の ぼ り旗 やス テッカ ー を 飾 り 、

「フューチャー」は真備町で支えて下さっ
たお客様や地域の皆様へ貢献できる店で
あり続けられるよう、これからも愛される
店づくりをしていきます。

是非、復興中の真備町へお越しいただ
き、当店で癒しとおしゃべりを楽しんでみ
て下さい。お待ちしています。

この先年齢を重ねていくにあたり、更なるリラクゼーション、
コミュニケーションの場となる努力をしたい。
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自動車から自転車・バイクまで幅広い品揃え！お客様一人一人
のニーズに合った商品を提供する「地域密着経営！！」

当社は、スズキ車をメインに自動車・自
転車・原付バイク及び付属品を多く取り揃
えています。学校指定店となっているの
で、通学用自転車の販売・整備やヘルメット
なども取り扱っています。さらに、高齢化の
進む真備町で需要が増えている「シニア
カー」の販売や修理も取扱い、この地域に
フィットした自動車販売店を目指していま
す。
平成29年、当時勤務していた田村モー
タースズキ販売有限会社の社長が引退・廃
業を決断されました。私は、社長のお客様
を大切に思う心と、お客様にとっても、自
分にとっても居心地の良いこの場所を守り
続けたいと思い、「田村モーター」の名前を
いただき、新たに「田村モーターサービス」
としてスタートしました。
整備士専門学校を卒業して13年、磨き上
げてきた技術に自信を持っています。それ
を多くのお客様が信頼してくださっている
ことが一番の強みと思っています。前社長
の頃からのお客様が変わらず足を運んで

下さったり、初めてお越しいた
だく方も増えてきている、この
ような状況をとても誇らしく
思います。
平成30年7月豪雨災害で被
災し、店頭に置いていた車やバ
イク、自転車だけでなく、店内
も泥水で覆われ天井も落ちて
しまい、過去から築き上げてき
たものを一瞬で失いました。
最初は再建することを諦め

ていましたが、そこでもう一度頑張ろうと
思えたのは「お客様」の存在でした。
一緒になって片付けをして下さったり、
車の購入やメンテナンスの依頼などを、被
災して町外に移ってもなお頼ってくれるお
客様の存在が事業をもう一度始める原動
力となりました。

お客様のあらゆるニーズに対応し、少し
でも恩返しをしていきたいと思います。　
真備町も高齢者が多い地区ですが、交通
事情を考えると、自動車は無くてはならな
い存在です。地域柄農業を営んでいる人も
多く、農機具を運ぶために軽トラックを貸

してほしいとの依頼もよくあります。
今後は新たにレンタカー事業にも取り
組み、地域と、そこに暮らす皆様との繋が
りをさらに強く、「トータルライフサポー
ト」の役割を担っていきたいと考えていま
す。

 門野 辰彦さん

〒710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田862-4　TEL 086-698-0126　FAX.086-698-7640

【代表者】門野 辰彦　【創業】平成29年　【業務内容】自動車販売整備

■営業時間／10：00～19：00 ■定休日／日曜日・祝日・不定休　■自動車整備・販売

田村モーターサービス
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山本 剛さん

〒710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺559－3　TEL 086-698-6303

【代表者】山本剛　【創業】平成3年（1991年）　【業務内容】整髪、シェービング、パーマ、ヘッドスパ

■営業時間／9：00～19：00　■定休日／月曜日、第三日曜日

メンズサロン フューチャー

当店は、昔から顔なじみでお客様の好
みの髪型などが分かっている理容専門店
として営業しています。

最近は若年男性を中心に美容室の利用
が進んで、当店のような理容店は減ってき
ています。

そこで当店は整髪、シェービング、パー
マ、ヘッドスパの施術にも磨きをかけた付
加価値型サロンを展開し、お客様の悩み
を丁寧に伺い施術を行っています。

平成3年に真備町に店を構え30年が経
とうとしていますが、その間には、平成30
年7月の西日本豪雨で店舗が水没しまし
た。

泥だらけになった店内を見たとき廃業
も頭をよぎりましたが、たくさんのお客様
から、「フューチャー、今後も続けてくれる
んよな！」と声をかけていただき、使い慣
れたハサミや鏡が残っていたことも、背中
を押してくれました。

当時は、無我夢中で片付けを行っていま
したが、水没を免れた2階で散髪のみ簡易
的なサービスを始めました。

宣伝などはしていなかったのですが、口

コミにより多くのお客様が来てください
ました。

この時の経験は、とてつもなく苦しい
記憶ですが、「お客様や地域の方々に支え
ていただいている」ことを改めて認識でき
たと思っています。

この経験を生かし生まれ育った真備町
で店舗を再開することが地域への貢献に
繋がるのではないかと思い、被災から5ヵ
月後の平成3 0年12月に、リニューアル
オープンし、店内には仮店舗で営業してい
た頃のお客様との写真を展示していま
す。

被災後は、髪の悩みやストレスもあるお
客様に対し、癒しも提供したいと考えるよ
うになり、マッサージチェアを導入して何
気ないおしゃべりを楽しんでもらってい
ます。

何気ないおしゃべりをしながら、日常が
戻ってきたことを噛締めています。

創業当初に「地域の皆様と協力し合い
より良い未来を作っていきたい」と名づけ
た店名「フューチャー」は、真備町の復興
への想いも乗せて「Hand in hand for 
the future。手に手をとって未来へ」と繋
がっています。

店内にもデザイナーの知人がデザイン
した 、の ぼ り旗 やス テッカ ー を 飾 り 、

「フューチャー」は真備町で支えて下さっ
たお客様や地域の皆様へ貢献できる店で
あり続けられるよう、これからも愛される
店づくりをしていきます。

是非、復興中の真備町へお越しいただ
き、当店で癒しとおしゃべりを楽しんでみ
て下さい。お待ちしています。

この先年齢を重ねていくにあたり、更なるリラクゼーション、
コミュニケーションの場となる努力をしたい。
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「小さな酪農家のまじめなおいしさ」

わが社がジェラート販売に至るまでの
経緯
平成9年、エサ代の高騰や乳製品の価格
低下等により酪農業全体で景気が落ち込
んだ時期に、私は北海道の酪農大学を卒業
し、3代目として経営に参加しました。
わが社は牧草地を所有しておらず、簡単
に牛の頭数が増やせない中、我々に何がで
きるかを社内会議で何度も案を出し合い、
辿り着いたのが商品に付加価値を見出す
ことでした。そして何度も試行錯誤を重ね
た結果、翌年ついにある商品が誕生しまし
た。
それがわが社で搾ったミルクを使った
ジェラートです。一酪農家が製造から販売
までを行うのは岡山県、初のことであり、
雑誌取材のインタビューも度々あり、安富
牧場の知名度は一気に上がりました。
ジェラートの味も日々改良を重ね、今で
は季節限定商品含め多くのバリエーション
を取り揃えております。季節感溢れるパ
フェやクレープ販売も行っており、ジェ

ラートとの相性もバッチリです
ので是非一度ご賞味下さい。
さらにさまざまな場所で味
わって頂きたいとの思いから、
県下イベント会場に出店し、ソ
フトクリームやジェラートの販
売も行っています。お見かけの
際には是非一度お立ち寄り下
さい。

わが社のモットーでありプライド
わが社がジェラートや牛乳の販売で第一
に考えているのが、「おいしい」の上に「安
心・安全」を加えてお客様にご提供すること
です。
ジェラートや牛乳の味、つまり生乳に大
きな影響を与えているのが牛の体調やスト
レスです。わが社は24時間体制で牛の体調
管理を行い、搾乳時にも極力ストレスを与え
ないことをモットーにやっています。牛も
我々と同じで個性もあるし日によって体調
も違います。牛ごとの性格に対応した搾乳
方法でストレスフリー生乳はおいしいジェ
ラート・牛乳になるという考えで日々搾乳し
ております。
昨年、「もっと安心安全な牛乳を届けた
い」その思いから、国の衛生管理プログラム
「農場HACCP」の民間農場初となる認証を
取得しました。
認証取得により製品に認証マークを表示し
て販売が可能になったことでお客様により一
層の安全性を知ってもらうことができます。

「お客様が直接口にする商品を作ってい
る」このプライドを私は持ち、酪農を取り巻
く環境が厳しい中でも、その思いの実現に
は一切の妥協は許しません。

わが社の喜びやこれから
我々の何よりの喜びであり励みはジェ
ラートを食べているお客様の笑顔をみる
ことです。
是非一度、わが社の自慢の牛や馬、ウサ
ギに会いに来てください。ミルミル（馬）や
ウサギのエサやり体験で直接触れ合うこ
ともできるのでお子様も楽しめますよ。そ
れにお答えするには日々の地道な牛との
向き合いが大事だと思っています。わが社
は「足守」でこれからもずっと事業を続け
ていきたいと思っています。これからもお
客様のニーズの変化に対応しながら努力
や改善を惜しまず、今までのお客様には感
謝とより一層のおいしさと安心を届けた
いと思っています。これからも沢山のお客
様との出会いを楽しみに、「安心・安全」を
モットーにさらなる夢の実現に挑戦しま
す。

代表取締役 安富 照人さん

〒701-1464 岡山県岡山市北区下足守402-3　TEL 086-295-0394　FAX 086-295-2426

【代表者】安富照人　【創業】昭和42年3月　【業務内容】酪農業　牛乳：アイスクリーム製品 製造・販売

■営業時間／3月～10月は10：00～18：00　11月～2月は10：00～17：00　■年中無休（12/31～1/2と1月2月の水曜日除く）

https://www.yasu-tomi.com/有限会社 安富牧場

理事長 吉川 寿さん　園長 森田 幸子さん

〒701-1345 岡山県岡山市北区新庄上1357　TEL 086-259-0670　FAX.086-259-0671

〒701-1463 岡山県岡山市北区足守2389　TEL 086-230-7120　FAX.086-230-7121

【理事長】吉川 寿　【開園】昭和63年11月　【業務内容】保育園
■営業時間／7：15～18：15（延長保育18：15～19：15）日・祝日休園

■営業時間／7：15～18：15（延長保育18：15～18：45）日・祝日休園

http://www.mominokikko.com/社会福祉法人 子育てサポートもみの木 もみの木保育園

http://www.as-mominoki.com/特定非営利活動法人 子育てサポートもみの木 足守もみの木保育園

自然豊かな里山、なかまと存分に遊んで『生きる力の根っこ』
を育てます。
「仲間と一緒に夢中で遊びきった子ども
は、好奇心旺盛に物事に集中して取り組む
ことができるようになります。そして人と
かかわる力、コミュニケーション力をしっ
かり身に着け、人を信頼していきます。そ
の体験を通じて自分の力を信じる心をも
育んでいきます。」と園長の森田先生は言
われます。
1988年11月、もみの木保育園は、岡山市
北区足守の農家を借り、父母と職員が力を
合わせて運営する認可外共同保育園とし
て開園しました。

「自然の中で存分に遊んで育つ子ども時
代を満喫できる保育園を」との理念を掲げ
た埼玉県深谷市のさくら・さくらんぼ保育
園の保育に共感し、同園も同じ理念のもと
で運営してきました。
開園当時は園長含めた3名体制から始ま
り、目指している保育を実践するまで時間
がかかりました。徐々に保育方針にご賛同
いただける父母や支援者も増え、2003年
にはNPO法人の運営となりました。さら
に、2016年には社会福祉法人を設立し、自
然豊かな造山古墳のふもとの岡山市北区

新庄上に岡山市の認可保育園として「もみ
の木保育園」を再スタートさせました。
ここでも、足守の保育園と同様に仲間と
共にたっぷり遊べる敷地面積4481.83㎡
の広大な自然空間の中で、はだしで大地を
つかみ、泥んこになり、植物や生き物に触
れ、四季を肌で感じながら、仲間と共に身
体を動かしコミュニケーションをとる【五
感を育てる】保育を大事にしています。

もみの木保育園では給食室（調理場）が
あり、季節、旬の野菜を使い完全手作りの
食事やおやつを出しています。時候の良い
時には庭でも食事をします。子どもたちが
畑で野菜づくりをしたり、給食の配膳や準
備も手伝い、食べることの大切さを生活
習慣の中で知ることが出来ると思ってい
ます。
本当によく食べよく寝て笑顔が絶えま
せん。これだけ外で自由に遊んでいるのだ
から、家へ帰ったら夜はぐっすり寝ている
と思いますよ。こんな保育園がどんどん増
えていけばいいなと思って頑張ってい
ます。

「もみの木保育園」を新庄上地区で開園
する際にも地域住民の皆様は、子どもたち
の声が聞こえて元気が出るなど、とても好
意的に受け入れていただき、皆様のご協力
には本当に感謝しております。
嬉しいことに年々、地元の子どもたちの
入園数も増え、地域に根差した保育園に
なってきました。今後も地域住民の方々と
共に未来を担う子どもが育つ保育園の運
営を行っていきたいと思っています。
【自然と触れ合い人としての基礎を育て
る】＝【生きる力の根っこを育てる】このよ
うな環境で子育てをしたいと考えている
方は、一度見学に来てみて下さい。
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「小さな酪農家のまじめなおいしさ」

わが社がジェラート販売に至るまでの
経緯
平成9年、エサ代の高騰や乳製品の価格
低下等により酪農業全体で景気が落ち込
んだ時期に、私は北海道の酪農大学を卒業
し、3代目として経営に参加しました。
わが社は牧草地を所有しておらず、簡単
に牛の頭数が増やせない中、我々に何がで
きるかを社内会議で何度も案を出し合い、
辿り着いたのが商品に付加価値を見出す
ことでした。そして何度も試行錯誤を重ね
た結果、翌年ついにある商品が誕生しまし
た。
それがわが社で搾ったミルクを使った
ジェラートです。一酪農家が製造から販売
までを行うのは岡山県、初のことであり、
雑誌取材のインタビューも度々あり、安富
牧場の知名度は一気に上がりました。
ジェラートの味も日々改良を重ね、今で
は季節限定商品含め多くのバリエーション
を取り揃えております。季節感溢れるパ
フェやクレープ販売も行っており、ジェ

ラートとの相性もバッチリです
ので是非一度ご賞味下さい。
さらにさまざまな場所で味
わって頂きたいとの思いから、
県下イベント会場に出店し、ソ
フトクリームやジェラートの販
売も行っています。お見かけの
際には是非一度お立ち寄り下
さい。

わが社のモットーでありプライド
わが社がジェラートや牛乳の販売で第一
に考えているのが、「おいしい」の上に「安
心・安全」を加えてお客様にご提供すること
です。
ジェラートや牛乳の味、つまり生乳に大
きな影響を与えているのが牛の体調やスト
レスです。わが社は24時間体制で牛の体調
管理を行い、搾乳時にも極力ストレスを与え
ないことをモットーにやっています。牛も
我々と同じで個性もあるし日によって体調
も違います。牛ごとの性格に対応した搾乳
方法でストレスフリー生乳はおいしいジェ
ラート・牛乳になるという考えで日々搾乳し
ております。
昨年、「もっと安心安全な牛乳を届けた
い」その思いから、国の衛生管理プログラム
「農場HACCP」の民間農場初となる認証を
取得しました。
認証取得により製品に認証マークを表示し
て販売が可能になったことでお客様により一
層の安全性を知ってもらうことができます。

「お客様が直接口にする商品を作ってい
る」このプライドを私は持ち、酪農を取り巻
く環境が厳しい中でも、その思いの実現に
は一切の妥協は許しません。

わが社の喜びやこれから
我々の何よりの喜びであり励みはジェ
ラートを食べているお客様の笑顔をみる
ことです。
是非一度、わが社の自慢の牛や馬、ウサ
ギに会いに来てください。ミルミル（馬）や
ウサギのエサやり体験で直接触れ合うこ
ともできるのでお子様も楽しめますよ。そ
れにお答えするには日々の地道な牛との
向き合いが大事だと思っています。わが社
は「足守」でこれからもずっと事業を続け
ていきたいと思っています。これからもお
客様のニーズの変化に対応しながら努力
や改善を惜しまず、今までのお客様には感
謝とより一層のおいしさと安心を届けた
いと思っています。これからも沢山のお客
様との出会いを楽しみに、「安心・安全」を
モットーにさらなる夢の実現に挑戦しま
す。

代表取締役 安富 照人さん

〒701-1464 岡山県岡山市北区下足守402-3　TEL 086-295-0394　FAX 086-295-2426

【代表者】安富照人　【創業】昭和42年3月　【業務内容】酪農業　牛乳：アイスクリーム製品 製造・販売

■営業時間／3月～10月は10：00～18：00　11月～2月は10：00～17：00　■年中無休（12/31～1/2と1月2月の水曜日除く）

https://www.yasu-tomi.com/有限会社 安富牧場

理事長 吉川 寿さん　園長 森田 幸子さん

〒701-1345 岡山県岡山市北区新庄上1357　TEL 086-259-0670　FAX.086-259-0671

〒701-1463 岡山県岡山市北区足守2389　TEL 086-230-7120　FAX.086-230-7121

【理事長】吉川 寿　【開園】昭和63年11月　【業務内容】保育園
■営業時間／7：15～18：15（延長保育18：15～19：15）日・祝日休園

■営業時間／7：15～18：15（延長保育18：15～18：45）日・祝日休園

http://www.mominokikko.com/社会福祉法人 子育てサポートもみの木 もみの木保育園

http://www.as-mominoki.com/特定非営利活動法人 子育てサポートもみの木 足守もみの木保育園

自然豊かな里山、なかまと存分に遊んで『生きる力の根っこ』
を育てます。
「仲間と一緒に夢中で遊びきった子ども
は、好奇心旺盛に物事に集中して取り組む
ことができるようになります。そして人と
かかわる力、コミュニケーション力をしっ
かり身に着け、人を信頼していきます。そ
の体験を通じて自分の力を信じる心をも
育んでいきます。」と園長の森田先生は言
われます。
1988年11月、もみの木保育園は、岡山市
北区足守の農家を借り、父母と職員が力を
合わせて運営する認可外共同保育園とし
て開園しました。

「自然の中で存分に遊んで育つ子ども時
代を満喫できる保育園を」との理念を掲げ
た埼玉県深谷市のさくら・さくらんぼ保育
園の保育に共感し、同園も同じ理念のもと
で運営してきました。
開園当時は園長含めた3名体制から始ま
り、目指している保育を実践するまで時間
がかかりました。徐々に保育方針にご賛同
いただける父母や支援者も増え、2003年
にはNPO法人の運営となりました。さら
に、2016年には社会福祉法人を設立し、自
然豊かな造山古墳のふもとの岡山市北区

新庄上に岡山市の認可保育園として「もみ
の木保育園」を再スタートさせました。
ここでも、足守の保育園と同様に仲間と
共にたっぷり遊べる敷地面積4481.83㎡
の広大な自然空間の中で、はだしで大地を
つかみ、泥んこになり、植物や生き物に触
れ、四季を肌で感じながら、仲間と共に身
体を動かしコミュニケーションをとる【五
感を育てる】保育を大事にしています。

もみの木保育園では給食室（調理場）が
あり、季節、旬の野菜を使い完全手作りの
食事やおやつを出しています。時候の良い
時には庭でも食事をします。子どもたちが
畑で野菜づくりをしたり、給食の配膳や準
備も手伝い、食べることの大切さを生活
習慣の中で知ることが出来ると思ってい
ます。
本当によく食べよく寝て笑顔が絶えま
せん。これだけ外で自由に遊んでいるのだ
から、家へ帰ったら夜はぐっすり寝ている
と思いますよ。こんな保育園がどんどん増
えていけばいいなと思って頑張ってい
ます。

「もみの木保育園」を新庄上地区で開園
する際にも地域住民の皆様は、子どもたち
の声が聞こえて元気が出るなど、とても好
意的に受け入れていただき、皆様のご協力
には本当に感謝しております。
嬉しいことに年々、地元の子どもたちの
入園数も増え、地域に根差した保育園に
なってきました。今後も地域住民の方々と
共に未来を担う子どもが育つ保育園の運
営を行っていきたいと思っています。
【自然と触れ合い人としての基礎を育て
る】＝【生きる力の根っこを育てる】このよ
うな環境で子育てをしたいと考えている
方は、一度見学に来てみて下さい。
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代表取締役 井田 直巳さん

〒719-1312 岡山県総社市種井504-2　TEL 0866-99-1818　FAX.0866-99-1544

【代表者】井田 直巳　【創業】昭和50年8月　【業務内容】建設業

■営業時間／8：00～17：00　日曜、隔週土曜日、GW・夏季休暇・年末年始休暇

http://idakensetsu.co.jp/井田建設有限会社

良質の素材と伝統工法にこだわった「あなただけの家」

『住んでみて本当に心地良い家です
ね』
引き渡しより数年が経った頃、あるお客
様からそんなありがたいお言葉をいただ
きました。当たり前のことですが、そう言っ
ていただけることは私たち作り手側にとっ
て、何よりも幸せなことです。
創業依頼、お客様とは長年に渡るお付き
合いをさせていただけるよう努めてきまし
た。だから今でも、昔からのお客様よりリ
フォーム等のご依頼をいただけることをう
れしく思います。
わが社の家づくりは、伝統的な木造軸組
工法です。

設計も自在に対応し、家族構成や生活ス
タイルに合わせた間取りを、お客様のご要
望を元にご提案しています。引渡し後のア

フターフォローにも積極的に対応している
ので、10年後でも、20年後でも、責任を持っ
てメンテナンスに伺います。
外壁は防火性や断熱性に優れた、へーベ
ルパワーボードを主に使っています。2階の
床には、ユカテック（防音床下地材）を使用
し、階下への足音など気になる音を低減さ
せています。
受注は、今までの施主様が紹介してくだ
さることも多く、地元の昭和地区でもたく
さんのお客様に仕事をいただいておりま
す。

『技を引き継いでいく難しさ』
私が10代の頃、大阪の会社で働いてい
る時に、地元で大工をしている従兄弟から
「岡山へ帰ってきて大工をしないか。」との
誘いがあり、とりあえず大工の見習いから
始めたのがきっかけでした。
その後、30代で独立し、毎日が忙しかっ
たのですが、完成した物件を見るたびに仕
事の達成感で一杯だったことを覚えてい
ます。
今は、墨をつけて木材を刻むことがなく
なり、以前よりは楽になった分、技術を伝
承する機会が少なくなりました。
それでも、長年わが社へ勤務する職人
は、技術を習得しており、お客様の立場に
立って物事を考えるから、安心して仕事を
任せられます。
専務と同時期に入社した職人さんも専
務の片腕としてわが社に従事してくれてい
ます。

後継者の専務は、信用金庫の「若手経営
者塾」に参加して着実に経営者としてのノ
ウハウを身に着けてくれています。
今は、こういう職人の人手不足に頭を悩
ませています。是非、手に職を付けたい方
などおられましたら一緒に家づくりをして
みませんか。
これからもお客様に、住んでみて本当の
心地よさを実感してもらえるような家づく
りを目指していきます。
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ワンストップサービス
弊社は国産車や輸入車の新車・中古車販
売、車検や点検・故障等の一般整備、板金
塗装、レンタカー、カーリース、クルマ買取、
自動車保険の取り扱いまで、クルマの事な
ら何でも当社で完結出来る「ワンストップ
サービス」を提供しております。
平成30年にはスチームまるごと車内洗
浄機を導入し車内クリーニングサービスを
開始。「パーツをネットで購入したものの取
付けが自分で出来ない」等のニーズへの細
やかな対応など、サービスの付加価値向上
に努めております。

安心・納得のメンテナンス
弊社は中国運輸局認証整備工場であり、
2級整備士が2名常駐しています。中古車
はどれも一点物であり、前オーナー様の使
用状況やメンテナンスの頻度によって車両
状態の違いがはっきりと分かれますが、外
装に傷があるものはきっちり補修を行い、
室内やシートの汚れは丁寧にクリーニング

を実施しすることで納得の品質に仕上げ
ています。中古車の一番の心配事は購入後
の故障等のトラブル。弊社が販売する中古
車は、納車時にバッテリーや油脂類、ブ
レーキ廻り等の消耗品も自社の基準に満
たないものを交換し、万全な整備を行うこ
とはもちろん、全車12か月・24か月点検、中
古車に12か月走行距離無制限の保証を付
けています。スタッフの高い整備技術は自
慢のひとつです。自社として納得のいく商
品を販売し、細やかでタイムリーなアフ
ターフォローを行います。お客様のカーラ
イフの心配事を一つでも減らしていくこと
に強いやりがいを持つスタッフが揃ってい
ることこそが弊社の最大のセールスポイン
トと考えています。

多様化への対応・熱い思い
今回掲載の話を頂き、思い描く未来像に
ついて改めて考える機会となりました。若
い世代の方は車に興味がないと言われて
いますが、決してそうではないと思ってい

ます。クルマの購入・維持にお
金をかける金額が減ってきて
いるのは事実ですが、運転をす
る人が減ってきているわけで
はありません。特に地方では、
まだまだ移動手段の中心はク
ルマです。平成26年にレンタ
カー事業を始めたのも、所有は
せずとも必要なクルマを必要
な時にだけ利用できるサービ
スを展開することでカーライ

フをより身近に感じてもらいたいとの思い
からです。

運転免許を取得したばかりの10代の頃
は、「早くクルマが欲しい」「あのクルマに
乗ってみたい」というクルマに対する強い
憧れを抱いていました。そしてその気持ち
は、年を重ねた今でも色褪せる事なく持ち
続けています。私の持つクルマに対するワ
クワク感を、少しでも多くの人たちに伝え
られるようなカーライフアドバイスを続け
ていくことが、私そして弊社の理想の未来
像だと確信しています。

かかりつけ整備工場
弊社は地域の皆様に支えられ、創業37
年目を迎える事が出来ました。私のモッ
トーでもあり、弊社のコンセプトは「わかり
やすく、明確に」。カーライフアドバイスを
通じて築くお客様との信頼関係を第一に
考え、小規模ではありますが常にスタッフ
の顔が見える、小回りの利く地域にとって
必要なお店　＝　皆様の愛車の「かかりつ
け整備工場」であり続けられるよう、これ
からも惜しまぬ努力を続けてまいります。

代表取締役 佐野 秀人さん

〒719-1135 岡山県総社市溝口２-１　TEL 0866-93-5688　FAX 0866-93-5488

【代表者】佐野秀人　【創業】58年9月　【業務内容】自動車販売・車検整備・レンタカー事業

■営業時間／9：00～19：00　■定休日／年末年始

http://www.sanoauto.co.jp/株式会社 さのオートセンター

クルマの事なら何でもお任せ！！
皆様の愛車の「かかりつけの整備工場」を目指し日々奮闘中！！

代表取締役 井田 直巳さん

〒719-1312 岡山県総社市種井504-2　TEL 0866-99-1818　FAX.0866-99-1544

【代表者】井田 直巳　【創業】昭和50年8月　【業務内容】建設業

■営業時間／8：00～17：00　日曜、隔週土曜日、GW・夏季休暇・年末年始休暇

http://idakensetsu.co.jp/井田建設有限会社

良質の素材と伝統工法にこだわった「あなただけの家」

『住んでみて本当に心地良い家です
ね』
引き渡しより数年が経った頃、あるお客
様からそんなありがたいお言葉をいただ
きました。当たり前のことですが、そう言っ
ていただけることは私たち作り手側にとっ
て、何よりも幸せなことです。
創業依頼、お客様とは長年に渡るお付き
合いをさせていただけるよう努めてきまし
た。だから今でも、昔からのお客様よりリ
フォーム等のご依頼をいただけることをう
れしく思います。
わが社の家づくりは、伝統的な木造軸組
工法です。

設計も自在に対応し、家族構成や生活ス
タイルに合わせた間取りを、お客様のご要
望を元にご提案しています。引渡し後のア

フターフォローにも積極的に対応している
ので、10年後でも、20年後でも、責任を持っ
てメンテナンスに伺います。
外壁は防火性や断熱性に優れた、へーベ
ルパワーボードを主に使っています。2階の
床には、ユカテック（防音床下地材）を使用
し、階下への足音など気になる音を低減さ
せています。
受注は、今までの施主様が紹介してくだ
さることも多く、地元の昭和地区でもたく
さんのお客様に仕事をいただいておりま
す。

『技を引き継いでいく難しさ』
私が10代の頃、大阪の会社で働いてい
る時に、地元で大工をしている従兄弟から
「岡山へ帰ってきて大工をしないか。」との
誘いがあり、とりあえず大工の見習いから
始めたのがきっかけでした。
その後、30代で独立し、毎日が忙しかっ
たのですが、完成した物件を見るたびに仕
事の達成感で一杯だったことを覚えてい
ます。
今は、墨をつけて木材を刻むことがなく
なり、以前よりは楽になった分、技術を伝
承する機会が少なくなりました。
それでも、長年わが社へ勤務する職人
は、技術を習得しており、お客様の立場に
立って物事を考えるから、安心して仕事を
任せられます。
専務と同時期に入社した職人さんも専
務の片腕としてわが社に従事してくれてい
ます。

後継者の専務は、信用金庫の「若手経営
者塾」に参加して着実に経営者としてのノ
ウハウを身に着けてくれています。
今は、こういう職人の人手不足に頭を悩
ませています。是非、手に職を付けたい方
などおられましたら一緒に家づくりをして
みませんか。
これからもお客様に、住んでみて本当の
心地よさを実感してもらえるような家づく
りを目指していきます。
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「芳」賀の地で育てた「桃」の「香」を全国の皆様に広めたい

私たちの桃づくりは自然そのものの良
さを残し、桃の木の様子を見ながら必要に
応じて人の手を加え、木の成長を促す「里
山式栽培」で生産しています。

年が明けた1月頃から日光の当たり具合
や一本の木になる実の量を計算して摘蕾
作業を行うことで、実によって当たり外れ
がない甘みの強い桃が育ちます。

桃の木や土地に目を向け冬場から地道
に手入れをすることで、根本から枝の先ま
で栄養が行き届きます。

こうした努力により、シーズンの終わり
頃に味が落ちると言われている桃に比べ、
私たちが手塩にかけて育てた桃はシーズ
ンを通して品質がおちることはなくお客
様にお届けする事ができています。

父は桃農家として長年桃の栽培をして
いましたが、私は岡山市北区芳賀で土木建
設業者として独立して働いていました。

景気の浮き沈みに業況が大きく左右さ
れることに悩んでいましたが、そんな時友
人から「先代の父が育てていた桃の栽培を
再開してはどうか」との話もあって、私の生
まれ育った地元の清水地区で桃の栽培を
することを決心しました。

父の桃農家を引き継ぐことに特別な想
いもある一方で、父もリタイヤしていて、栽
培の知識やノウハウを教えてくれる人もな
くゼロからのスタートでした。

桃づくりを手探りで続けていく中で、手
をかければかけるほど桃の美味しさが増
し、お客様に届けた時に喜んでいただける
ことに次第に魅了されていきました。

平成16年に清水白桃を栽培、販売する
農業事業に一本化し現在の「有限会社　芳
桃香」に社名変更しました。

岡山のブランド桃「清水白桃」ですが近
隣の農家では高齢化と後継者不足により
廃業する家も増えています。

一緒に頑張ってきた農家が減っていくの
は寂しいですが、同時に清水白桃の味を伝
えていく使命感も感じるようになりまし
た。

私は営業が得意な方ではなくあまり宣
伝はしていませんが、食べていただいた方
の中で評判が広がり、今では関西から毎年
買いに来て下さるお客様がいたり、東京の
企業から注文が入ったりと最盛期には休
む間もないほど忙しいです。

それでも「美味しいから人に教えてあげ
たい」「来年も楽しみにしている」といった
お客様の声を聞くと来年も美味しい桃を
作ろうという意欲が湧いてきます。

現在では長男が後継者として従事し、時
代の変化に応じた営業などを行ってくれて
います。

私が20年間蓄積した知識やノウハウを
後継者に余すところなく伝えていき、後継
者の発信力と私の永年の知識を上手く生
かし「清水白桃」は「芳桃香」と言われるよ
うな何代も続く農家になってほしいです。

一度、私たちが手塩にかけた清水白桃を
ご賞味下さい。

有限会社 芳桃香（ほうとうか）

【桃の種類と収穫期】

加納岩白桃 7月上旬

なつごころ 7月中旬

白麗 8月上旬～8月中旬

白凰 7月上旬～7月中旬

清水白桃 7月中旬～8月上旬

瀬戸内白桃 8月下旬

※注文は電話またはFAXで承ります。
※年によって時期が前後する場合がありますので
　詳しくはお問い合わせください。

代表取締役 今井 敏郎さん  後継者 今井 將智さん

〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀2973－2　TEL 086-284-8408　FAX.086-284-8850

【代表者】今井 敏郎　【創業】昭和50年8月　【業務内容】桃販売

■営業時間／9：30～20：00 @hotoka195888
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福よし

瀬戸内の味を田園風景広がる景観でおもてなし

福谷 拓也さん

〒710-1312 岡山県倉敷市真備町辻田561-3　TEL 086-697-1117

【代表者】福谷 拓也　【創業】昭和58年　【業務内容】和食料理店、仕出し料理

■営業時間／ランチAM11：00～14：30（L.O14：00）　ディナーPM17：30～22：00（料理L.O21：00）（ドリンクL.O21：30）　定休日　水曜日

旬菜魚庵　福よし

寄島港で仕入れた旬の食材と落ち着い
て料理を楽しんで頂ける空間を提供してい
ます。
真備町の復旧復興と更なる発展を胸に
お客様に喜んで頂き、地元で愛される飲食
店となれるよう「要望にお応えし、臨機応
変な対応ができる料理を提供する」という
想いで皆さまをお迎えしております。

先代である私の父が昭和58年に船穂町
にて「福よし」を開業しました。その後、真
備町へ移転、父からの事業承継を受け、平
成23年に現在の真備町辻田へ店舗を構え
ました。

「福よし」では、季節ごとに旬の魚を寄島
港で仕入れ、その素材の良さを引出した寿
司、焼魚、煮魚、天ぷらなどを提供し味わっ
て頂けるよう日々精進しております。特に、
お客様からご好評を頂いている「すし」「釡
飯」などは、当店のこだわりの一品となっ
ています。また、視覚でも楽しみ、味わって
頂けるようこだわりを持った器を使った盛
付を心掛けています。
店内には、カウンター席、個室、掘り炬

燵、宴会場等をご用意しており、ランチ、
ディナー、忘新年会等の宴会、慶事、法要の
際まで人数や用途に合わせてご利用いた
だけます。

昼のお弁当1,000円～、仕出し料理も行
い3,000円～8,000円のパック膳まで、お
客様のご要望に応じて対応して参ります。

平成30年7月には私たちにとって大きな
転機となる出来事がありました。西日本豪
雨災害にて被災、店舗の全面改修工事が必
要となりました。
お客様から「いつオープン」「再開はま
だ？」などの声を多く頂くことが、店舗再
開に向けての一番の糧となりました。
吉備信用金庫や商工会の応援により、仮
設店舗にて営業を再開することとなりま
した。当初は仮設店舗での仕出し料理、宅
配弁当の営業でしたが、真備町、総社市な
どの事業所の方々、また個人のお客様より
注文を頂き、皆様の笑顔をみると「厳しい
中だが、真備町が一丸となり地域の復興に
向って、元気よくがんばろう。」という想い
になりました。
地域が元気になりいち早く復興出来る
よう、炊き出しや復興イベントへマルシェ
店舗として参加しました。　　
宅配中心の営業も徐々に設備が整い、ラ
ンチ、ディナーも仮設店舗で再開すること
ができ店内にお客様を迎えることもでき
るようになりました。新しい店舗では、様々
な年代の方に合わせ、ゆっくり落ち着いて

お食事をお楽しみいただけるような空間
をご用意しております。
お客様とのコミュニケーションを大切に
しながら、皆様の笑顔のため、今まで以上
に感謝の心を持ち続け、“いつでも気軽に
立ち寄れ、地元に愛される店”を目指してお
ります。
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代表取締役 前田 有弘さん

〒719-1112 岡山県総社市窪木894-6　TEL 0866-92-1562　フリーダイヤル 0120-11-0363

【代表者】前田 有弘　【創業】昭和21年1月　【業務内容】和食料理店、仕出し料理

■営業時間／ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30）　ディナー 17:00～21:30（L.O.21:00）　土日祝 11:00～21：30（L.O.21:00）　定休日／水曜日（祝日 祝前日は営業）

http://www.maeda-ryouriten.com/

地産地消の食材を使った、お客様に喜ばれる食事を提供！
お客様に満足してもらうことが一番の喜び！

当社は、「お食事処　前田」として、お祝
い・法要等の仕出し・宴会ができる飲食店
を経営しています。私の祖父が戦後、物が
ない大変な時代に、「何か周りの人を支え
ることができないか」と思案し、地域の魚
屋を始めたのが当社のスタートです。その
後、祖父の教えでもある「お客様の要望に
応え、感謝されるサービスを提供する」こと
を追求し続けた結果、魚屋⇒雑貨・食品を
扱う商店⇒結婚式場⇒現在のお食事処へ
と進化を遂げていきました。
幼い頃から祖父・父の背中を見て育ち、
自然と料理人となる道に進みました。18歳
からは和食料理屋や寿司屋など、様々な飲
食店で厳しい修業を経て、28歳から当社
に従事するようになりました。その後、2代
目である父親から経営を引継ぎ、平成23
年12月に3代目として代表取締役に就任し
ました。創業時からの祖父の教えを守り、
お客様の要望に沿ったサービスを提供し、
お客様に喜ばれるために日々努力を重ね
ています。

当社はお祝いや法要等のイ
メージが強いと思いますが、そ
れだけではありません。お誕生
日祝いや結婚式の2次会、各種
宴会も予算に応じてご用意で
きます。50名様、100名様でも
対応できますので、様々なシー
ンでご利用ください。
ランチタイムは、1,000円前
後でご利用いただける定食も
好評いただいています。総社の

ヘルシーメニューとして市報にも紹介され
た「スタミナ定食（800円）」もおススメで
す。総社をモチーフにした御膳も人気です
し、こだわりのラーメンや丼物など一品料
理もたくさん取り揃えています。「今日は外
食にしようか」と思い立った時、お気軽にご
来店ください。学生様には学割メニューも
ございます。

食材は自分で市場に行って仕入れ、地元
総社の野菜も取り入れた地産地消をモッ
トーに、お客様に喜ばれる食事を提供でき
るよう力を注いでいます。新メニューの開

発から味付け、盛り付け時のひと工夫ま
で、従業員はもちろん、アルバイトの学生も
一丸となり、ご来店いただいた皆様のお腹
と心の満足を目指しています。（実はテーブ
ルに置いてあるメニュー表も学生が作って
くれています。）
「̶美味しい物を作り、お客様を笑顔に
させること̶」これは、先代より受け継いで
きたことで、これから先ずっと変わらない
でしょう。幅広い世代のお客様に愛され、
家族、親戚、友達同士が集まれば一番に「前
田に行こう」と思っていただけるよう、地域
の『より処』を目指してこれからも頑張って
いきます。

有限会社 前田料理店

前田有弘さん　智美さんご夫妻
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昭和48年創業の地域の自動車なんでも屋さん
修理・整備から販売まで幅広く対応します
地域密着・顧客第一でお客様と真剣に
向き合う(巧みな技術でご要望を実現
します)
倉敷市上東にて自動車の修理・整備・販
売を取り扱っております井上自動車株式
会社です。顧客第一という会社の信念のも
と日々お客様の自動車関連のお悩み解決
のため事業を行っています。
私は学生の時から自動車関係の勉強一
筋でした。特に整備に興味を持ち猛烈に学
んだ結果が現在の得意分野となりました。
そして県外の大手自動車ディーラーに就
職しましたが、担当した業務は営業部門で
した。営業担当として過ごす日々は充実し
ていました。しかし心の奥底にある整備を
やりたいとの思いは日に日に強くなり、ま
た生まれ育った地元にて地域貢献もした
いとの思いからディーラーを退社しまし
た。地元へ戻り一念発起し自動車工場へ修
行のため就職し、そこで整備の技術に磨き
をかけました。その後に当時保険業を営ん
でいた父と、同じく大手自動車ディーラー
で営業を行っていた弟に声を掛け三人で
昭和48年に現所在地に起業しました。

経営面を父に任せ、私と弟はそれまでに
他社にて培った整備技術と営業ノウハウで
一から事業の拡大に努めてきました。当時
から地域密着・顧客第一・丁寧な仕事と細
やかなフォローを経営理念とし、お客様か
らの信頼も得ることができ、創業から47
年経過した現在、地域になくてはならない
自動車の専門店へと成長を遂げたと自負
しております。

私たちは地域の皆様に自動車を通じて
安心・安全・楽しいライフワークの提供
を行っていきます
【弊社では自動車の整備だけでなく板金塗
装も自社で行います】
なぜ板金塗装も自社で行うのかといい
ますと外注に出すと時間もかかりますし費
用もどうしても高くなります。それに私共
が満足できる仕上がりになることも少な
く、お客様に自信を持ってお渡しすること
ができないと感じていました。そこで私が
約35年間で培った板金塗装のノウハウを
社員に伝え、今では小川工場長をはじめ、
社員全員が私の思いを受け継ぎ、お客様
に満足していただける仕上がりを実現して
おります。
【お客様に寄り添い希望の車をお探ししま
す】
弊社では倉敷市上東925-1の所在地で
自動車販売も行っております。メインに提
供している車両はトラック等の商用車です
が、もちろん乗用車の販売も行っておりま
す。私どもはお客様のお気持ちを第一に考

え、できる限りご要望にお応えして納得い
ただいてから契約を結ばせていただいて
おります。強引な押し売りや訪問は一切い
たしません。お客様と一緒に最適なお車を
お探しし、ご満足いただけるお車を提供さ
せていただくことをお約束します。

「自動車」というと私たちが住む地域で
は一人に一台という状況で、家族の思い出
作りに自動車は欠かすことができないと
考えております。
自動車を通じてお客様の生活に寄り添
うため、修理や整備だけでなく、自動車を
長持ちさせるためのアドバイスや提案を行
い、お客様との信頼関係の構築に努めてい
ます。
また自動車に関する小さな疑問点やド
ライブの情報などについて一番に相談され
る地域の自動車屋さんを目指して参りま
す。
地域の皆様のコミュニティーの中心にな
ることが私どもスタッフ一同の夢と考えて
おります。お客様の居心地の良い空間作り
を心がけて皆様を待ちしておりますのでお
気軽にご来店ください。

専務取締役 井上恒夫さん　代表取締役 井上峯夫さん

〒701-0111 岡山県倉敷市上東755-2　TEL 086-462-2395　FAX 086-462-9316

https://www.inouejidosya.jp/

【代表者】井上　峯夫　【創業】昭和48年　【業務内容】自動車修理、整備、販売

■営業時間／9：00～19：00　■定休日／日・祝日

井上自動車株式会社

代表取締役 前田 有弘さん

〒719-1112 岡山県総社市窪木894-6　TEL 0866-92-1562　フリーダイヤル 0120-11-0363

【代表者】前田 有弘　【創業】昭和21年1月　【業務内容】和食料理店、仕出し料理

■営業時間／ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30）　ディナー 17:00～21:30（L.O.21:00）　土日祝 11:00～21：30（L.O.21:00）　定休日／水曜日（祝日 祝前日は営業）

http://www.maeda-ryouriten.com/

地産地消の食材を使った、お客様に喜ばれる食事を提供！
お客様に満足してもらうことが一番の喜び！

当社は、「お食事処　前田」として、お祝
い・法要等の仕出し・宴会ができる飲食店
を経営しています。私の祖父が戦後、物が
ない大変な時代に、「何か周りの人を支え
ることができないか」と思案し、地域の魚
屋を始めたのが当社のスタートです。その
後、祖父の教えでもある「お客様の要望に
応え、感謝されるサービスを提供する」こと
を追求し続けた結果、魚屋⇒雑貨・食品を
扱う商店⇒結婚式場⇒現在のお食事処へ
と進化を遂げていきました。
幼い頃から祖父・父の背中を見て育ち、
自然と料理人となる道に進みました。18歳
からは和食料理屋や寿司屋など、様々な飲
食店で厳しい修業を経て、28歳から当社
に従事するようになりました。その後、2代
目である父親から経営を引継ぎ、平成23
年12月に3代目として代表取締役に就任し
ました。創業時からの祖父の教えを守り、
お客様の要望に沿ったサービスを提供し、
お客様に喜ばれるために日々努力を重ね
ています。

当社はお祝いや法要等のイ
メージが強いと思いますが、そ
れだけではありません。お誕生
日祝いや結婚式の2次会、各種
宴会も予算に応じてご用意で
きます。50名様、100名様でも
対応できますので、様々なシー
ンでご利用ください。
ランチタイムは、1,000円前
後でご利用いただける定食も
好評いただいています。総社の

ヘルシーメニューとして市報にも紹介され
た「スタミナ定食（800円）」もおススメで
す。総社をモチーフにした御膳も人気です
し、こだわりのラーメンや丼物など一品料
理もたくさん取り揃えています。「今日は外
食にしようか」と思い立った時、お気軽にご
来店ください。学生様には学割メニューも
ございます。

食材は自分で市場に行って仕入れ、地元
総社の野菜も取り入れた地産地消をモッ
トーに、お客様に喜ばれる食事を提供でき
るよう力を注いでいます。新メニューの開

発から味付け、盛り付け時のひと工夫ま
で、従業員はもちろん、アルバイトの学生も
一丸となり、ご来店いただいた皆様のお腹
と心の満足を目指しています。（実はテーブ
ルに置いてあるメニュー表も学生が作って
くれています。）
「̶美味しい物を作り、お客様を笑顔に
させること̶」これは、先代より受け継いで
きたことで、これから先ずっと変わらない
でしょう。幅広い世代のお客様に愛され、
家族、親戚、友達同士が集まれば一番に「前
田に行こう」と思っていただけるよう、地域
の『より処』を目指してこれからも頑張って
いきます。

有限会社 前田料理店

前田有弘さん　智美さんご夫妻
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代表取締役 秋山 武之さん

（本         社） 〒719-1156 岡山県総社市門田295番地-1　TEL 0866-90-1101　 FAX.0866-90-1102
（水島出張所） 〒719-1156 倉敷市水島明神町7-35　        TEL 086-448-6980　FAX.086-448-6981

【代表者】秋山 武之　【創業】昭和58年　【業務内容】ゴムベルト、合成ベルトの加工及び販売

http://www.povalmainte.co.jp/

食品、自動車、鉄鋼、紙、繊維など様々なものを安全に流す
ためにお客様の「ベルト」をしっかりメンテナンス！

お客様のニーズに応じたベルト選定と対
応を迅速に提供しています。

 時代の最先端、業界を代表する会社で
あり続け、「人を、総社を大切に」の思いを
持って事業をしています。
（全国ほぼ全ての搬送用ベルトがあると

ころがお客様です。）
当社は私の父が昭和58年11月にポバー

ル興業株式会社岡山営業所として創業し
ました。その後、平成13年10月にポバール
メンテナンス株式会社へ社名変更をおこ
ないました。総社市門田と倉敷市水島を拠
点としてゴムベルトの加工販売をしている
会社です。私は父の後を受け、平成23年に
同社の代表者に就任しました。

社名にあるポバールって何？と思われま
せんか。ポバールとはポリビニルアルコー
ルの別名で機能性樹脂と思っていただけ
ればイメージしやすいかもしれません。

ベルトのプロ集団として高い技術でお
客様の相談に応えることをモットーとし、
知恵と経験豊富なスタッフが全力対応して
います。年間に取引をいただくお客様は約
400社あり、リピーターは勿論のこと新規

取引様からの信頼も頂いております。
得意な技術はエンドレス加工（輪状結

合）です。規模（大小）にかかわらずゴム板、
ホース、油圧ホース他何でもご相談を承っ
ています。

当社の特徴は、ゴム（樹脂）製品として工
業用ベルトは元より、食品関連のベルト製
造を得意としています。定期的な交換、調
整等のメンテナンスにきめ細かく応えるこ
とができます。受注のカギは提案力を柱と
するお客様に寄り添いニーズに応え続け
る事と考えています。

外部環境としては、ご周知の通りIT化の
波により産業用ロボットを生産ラインとし
て活用する企業は増えていきます。お客様
毎の作業工程で使える産業用ロボットの
開発に当社の技術を加えることにより役
立つことが出来ると思っています。商社、
メーカーには出来ないお客様ニーズへの対
応が当社の強みです。我が社に受注を頂け
る強みと思っています。

お 客 様 から「こんなことが出 来ます
か？」と相談があれば、「出来ない」と言わ
ない。どうすれば出来るかを探す、そんな
技術者集団です。

当社の技術は特殊であり、習得に時間が
かかるものの仕事への喜びを感じる会社
であることを常に考えています。コミュニ
ケーションとチームワークを大切にしてい
ます。

総社市という恵まれた地域に支えられ
起業以来45年が経過しました。地域の発
展の中で共に伸びていく企業でありたい

と思っています。
この度、記念誌へ掲載の話を頂き、「夢は

何ですか？」と聞かれました。なかなか上手
く言えませんが、「総社を代表する企業に
なる。」、「あそこ、いい会社だよね。」と言っ
てもらえることが目指す姿です。

私が個人として取組んでいる活動につ
いて少し話しますと、医学、農業（工学）を始
めとする表に出ていない基礎研究を世の
中に出していく為に産官学をつなぐ活動
をしています。本業から見ると分野も違う
し、そのことによって利益が得られる訳で
もありません。でも、自分の人生の中で「誰
かに喜んでもらえる。」という経験は何物に
も代えがたいと思っています。海外で行わ
れる学会や研究発表会にも足しげく参加
しており、今後も続けていきたいと思って
います。

吉備信用金庫さんとの関わり合いは、昔
からお世話になっていると言うイメージを
持っており、近くにあるのが当たり前の存
在です。身近で着飾ることなく付き合える
金融機関であると心から感じています。

ポバールメンテナンス株式会社
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「くつろぎ空間カフェ」
～総社では唯一“ハワイアン”を感じるお店～

 横田 信人さん

〒719-1125 岡山県総社市 井手1125-4　TEL 0866-31-5670

【代表者】横田 信人　【創業】平成28年1月　【業務内容】飲食業

■営業時間／11：00～22：00（LO.21:00)　■定休日／火曜日

THE MINGERING DINER

カフェレストラン「THE MINGERING 
DINER(ザ・ミンガリング・ダイナー)」、少々
読みにくいこの名前は、私の好きなアー
ティストから名を取り、2016年1月に総社
市井手にオープンしました。お店のコンセ
プトであるハワイを、料理だけでなく素晴
らしい音楽・アートと一緒に紹介していま
す。

「料理へのこだわり」
当店自慢のメニューは、100％ビーフに自

家製ソースをたっぷりかけたハワイの定番
『ロコモコ』です。ロコモコと一緒に召し上
がって欲しいのは、香ばしいニンニクの効

いた『ガーリックシュリンプ』で
す。ハワイを感じるには迷わず
このメニューを味わっていただ
きたいと思っています。

カフェメニューはハワイでも
定番の「マカダミアナッツパン
ケーキ」とエスプレッソマシン
で抽出した当店オリジナルの
コーヒー。バナナ・パイナップ
ル・アサイー等の果物を絞った
フレッシュジュースもおすすめ

です。
しぼり方にこだわり、専用機械を使って

います。果汁が凝縮され、果物のおいしさ
を余すことなく味わうことが出来ますので
フレッシュジューススタンドとしてお待ち
しています。

これら商品はテイクアウトも出来ます。
お店では音楽とともにハワイの雰囲気を、
持ち帰りでは家族と一緒にハワイアンの
味を楽しんでください。

「総社へ新しい風を吹き込みたい」
私がハワイの虜になったきっかけは、ス

テキな景色・料理を体験したことです。
その中でもオアフ島・カカアコ地区では

『ウォールアート』で埋め尽くされた中、洗
練されたカフェにとても感動しました。

当時N・Yスタイルのバーを営んでいた私
は、このイメージを持ち帰りハワイアンス
タイルのカフェを総社にオープンさせたい
と思ったことを今でも鮮明に憶えていま
す。

お店の外見が少々奇抜なので初めての
方には抵抗があるかもしれませんが、総社
では唯一“ハワイアン”を感じられるお店と
して夫婦でがんばっていきます。

今後も総社に新しい風を吹き込んでい
ける様、うどん店を営む両親と同じく地元
の活性化に関わっていきたいと思っていま
す。

スマイルテラス
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www.shinkin.co.jp/kibi/
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すまいる　まっぷ

倉敷市

矢掛町
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吉備中央町
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総社市

吉備信トピックスK i b i s h i n  T o p i c s

賞金総額70万円！
皆様方のご応募お待ちして
おります。
えぇとこそうじゃ  あつまれ！！
 熱き桃太郎たち！

「総社活性化コンテスト」を開催！

- スマイルテラスCONCEPT -

スマイルテラスは「沢山の人が集
まる場となるように」との想いで、
地域の皆さま、事業所・中小企業
の皆さま、会員の皆さま、金庫の
職 員の4つの笑 顔をモチーフに
人々が集まっている様子をデザイ
ン化しました。

社会福祉法人子育てもみの木 ［P.5］54

ポバールメンテナンス株式会社 ［P.13］13

株式会社さのオートセンター ［P.8］8

ごあいさつ
日頃は吉備信用金庫に格別のご愛顧をいただき、誠にありが
とうございます。
当金庫は昭和25年に「吉備信用組合」として誕生し、令和2年
10月におかげさまで創立70周年を迎えることとなりました。
さて、当金庫では創立70周年を記念し地域の皆様に「感謝」の
気持ちをお伝えするとともに、地域社会・地域経済の更なる発
展を願い、地域で事業を営まれている皆様をご紹介する冊子

「スマイルテラス」を創刊致しました。
地域の皆さまに、より一層親しまれる信用金庫を目指し、役職員一同努力して参る
所存でございます。
今後とも温かいご支援とご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

吉備信用金庫　理事長　清水宏之

スマイル
テラス

きびしんLINE
QRコード

お
友
達
登
録
し
て
下
さ
い
。

詳しくは
HPで！


