
武庫川女子大学
学内Web合同企業説明会

株式会社ティーケーシン
会社案内
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企業理念

食のリーディングカンパニーとして、

これからも食品のおいしさから生まれる豊かな

食文化をお客様にお届けします。
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会社概要

明治38年(1905年) 創業
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会社概要

会社名 株式会社ティーケーシン

創業 1905年5月

設立 1978年6月

資本金 2,000万円

従業員数 186名（2022年1月現在）

代表取締役 小澤 讓
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会社概要

本社・西宮工場
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-30

TEL：0798-41-2010

FAX：0798-41-2011

静岡工場
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井1708-1

TEL：055-978-2200

FAX：055-978-2233
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会社沿革

1905年(明治38年） 小澤兄弟商会で営業。滋賀県愛知郡愛知川町において漬新として屋号営業

1935年(昭和10年) 大阪市西区古川町において合資会社漬新設立

1965年(昭和40年) 台湾にて原材料の契約栽培､技術指導を始める

1978年(昭和53年) 法人組織に変更､株式会社漬新設立､海外事業部を独立させ株式会社花研を設立

1981年(昭和56年) 中国･大連にて原材料の契約栽培､技術指導を始める

1984年(昭和59年) 西宮市鳴尾浜に工場建設

1992年(平成4年) 中国大連に100%出資の関連会社､大連漬新食品有限公司を設立する

2001年(平成13年) 中国･紹興に100%出資の関連会社､紹興漬新食品有限公司を設立する

2014年(平成26年) 静岡に100%出資の関連会社､株式会社 桜スイーツ工房を設立する

2017年(平成29年) 日本初上陸の【 beillevaire（ベイユヴェール）麻布十番店 】オープン

2018年(平成30年) 会社グループが合併し「株式会社ティーケーシン」として発足する
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事業内容 おせち

昔ながらの伝統を残しつつ、
新しい伝統を作り上げていきます。

2006年より開始したおせち事業は、料亭、旅館、ホテル、
量販店様他、多数のお客様よりご注文頂いています。

伝統の和風おせちだけでなく、洋風、中華風と
年間200種以上のおせちを作りあげています。
近年は、やわらか食、国産原料限定と様々なニーズに
応えるべく各種業態とのネットワークを構築しています。
また衛生面も、新たな設備・システムの導入へと、
皆様に安心して頂けるおせち作りを心がけています。
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事業内容 おせち
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事業内容 珍味

長年、愛される商品を作り続けつつ、
新たな味を作り出していきます。

創業より、素材・食材を追い求め、
製造販売を行っているそうざい事業。

長年、愛され続けている珍味商材はもちろん、
年々、移り変わる食の多様化・ニーズに応えるべく、
日々の研究開発を行い、各種業態様への
提案･販売を行っております。
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事業内容 スイーツ

国内だけに留まらず、
世界に挑戦していきます。

海外有名ブランドとのパートナーシップによる
スイーツ事業展開、各種OEM受注など
幅広いスイーツ生産を行っています。

海外有名ブランドとの提携による直営事業としての
パティスリー経営や、独自の技術力で生み出すOEM製造、
スイーツ商品企画やショップブランディングなど
生産から販売まで幅広いノウハウでスイーツ事業を
推進しています。
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事業内容 スイーツ
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事業内容 スイーツ
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事業内容 ベイユヴェール

フランス発 日本初上陸
「beillevaire（ベイユヴェール ）」
スイーツのスペシャリスト部門

パリをはじめフランス各地に約60店舗を持つ
バターとチーズのプレミアムブランド
「ベイユヴェール」を日本に展開しています。
日本1号の麻布十番店は、ブランド初となる
パティスリーとフロマジェリーの複合店舗となります。
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事業内容 ベイユヴェール
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松屋 銀座店

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座B1F

麻布十番店

東京都港区元麻布3-11-8

大丸 神戸店

兵庫県神戸市中央区明石町40番地

虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座B1F

青山店

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 1F



事業内容 ベイユヴェール

●プレス実績 約150媒体
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・ameba ニュース

・Yahoo! ニュース

・ファッションプレス.net

・時事通信社ニュース.com

・グルメビズ

・大人ビューティ eltha

・exciteニュース

・女性trend ISUTA

・プレジデント社 ニュース

・オリコンニュース

・楽天ニュース

・biglobe ニュース

・livedoorニュース

・gooニュース

・docomo d ニュース

・朝日新聞デジタル

・産経新聞デジタル

・チケットぴあ ニュース

・@nifty ニュース

・ファッションヘッドライン.com

・東洋経済オンライン

・るるぶ.com

・gunossy（グノシー）

・東京メトロ エンジョイ東京

・クレア 贈り物バイブル

・BRUTUS 日本一の手土産グランプリ

・フジテレビ ノンストップ

・25ans ヴァンサンカンweb

・るるぶ東京

・TBS ペコジャニ∞

・カウントダウンTV・東京

ウォーカー 電子書籍版

・東京カレンダー

・東京DAY OUT

・Time Out

・ジョルダン 美味探訪

・RETRIP

・ファッションアプリサイト

mer

・メトロポリターナ

・モデルプレス.jp（女子旅プレス）

・ファッションスナップ.com

・シティリビング

・Hanako

8月10日号/10月19日号/11月

16日号

・光文社 STORY web版

・世界の菓子



事業内容 海外事業

市場は日本だけで留まらず、
世界各地の食文化をご案内いたします。

アジア・ヨーロッパとの輸出入
フランス beillevaire社のチーズ・バター輸入
海外ブランドのOEM製造
現地での農産物栽培及び加工指導、コンサルティング
などを行っています。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。

「食」がもたらす
幸せをお届けします。

「わたしゴハン。あなたゴハン。」は、
お客様とその大切な人に寄りそい、
「食」がもたらす幸せをお届けすることを
めざしたブランドです。

200種類以上の豊富なメニューを、現代人が抱えている
「食」の問題に真摯に向き合い考案しました。
アレルギーや制限食、未病対策など
多様な食の課題に応える商品づくりを行っています。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。

福田 也寸子先生 監修

武庫川女子大学教授である
福田先生に
監修をいただいております。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。

1919



事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。

武庫川女子大学 食物栄養学科
学内レシピコンテスト

管理栄養士・栄養士を目指す食物栄養学科の学生様と冷凍弁当のレシピを考案する
「学内レシピコンテスト」を授業の一環として行わせていただいております。

昨年度に
ティーケーシン賞を受賞した
１班「ふーりんのへたのぶぶん」
２班「NST(Nutrition相談隊!)」が
商品化に向けて規格中です。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。
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事業内容 わたしゴハン。あなたゴハン。

ブランドサイト
https://watashigohan.jp/

EC 販売サイト
https://shop.watashigohan.jp/
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品質保証

品質・衛生面のあらゆる可能性を考え、
日々調査研究をしています。

安心安全を合言葉に、設備面の導入だけではなく、
様々な角度から、分析･研究を進めています。
社内の専門知識者のみならず、各種検査機関と協力のもと、
あらゆる可能性を考え早急な判断・対応を可能にしています。
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武庫川女子大学 卒業生の活躍

入社9年目 品質保証部 主任
（管理栄養士・上級食品表示診断士）

食品製造職として入社。
製造部での研修の後、品質保証部へ配属。
規格書の作成・提出（e-base）、
原材料のトレース・資料収集、
社内工場監査や温度記録・機械使用記録・スタッフ入室記録等の管理、
商品の品質検査の対応などの業務に携わっています。
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武庫川女子大学短期大学部 卒業生の活躍

入社6年目 店舗運営部 店長

事務職として入社。
商品部として2年間仕入れと発注の業務に携わる。
その後、スイーツ店舗の立ち上げに伴い、
本人希望とも合致したことから東京の麻布十番店に勤務。
現在は店長として、
接客、商品の受発注、スタッフの管理などの
業務に携わっています。
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ベイユヴェール西宮 女子サッカーチーム
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西宮から『なでしこリーグへ』

～コンビネーション溢れるチャレンジサッカー～

NISHINOMIYA



ベイユヴェール西宮 女子サッカーチーム
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ベイユヴェール西宮
なでしこリーグに向けての５ヶ年計画

2022年 関西女子サッカーリーグ参戦

2023年 関西女子サッカー1部リーグ昇格

2026年 関西女子サッカー1部リーグ優勝

2027年 なでしこリーグ参戦



ベイユヴェール西宮 女子サッカーチーム
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ベイユヴェール西宮 公式ユニホーム



ベイユヴェール西宮 女子サッカーチーム
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ベイユヴェール西宮 女子サッカーチーム
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よくある質問

採用について
随時採用を行っております。
キャリアセンターに求人票を掲載しています。

待遇について
詳細は求人票のとおりです。
残業代、保険、有給など法定通り支給します。

連絡先
ご質問・お問い合わせありましたら
弊社ホームページからご連絡ください。
https://tk-shin.co.jp/
（「ティーケーシン」で検索）
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