
東播磨・北播磨の魅力
　東播磨・北播磨は、県の臨海部から内陸部にかけてのほぼ中央に位置し、
「東播磨」地域の明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町（3市2町）、
「北播磨」地域の西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町（5市1
町）の計8市3町が含まれます。日本列島における地理上の中心部でもあり、日
本の標準時を定める子午線（東経135度線）が南北を貫き、北緯35度線と交
差する「日本のヘソ」とも呼ばれる日本の中心地（西脇市）があります。
　地勢面では、県内で最大の河川である加古川が中央部を流れ、流域には
播州平野が広がっています。「東播磨」地域は大阪、神戸への通勤・通学圏
として今なお人口が増えているエリアもあります。「北播磨」地域は神戸・阪神
地域に近接しながら豊かな自然が広がっており、各自治体は子育て支援策な
どの充実を図り、若い世代を呼び込む工夫に努めています。
　産業に目を向けると、海沿いの「東播磨」地域は播磨臨海工業地域として
鉄鋼や重機など重厚長大型のものづくりを手がける企業が集まり、関連企業
群も含め県内で最も製造品出荷額等の多い地域です。加古川市周辺はか
つて全国でも有数の綿花の栽培地だったことから、これを原料にした「靴下」
も地場産業として根を張っています。
　内陸部の「北播磨」地域は、主要幹線道路が交差する利便性の良さか
ら、西日本の拠点として工場や物流拠点を置く企業が集まっています。また、
糸を染めてから織り上げる「播州織」、大工道具をはじめとする「三木金物」、
日本一の生産量を誇る「播州そろばん」、全国8割の生産量を持つ「釣針」な
どの地場産業が盛んです。また、最高級の酒米である山田錦の産地としても
知られています。いずれの地場産業も若手デザイナーや職人などの活躍の
場が増え、商品は世界にも発信されています。

知ってる？

加古川・闘竜灘
45



地元高校生へのメッセージ

いけうち にしわきこうじょう

㈱いけうち 西脇工場

今や夏の風物詩となった当社の“濡れない霧”

〒677-0042 西脇市堀町177　TEL.0795-23-3903

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西脇市

創業65年目を迎える産業用スプレーノズルの国内トップメーカーです。
産業界では「霧のいけうち」として不動の地位を確立しており、「人の足跡を
踏むな」を社是に、独自性の高い製品の開発を続け、多数の国内外特許を保
有しています。当社のスプレーノズル・加湿器などは、鉄鋼・エレクトロニ
クス・自動車・食品・農畜産など幅広い産業界で利用され、様々なものづく
りを陰で支えています。
また、公害の防止・抑制や地球温暖化対策、都市部のヒートアイランド対策
など、環境保全にも大きく貢献中です。より優れた製品を開発、生産、供給す
る。これこそが工業人としての社会貢献である。いけうちはこの理念を実践
し続けます。

世界中で活躍しているスプレーノズル、またその霧を使った応用
機器を製作しています。身近な街中でも目にする製品もあり、と
てもやりがいを感じます。若い人ならではの発想と、人・環境に役
立つものづくりで、私たちと一緒に楽しく仕事をしてみませんか。

㈱いけうち 西脇工場

■創業・創立／1954年
■資本金／	9,000万円
■売上高／	45億			800万円（2014年9月期）
	 48億4,700万円（2015年9月期）
	 51億8,200万円（2016年9月期）
■従業員数／120名
■平均年齢／34.6歳
■業態／精密機械器具製造業

西脇工場	管理課
松浦さん

12



地元高校生へのメッセージ

いなさかはぐるませいさくしょ

㈱稲坂歯車製作所

オートバイに組み付けられる歯車製品

〒679-0222 加東市高岡681  TEL.0795-48-2450

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加東市

当社は創業以来、歯車、ミッション、油圧機器を中心に「ものづくり技術」の
向上に努め、高い技術力と品質管理のもとで作られた各製品は、長年に渡り
大手企業様より信頼をいただいております。なかでもオートバイ、建設・農
業機械などに使用される各種歯車に関して、設計から鍛造・機械加工・熱処
理・研削など一貫生産ができる企業です。グル－プ企業に稲坂油圧機器㈱や
㈱稲坂プレス工業があり、多くの若い技術者たちが日々モノづくりに情熱を
注いでいます。

社会人になると、学生時代にはない色々な勉強があります。
「おはようございます」にはじまり「お先に失礼します」の挨
拶から始めましょう。元気とやる気と根気が大切です。若い
力に期待しております。

㈱稲坂歯車製作所

■創業・創立／1949年
■資本金／	4,050万円
■売上高／	73億円（2015年2月期）
	 71億円（2016年2月期）
	 68億円（2017年2月期）
■従業員数／299名
■平均年齢／42.6歳
■業態／輸送用機械器具製造業

総務部	部長

尾
お さ こ

峪	義久さん

13



地元高校生へのメッセージ

いもとはもの

井本刃物㈱

外観

〒673-0443 三木市別所町巴38  TEL.0794-82-2311

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市で創業し、個人創業時から90余年間“ものづくり”を続けています。
手
てかんな

鉋の刃の製造から日本初の台付鉋、ハンマー、バールから現在は建築用工
具だけでなく、検査用工具、救助工具など多岐にわたる道工具類を一貫生産に
こだわり作り続け、生産された製品は日本国内と世界中で愛用されています。
また、あらたなものづくりにも意欲的です。新技術や設備を積極的に取り入
れていく社風です。当社は大なる企業より優良企業たることを念頭に、創意
工夫と思いやりのある誠実な社員で構成されています。

社歴は古いですが若い社員さんが多いです。平均年齢32.7
歳。三木市だけではなく、小野市、加古川市、神戸市からも通
勤されています。ものづくりに興味のある人は問い合わせて
みてください。

井本刃物㈱

■創業・創立／1942年
■資本金／	4,070万円
■売上高／	18億2,000万円（2015年2月期）
	 18億8,000万円（2016年2月期）
	 19億1,000万円（2017年2月期）
■従業員数／98名
■平均年齢／32.7歳
■業態／手工具製造業

取締役社長

井本　太さん

三木市

14



企業データ

地元高校生へのメッセージ

■創業・創立／1987年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	10億3,473万円（2015年7月期）
	 10億8,781万円（2016年7月期）
	 11億2,871万円（2017年7月期）
■従業員数／58名
■平均年齢／42.9歳
■業態／製造業

株式会社大島は、多品種少量時代に不可欠な小ロット・高品質・短納期を実
現する精密機械板金と、大量生産に欠かせないプレス加工をともに高い品質
で実現する新しい金属加工メーカーとして、1987年に三木市に誕生しまし
た。2006年夏にはベトナム工場を立ち上げ、現地でも多品種少量の精密板
金加工を行っています。お客様のニーズにお応えし、さらに時代に敏感にあ
り続けるために、最新の設備の導入、技術の向上、人材育成に努めています。
変化する時代の中にあって、人の和によってさらに先を目指す…。それがこ
れからの当社にとってもっとも大切な事であると確信し、全社員一丸となっ
て「ものづくり」に励んでいます。

精密板金加工の曲げ作業中

㈱大島の縁の下の力持ち。総務、生産管理の仕事をしていま
す。私たちがいないと会社はまわりません。私たちのその「思
い」と同じくらいの気持ちで一緒に働いてくれる「ひと」を
待っています。

総務部係長

岩田	久美子さん

㈱大島

三木市

〒673-0501 三木市志染町吉田472-1　TEL.0794-83-6800

おおしま

㈱大島

15



地元高校生へのメッセージ

おかだきんぞくこうぎょうしょ

㈱岡田金属工業所

会社正門から。右側のゼットタワーは平成２年に完成

〒673-0404 三木市大村561番地  TEL.0794-83-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

昭和18年の創業以来「使う人に満足していただける製品づくり」を社是に
掲げ、常により良いものづくりに取り組んできました。1982年に発売した

「ゼットソー 265」の誕生も被切削材の変化への対応を望むお客様の声に応
えることから始まり、新建材に適切に対応する工具としてプロの大工さんか
ら圧倒的支持を得、一億枚の販売実績を誇る鋸

のこぎり

のスタンダード製品となりま
した。さらなる成長のため、新製品開発は国内向けのみならず、海外のお客
様のニーズを取り込んだ海外向け製品の開発にも注力しています。生産設備
のほとんどを社内で設計・製作することで、国内外のニーズに迅速にきめ細
かく対応し、お客様に満足いただける製品づくりを目指しています。

自社開発の生産設備で製品が作られている事に魅力を感じ、
入社しました。先輩方に、気軽に相談できる環境で、入社か
ら16年働くことが出来ています。ぜひ、地場産業である金物
に興味を持って、地元を盛り上げる人材になってください。

㈱岡田金属工業所

■創業・創立／1943年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	15億4,600万円（2014年11月期）
	 14億8,700万円（2015年11月期）
	 15億3,600万円（2016年11月期）
■従業員数／97名
■平均年齢／38.2歳（正社員）
■業態／金属製品製造業

設計課	課員

古元	克憲さん
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地元高校生へのメッセージ

おくいでんき　あかしこうじょう

奥井電機㈱明石工場

明石市大久保町の「明石工場」

〒674-0065 明石市大久保町西島310  TEL.078-946-2266

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

当社は、1926年（大正15年）の創業以来、制御技術のプロフェッショナルとし
て、あらゆる産業、公共施設の電気制御を担い、高度な技術・品質を誇る一貫生
産体制を確立しています。
ISO9001認証取得による品質保証体制で、原子力を含む発電プラント、公共施
設、各種産業プラント、超音波センサー、濃度計、レベル計およびメカトロ製品
など、社会基盤に関わる様々な制御施設等を受注開発し、「技術・品質重視型企
業」として高度な技術と品質で業績拡大に努めています。
公共上下水道、排水処理設備および発電所等に超音波センサー、濃度計、レベ
ル計、界面計などのシステムを多数納入しています。
また、「O

オー

」シリーズとして、O
オ ル フ

LF(アルコール浸漬式の急速液体凍結機)、
O
オ ム ス

MS(汎用起動盤)、O
オスヴィー

SV(汚泥容量／汚泥容量指標測定装置)を発売中です。

求める人物像は、「エンジンが付いている人」です。新しい事
業展開をする時、自ら考え行動するためには、エンジンが必
要です。また、当社は中小企業だけに仕事の幅が広く、「もの
づくりの感動」が味わえます。

奥井電機㈱明石工場

■創業・創立／1926年
■資本金／	5,000万円
■売上高／			9億8,500万円（2014年5月期）
	 10億7,700万円（2015年5月期）
	 12億6,600万円（2016年5月期）
■従業員数／75名
■平均年齢／41.5歳
■業態／電気機械器具製造業

代表取締役社長

奥井	秀樹さん
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地元高校生へのメッセージ

かごたに

㈱籠谷

平成 28年 4月完成　新工場

〒676-0005 高砂市荒井町御旅2丁目1番17号  TEL.079-442-2405

地元高校生へのメッセージ

企業データ

高砂市

当社は鶏卵および鶏卵加工食品の製造、電気設備工事の施工管理、飼料販売
の3分野の事業に取り組んでいます。
各分野とも長年の実績とノウハウを生かし、プロ集団として皆様のご要望に
お応えいたします。
また、食品部門ではFSSC22000を取得し、平成28年4月に新工場を建設
しました。電気事業部、飼料販売部門ではISO9001を取得しお客様のニー
ズに的確にお応えしてまいります。

我社は、生活創造企業として「食（卵製品）」「設備（電気設備
工事）」「サービス（企画提案等）」を通じ社員一丸となって満
足いただける商品を提供するため日々研鑽を重ね、努力し、
その努力を継続しています。

㈱籠谷

■創業・創立／1921年
■資本金／	3,000万円
■売上高／	78億8,700万円（2014年6月期）
	 86億4,600万円（2015年6月期）
	 92億9,400万円（2016年6月期）
■従業員数／430名
■平均年齢／35.4歳
■業態／食品製造・電気施工管理
　　　　飼料販売業

代表取締役社長

栗原	直樹さん
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地元高校生へのメッセージ

がまかつ　ぴーてぃーいー　えるてぃーでぃー　にしわきししゃ

GAMAKATSU PTE LTD 西脇支社

10 年以内にやりたいことは？　A. 海外勤務　B. 社長

〒677-0014 西脇市郷瀬町417-2  TEL.0795-22-8867

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西脇市

今ある仕事の約半分が20年以内に無くなると言われています。この激動の
時代の中で、石器時代から存在しているものがどれだけあるでしょう。変わ
らないモノを扱い、変わり続ける会社“がまかつ”。当社の強みは大きく3つ
あります。1つ目は国内・海外に自社工場があり、商品の大半を自社開発・
自社製造できること、2つ目は高品質フックとして世界的に知名度があるこ
と、3つ目は本社をシンガポールに置き、全世界にグループ会社10拠点を設
立、世界中のユーザーへ販売する販路を持っていることです。
そして2017年、がまかつは新たな一歩を踏み出すため大阪市堂島に日本本
社を開設しました。
がまかつの世界挑戦は始まったばかりです。

趣味を仕事にする選択には賛否両論ありますが、当社は魚を
釣る会社ではありません。私たちの仕事は最高の製品を世界
中の人々に届けることです。そして当社は今、世界中にある
海外拠点で経営者になり得る人材を募集しています。

GAMAKATSU PTE LTD 西脇支社

■創業・創立／1955年
■資本金／	約96億円
■売上高／	101億円（2016年12月期）グループ全体	
■従業員数／1,000名（グループ全体）
■平均年齢／40.0歳
■業態／卸売業

がまかつ採用担当者
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地元高校生へのメッセージ

創業 128 年　さらに歴史を積み重ねます

〒675-0038 加古川市加古川町木村85-1　TEL.079-424-2222

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加古川市

釜谷紙業株式会社は、明治23年創業以来、「紙」とともに歩み続け、 さらに発
祥の洋紙事業部に加え、包装資材事業部、段ボール事業部を3つの柱として
企業活動を続けてきました。日増しに変化する経済状況の中で、グローバル
な視野を持ち、当社の主要3部門をより充実させるとともに、固定観念にと
らわれず常に可能性を追求すること。ニーズに合った情報を発信し続けるこ
と。これが今当社に求められている使命だと考えています。
これからも目指す姿「創造性豊かなサービスをもってお客様に満足をお届け
する企業」に向けて社員一丸となって取り組んでいきます。

当社は地域(加古川・姫路・神戸）密着の中小企業です。社
員が少ない分責任ある仕事を任されるチャンスがあります。
地元で働きたい人、「会社」ではなくて「個人」として勝負し
たい人、是非お待ちしています。

釜谷紙業㈱

■創業・創立／1890年
■資本金／	4,800万円
■売上高／非公開
■従業員数／79名
■平均年齢／45.8歳
■業態／卸売・製造業

総務部	課長代理

金澤	隆太さん

かまたにしぎょう

釜谷紙業㈱
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地元高校生へのメッセージ

かみでんき

加美電機㈱

工場内	電子部品実装ライン

〒679-1202 多可郡多可町加美区熊野部223-13  TEL.0795-35-0071

地元高校生へのメッセージ

企業データ

プリント基板の実装専門工場として創業し、以来順調に業績を伸ばしてきま
した。主な仕事内容は、両替機等のお金に関する装置や、スマートフォンな
どに使われる最先端の基板に電子部品をはんだ付けすることです。機械を
使って行う作業と、人の手で行う作業があります。「どんなに難しいと思われ
る仕事でも断らない」をモットーに、顧客の必要とする最新設備はすべて整
えており、部品調達から組立まで一貫して行うことにより、高品質の製品を
ユーザーに提供しています。
また、自社製品の開発にも力を注ぎ、停電しても消えないLED電球「レス球」
は国内外で注目を集めています。

プリント基板はあらゆる機械に使われ、今後もIoTの進展でさ
らなる進化が期待されています。社員は最新設備を使いこな
し、高品質なプリント基板を世の中に送り出しています。また、
新たな製品開発にも、全社一丸で取り組んでいます。

加美電機㈱

■創業・創立／1983年
■資本金／	4,600万円
■売上高／	19億			489万円（2015年6月期）
	 21億3,026万円（2016年6月期）
	 23億6,736万円（2017年6月期）
■従業員数／156名
■平均年齢／39.5歳
■業態／電気機械器具製造業

総務部	部長

木村	通孝さん

多可町
平成24年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞 受賞
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地元高校生へのメッセージ

明石市

かんさいけんせつこうぎょう

関西建設工業㈱

神戸市西区に位置する本社。独身寮あり

〒651-2112 神戸市西区大津和1丁目6番地の２  TEL.078-974-1441

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は1947年の創業以来、兵庫県・神戸市・明石市を中心とした地域で事
業を行う総合建設業です。国土交通省や都市再生機構・兵庫県・神戸市・西
日本高速道路㈱といった、国や地方自治体の工事を手がけています。
建築工事については、高層住宅から個人住宅まで、公共施設（公立病院・文
化施設等）から商業施設等、多種に渡って工事をしました。
土木工事については、公共工事（道路・河川・上下水道・砂防工事等）を中
心に多くを手がけています。

人が生きていく上で欠かせない衣・食・住。当社はその“住”
のものづくりをしています。みんなが快適で安全に生活でき
る基盤を担っていることに私たちは大きな誇りを持っていま
す。皆さんもこの達成感のある仕事に挑戦しませんか。

関西建設工業㈱

■創業・創立／1947年
■資本金／	8,000万円
■売上高／	43億			382万円（2014年9月期）
	 46億6,491万円（2015年9月期）
	 51億1,999万円（2016年9月期）
■従業員数／72名
■平均年齢／43.8歳
■業態／総合建設業

社長室長

平岡	勇介さん
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地元高校生へのメッセージ

きしろ

㈱きしろ

当社播磨工場の超大型精密ＮＣ旋盤

〒673-0881 明石市天文町2-3-20  TEL.078-917-1223

地元高校生へのメッセージ

企業データ

兵庫県内にある播磨・土山・高砂の3工場では、最大200トンの加工物まで
扱える超大型旋盤や、世界一の処理能力を持つクランクスロー加工設備を備
えるなど、国内トップクラスの設備環境を誇ります。
創業100年を迎えた2015年、長期的な成長が見込める航空機分野に参入。
すでに工場の整備、設備の導入や新たな人材確保にも動き、さらなる未来に
向けて挑戦していきます。

戦艦「大和」の巨大砲身を加工したワグナー社製超大型旋盤
が80年経過した今でも稼働中。古い機械と新しい精密ＮＣ
機械が設備された、機械加工専門企業です。

㈱きしろ

■創業・創立／1915年
■資本金／	9,400万円
■売上高／	38億円											（2015年3月期）
	 46億1,000万円（2016年3月期）
	 36億4,600万円（2017年3月期）
■従業員数／255名
■平均年齢／40.0歳
■業態／機械加工業

営業部主任

梶本	真也さん

明石市
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地元高校生へのメッセージ

稲美町

きのしたせいかん

木下製罐㈱

当社製作の建設機械部品

〒675-1116 加古郡稲美町蛸草字上条1-12  TEL.079-496-2301

地元高校生へのメッセージ

企業データ

我社はこれまで、造船・建設機械部品や水力・火力・原子力などの発電所関
連部品、ディーゼルエンジンなどの内燃機関部品等、時代に即した様々な製
品を製造してきました。
また、社内では溶接ロボットなど最新の設備を導入し、効率的な生産を図る
と同時に人材育成にも力を注いでいます。
今後も高い技術力を活かしながら製品を通じてお客様の要求に応え、社会の
発展に広く貢献する存在価値のある企業でありたいと考えています。

社員は、20代から60代までと年齢層も厚く、ベテラン技術
者からの熟練の技術の習得も可能です。また、職場環境や福
利厚生面なども整備されており、安心して働くことができる
会社です。

木下製罐㈱

■創業・創立／1956年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	非公開
■従業員数／81名
■平均年齢／42.4歳
■業態／製造業

代表取締役

木下　卓さん
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地元高校生へのメッセージ

きよう

㈱基陽

第40期事業発展計画発表会（2017年）にて

〒673-0434 三木市別所町小林477-10  TEL.0794-82-2304

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

弊社所在地は、金物の町三木市です。高所作業の職人さんの命を守る安全
帯や道具類を入れる工具袋を製造販売しているメーカーです。2013年に兵
庫No.1ものづくり大賞、2014年にはグッドデザイン金賞を受賞しました。
2017年に内閣府「女性のチャレンジ賞」、兵庫県「女性の活躍企業表彰」を
受賞、2015年、ワーク・ライフ・バランスで企業表彰もいただきました。業界
では珍しく女性が全体の63％を占めています。個々の活躍の場を広げられ
る環境があり、社員第一・お客様本位・社会貢献の三主義を掲げ、ビジョンとし
て『大家族』を基本方針にしています。さらに社会貢献できるサービスや、製
品群づくりを続けており、さらに地域や業界に必要とされ続ける企業として
前進してまいります。

貴方が育った町の企業についてどんな事をご存知ですか？どう
働きたいかと考えるとともに、企業についてたくさん調べてくだ
さい！知らないと何も始まりません！能動的に働く事を想像してく
ださい。インターンシップも歓迎です。共に頑張りましょう！

㈱基陽

■創業・創立／1975年
■資本金／	1,000万円
■売上高／			6億円（2014年7月期）
	 		8億円（2015年7月期）
	 10億円（2016年7月期）
■従業員数／30名
■平均年齢／34.5歳
■業態／製造販売業

総務部

仲上	奈緒さん

平成25年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 製品・部材部門賞 受賞
ひょうごの成長企業
平成27年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞
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地元高校生へのメッセージ

加西市

きょうわせいさくしょ

㈱協和製作所

モータープーリ・ローラ、シャフト・ギア

〒675-2303 加西市北条町古坂69-1　TEL.0790-42-5111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

搬送機器を主体に産業機器を製造・販売する産業機器事業部とミッション部
品加工を担う汎用事業部の二事業部体制です。
産業機器事業部

『モータープーリ』と『モーターローラ』はベルトコンベヤーなどの駆動源と
して搬送業界では世界有数のトップメーカーの地位を確立しています。
汎用事業部
二輪車・農業機械用ミッション関係の部品（シャフト、ギヤ）メーカーとして、
日本を代表する大手製造会社のパートナー企業として多くの実績を築き上げ
ています。

搬送用機器を中心とした各種商品や新商品、またはミッション
部品の設計や製造に携わり、顧客と共に歩んでいく営業活動を
行います。お客様の夢や要望に応え喜んでもらえると同時に自
己成長することができるとてもやりがいのある仕事です！

㈱協和製作所

■創業・創立／1954年
■資本金／	9,600万円
■売上高／	58億円（2015年3月期）
	 62億円（2016年3月期）
	 64億円（2017年3月期）
■従業員数／230名
■平均年齢／36.0歳
■業態／輸送用機械器具製造業

総務部係長	採用担当

片山	智広さん
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地元高校生へのメッセージ

きんぐじょうぞう

キング醸造㈱

稲美町蛸草にある本社工場

〒675-1192 加古郡稲美町蛸草321  TEL.079-495-0010

地元高校生へのメッセージ

企業データ

稲美町

創業110年を超えている当社は、長い歴史の割には、少ない人数でやってき
ております。キング醸造は決して規模の大きな会社ではありません。規模の
拡大を目指す前に、会社で働く人が「いい会社」「いい商品」と感じ、自信と喜
びを持って力強く働く事を目指し、そこから生まれる商品や仕事を通じて、
消費者の皆様、お取引先の皆様、地元の皆様から、「いい会社」「いい商品」と
自然に言っていただけるような会社を目指しています。

高校生の頃は、会社名は知りませんでした。企業研究をする
ようになり稲美町から日の出商品を全国に発信している会社
だということを知りました。地元企業を調べると、知らない
活躍をしている企業がたくさんありますよ。

キング醸造㈱

■創業・創立／1900年
■資本金／	9,940万円
■売上高／	135億円（2016年9月期）
■従業員数／270名
■平均年齢／36.8歳
■業態／食品製造業

総務部	ゼネラルマネージャー

青木	延恭さん
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地元高校生へのメッセージ

くらうんしょうじ

クラウン商事㈱

加古川東工業団地内	本社工場

〒675-0103 加古川市平岡町高畑520-17（加古川東工業団地内）　TEL.079-421-1300

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加古川市

当社はダンボールケースや梱包に必要な付属品、緩衝材等いろいろな種類の
梱包資材を設計開発・製造・販売しています。1966年に創立以来、播磨地
区を中心に深く根を下ろして地域に密着した経営を展開し、何よりお客様と
の信頼関係を重視し、ご要望にも誠心誠意を持って対応することを心がけて
います。
さらに、もうひとつの基幹事業としてワイヤハーネスを中心とする電装事業
があります。ワイヤハーネスとは複数の電線を束ねてコネクタをとりつけた
製品の総称ですが、様々な電気製品の内部で電気供給や信号のやり取りを可
能にする大切な部品です。海外と国内に生産拠点を設け、お客様の需要にお
応えしています。

私達の工場では物流を行う上で必要不可欠な段ボールケース
を製造しています。国内だけでなく海外への輸出製品にも広
く使用されています。自分達が送り出した製品が様々な分野
で活躍しており、やりがいと責任を感じています。

クラウン商事㈱

■創業・創立／1966年
■資本金／	2,000万円
■売上高／	35億9,000万円（2015年2月期）
	 36億4,000万円（2016年2月期）
	 35億7,000万円（2017年2月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／41.2歳
■業態／製造業

製造 2 課

木下	寿樂さん・宮原	芽さん
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地元高校生へのメッセージ

工場を拡張し 2017 年新設しました

〒673-1341 加東市南山6丁目5番16号　TEL.0795-47-0081

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加東市

注目されているEV化の流れ。その基幹技術であるリチウムイオン電池の開
発を支えている会社がグローバル・テックです。
携帯電話やパソコン、自動車など生活に欠かせないものに電池は使われ、大
手企業が二次電池の開発をさらに進めています。
その先端技術の発展に欠かせないのが、創業以来当社が取り扱っている、
ニッケル・水素電池、リチウムイオン電池、燃料電池等の二次電池材料・生
産設備・検査装置の設計・製作・販売および電池評価試験・安全性試験およ
び電池解析です。
なかでも、ニーズに合わせた生産装置の製造も行えることは強みです。
電池の限りない可能性は未来へ繫がるチカラです。その技術の発展に役立つ
存在でありたいと願っております。

2017年5月に試験工場を拡張し、快適な環境で安全性や性
能に関する電池試験業務を行っていただきます。「固定観念
に捕らわれず常に考える」そんな姿勢で仕事に取り組んで欲
しいと願っております。

グローバル・テック㈱

■創業・創立／2003年
■資本金／	3,500万円
■売上高／	5億4,500万円（2014年4月期）
	 6億2,846万円（2015年4月期）
	 5億7,000万円（2016年4月期）
■従業員数／20名
■平均年齢／39.0歳
■業態／受託試験・卸売業

テクニカルサポートセンター	所長代理

深谷	信二さん

ぐろーばる・てっく

グローバル・テック㈱

兵庫県立地支援企業
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地元高校生へのメッセージ

多可町

くわむらせんい

桑村繊維㈱

播州織総合素材展 2017　当社ブース

〒679-1131 多可郡多可町中区曽我井315　TEL.0795-32-1180

地元高校生へのメッセージ

企業データ

220年以上の長い歴史がある北播磨の地場産業「播州織」を中心にテキスタ
イル（織物）の企画製造販売を行っています。蓄積された技術と経験をもと
に豊かな感性と独創性を発揮して、新しいテキスタイルを企画提案し、国内
のアパレルやセレクトショップ、そして海外の有名ブランドにも採用されて
います。常に新鮮で品質の良い商品を提供し、人々のより豊かな暮らしづく
りに貢献する企業を目指しています。
地元で生産された素晴らしいテキスタイルを一緒に世界へ発信していきま
しょう！

西脇市周辺の地場産業である播州織を製造販売しています。
地場産業ですが取引先は主に東京や大阪の会社で、様々な服
になって全国で販売されています。この地域とファッション
が好きな方にはぴったりの会社です。

桑村繊維㈱

■創業・創立／1950年（創業1928年）
■資本金／	2億1,000万円
■売上高／	105億1,800万円（2014年9月期）
	 111億1,400万円（2015年9月期）
	 100億8,700万円（2016年9月期）
■従業員数／142名
■平均年齢／42.4歳
■業態／繊維製造業

短繊維 1 部 2 課

長尾	翔太さん
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地元高校生へのメッセージ

こうべこうぎょうしけんじょう

㈱神戸工業試験場

播磨事業所

〒675-0155 加古郡播磨町新島47-13  TEL.079-435-5009

地元高校生へのメッセージ

企業データ

播磨町

当社では主に航空機・自動車・発電などに使用されている各種工業材料の材
料試験を行っています。材料試験は、それぞれの製品に使用されている工業
材料の耐久性や、安全性を確保する上でとても重要なことです。
私たちはお客様が開発した各種工業材料の試験データを提供することで社会
に貢献しています。

人物重視の採用活動を行っております。何事も意欲のある方
を求めています。
科学技術の進歩に対応し、新たな技術へ挑戦する技術者の育
成に力を注いでいます。

㈱神戸工業試験場

■創業・創立／1950年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	53億6,000万円（2016年12月期）
■従業員数／395名
■平均年齢／42.5歳
■業態／サービス業

代表取締役社長

鶴井	昌徹さん
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地元高校生へのメッセージ

こうべごうせい

神戸合成㈱

小野市でお客様に喜ばれる製品を作っています

〒675-1322 小野市匠台10番地  TEL.0794-64-7771

地元高校生へのメッセージ

企業データ

小野市

当社は創業55年。もともとはホンダブランドのカーワックスが仕事の始ま
りです。今は、ホンダをはじめ、スズキ、カワサキ、日野、いすゞ、コベルコ、
井関、ヤンマーなど日本を代表する自動車、二輪車、建機、農機メーカーとの
取り引きを開拓してきました。
また、地球環境保護にも軸足を置き、快適で安全な社会に寄与するケミカル
を作り続けています。
ピカピカに輝いた自慢の車やバイク。大切な愛車をきれいに保ちたいという
思いは、誰もが抱くものです。当社の製品を使用して、お客様が笑顔になる
ことを目標としています。

当社は、若い力で新たなスタートをきろうとしています。今、必
要としているのは『人』の力です。車・バイクが好き、人が好き、
好きなことを仕事にしたい挑戦者のみなさんと共に、ものづく
りに情熱をかけ、オンリーワンを目指しましょう！

神戸合成㈱

■創業・創立／1963年
■資本金／	6,000万円
■売上高／	13億3,000万円（2015年3月期）
	 12億6,100万円（2016年3月期）
	 13億9,000万円（2017年3月期）
■従業員数／36名
■平均年齢／40.7歳
■業態／製造業

代表取締役	社長

宮岡	督修さん

32



地元高校生へのメッセージ

こたに

㈱コタニ

オンリーワン技術でグローバルに活躍しています

〒675-2102 加西市中野町1665  TEL.0790-49-0360

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加西市

当社は、兵庫県加西市においてトランスミッションなど自動車を動かすうえ
で欠かせない『重要保安部品』を製造している自動車部品メーカーです。

『鍛造』という金属を熱して加工する技術を扱っており、業界内では3本の指
に入る生産高を誇っています。オンリーワンの画期的な方法で生み出される
高品質な製品は、日本の主要自動車メーカー各社に高く評価され、国内の全
メーカーで当社の部品が使われています。
近年は、新分野への進出（機械加工、熱処理）・新工場建設・海外進出（中国、
メキシコ）等で事業を拡大しており、全社員が一丸となって挑戦を繰り返し
ています。

当社では先輩社員や上司が丁寧に指導し育成をしており、皆
さんの先輩方も活躍しております。
当社の企業スローガンである「勇気ある挑戦」に共感をもっ
ていただける方の応募をお待ちしております。

㈱コタニ

■創業・創立／1970年
■資本金／	1億円
■売上高／	193億9,100万円（2014年3月期）
	 185億8,700万円（2015年3月期）
	 185億					15万円（2016年3月期）
■従業員数／480名
■平均年齢／35.0歳
■業態／輸送用機械器具製造業

代表取締役社長

小谷	正博さん

兵庫県立地支援企業
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地元高校生へのメッセージ

しばたこうぎょう

シバタ工業㈱

100 周年に向け、シンボルマーク・ロゴをリニューアル

〒674-0082 明石市魚住町中尾1058番地  TEL.078-946-1515

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

当社は、1923年（大正12年）に神戸でスタートし、もうすぐ100周年を迎
えます。創業からゴムの靴や、海や陸で使う土木資材、物流や精密機械で使
うもの等、幅広い分野で活躍しています。1995年の阪神大震災の経験から、
ゴム＋α（アルファ）で“防災・安全・環境”に貢献することをテーマに製品
開発をしています。ゴムのように柔らかな“発想力”で、日本国内1億人から
全世界70億人をターゲットとして「人を守る」製品を送り出していきます。
また、人材育成の一環でフォークリフト、玉掛け免許等、仕事で必要な資格
取得は全額補助。他にも、グローバル化に向けて英会話教室や、健康のため
体幹トレーニング教室の実施等、福利厚生面にも力を入れています。

ゴムの力で人を守りたい!!その考えのもと、ゴムのように柔
らかい発想力から生まれた当社製品は、現在世界トップシェ
アになっています。あなたも私たちと一緒に、全世界へ新し
いゴム製品を届けてみませんか？！

シバタ工業㈱

■創業・創立／1923年
■資本金／	9,700万円
■売上高／	134億円（2017年5月期・グループ全体）
■従業員数／460名（グループ全体）
■平均年齢／41.5歳
■業態／ゴム製品製造業

総務人事部（採用担当）

藤本	雄大さん
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地元高校生へのメッセージ

しまぶんえんじにありんぐ

シマブンエンジニアリング㈱

播磨第二工場（2015 年 10 月建設）

〒675-0155 加古郡播磨町新島41番地  TEL.079-435-0888

地元高校生へのメッセージ

企業データ

播磨町

当社は、建設機械（移動式クレーン、油圧ショベル）の部品製作、一般産業用
機械の設計・製作、製鉄所で使用される各種ロール補修を事業の柱とした
ものづくりの会社です。
設計から組立、塗装、据付、メンテナンスまで一貫したサポートを行ってお
り、本社工場と播磨第二工場の２工場で操業しています。
また、子会社が３社あり、国内では、数社しか認められていないクレーン等
の法定検査を行う「シマブンクレーン検査」、機械加工を主業務としている

「シマブンエンジニアリングマシナリー」、海外では、中国浙江省において、
油圧ショベルの部品等を製作している「杭州島文機械有限公司」があります。

仕事面では、品質・安全面において厳しく管理していますが、
ソフトボール大会や従業員の家族を迎えた工場見学会などの
イベントを催しており、職場雰囲気は非常に風通しが良く活
気にあふれています。

シマブンエンジニアリング㈱

■創業・創立／1968年
■資本金／	1,080万円
■売上高／	80億9,534万円（2014年9月期）
	 80億4,953万円（2015年9月期）
	 68億9,855万円（2016年9月期）
■従業員数／124名
■平均年齢／41.0歳
■業態／建設機械部品製造業

総務部	総務経理室

志賀	智昭さん
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地元高校生へのメッセージ

しょうわじゅうたく

昭和住宅㈱

スウェーデンホーム展示場

〒675-0101 加古川市平岡町新在家117  TEL.079-423-0050

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加古川市

Not Big But Strongを経営方針とし、地域密着経営で顧客満足をいかに高
めるかに取り組んでおります。
分譲住宅、注文住宅、分譲マンションの三本柱に加え、輸入住宅、賃貸マン
ション、リフォーム等、あらゆるお客様からのニーズにお応えできる体制を
とっています。

創業以来、加古川・姫路において地域密着型でお客様の夢の
マイホームを建築してまいりました。
お客様の喜び・満足・安心、それが私たちの喜びです。とも
にお客様の夢を実現していきましょう!!!

昭和住宅㈱

■創業・創立／1957年
■資本金／	2億3,800万円
■売上高／	216億3,800万円（2015年9月期）
	 219億7,000万円（2016年9月期）
	 143億7,000万円（2017年9月期）
■従業員数／220名
■平均年齢／37.6歳
■業態／住宅販売建設業

総務部	採用担当
大内 政人さん・森本 千晴さん・石場 友子さん
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地元高校生へのメッセージ

せんこー

センコー㈱

社屋

〒675-1371 小野市黒川町16番地  TEL.0794-63-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

小野市

センコーは『人と空間の素敵な関係作り』を願い、マットやラグを中心に、バ
ス・トイレ用品、スリッパ、インテリア雑貨など、暮らしと密接に関係する
商品を取り扱っています。
オフィシャルライセンスを取得しているブランド商品に加え、オリジナリ
ティー溢れるハウスブランド商品も多数取り揃えており、百貨店、専門店、
量販店、通販など全国各地の小売店をはじめ、ネットショップを通じてお届
けしております。
URL：http://senko-int.co.jp/

いかにハイテクを駆使したところで、柔軟な発想や思考力、
バイタリティが無ければよい商品を生み出すことは出来ませ
ん。企業の７、８割が人材で決まるといえます。社内に満ち
ているヤル気をバネに人材育成に意を注いでいきます。

センコー㈱

■創業・創立／1951年
■資本金／	9,750万円
■売上高／	非公開
■従業員数／41名
■平均年齢／45.8歳
■業態／製造業

代表取締役社長

長谷川	幸治さん
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地元高校生へのメッセージ

せんごく

㈱千石

若手社員が活躍しています

〒675-2462 加西市別所町395  TEL.0790-44-1021

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加西市

当社は家電製品や調理器具、給湯器部品などを手掛けている製造メーカーで
す。製品の企画から開発・設計、金型製作、製造、出荷まで、すべてを手掛け
る自社内一貫体制こそが千石の特徴であり、強みでもあります。
現在は自社ブランド『Aladdin（アラジン）』に力をいれ、暖房器具や調理器
具などの商品を積極的に展開しています。なかでも当社の特許技術「遠赤グ
ラファイト」を搭載した「グラファイトグリル＆トースター」は大ヒット商品
で、短時間でおいしいパンが焼けるトースターとして人気を誇っています。
また、当社はアメリカ、中国、フィリピンにも工場や拠点を有しており、グ
ローバルな事業展開をしているところも特徴のひとつです。

当社はものづくりに自信のある会社です。最近は自社ブランド
商品のCMを目にしたり、テレビや雑誌で取り上げられること
も多く、とてもやりがいを感じます。加西市に本社と工場があ
りますので、地元で長く働きたい方にもおすすめの会社ですよ。

㈱千石

■創業・創立／1953年
■資本金／	9,600万円
■売上高／	157億円（2016年12月期）
■従業員数／305名
■平均年齢／38.5歳
■業態／製造業

管理部

村田	真規さん

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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地元高校生へのメッセージ

たいてっこう

㈱田井鐵工

切削・加工のオートメーションシステム

〒677-0044 西脇市上野323  TEL.0795-22-2931

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西脇市

当社は、兵庫県内において、西脇市・多可郡多可町(加美区・中区・八千代
区)に５工場を擁しており、主に自動車の電装部品および水中ポンプを製造・
加工している会社です。特に自動車の電装部品に関しては、三菱電機㈱を通
じて、世界の自動車メーカーへ年間約3,000万台の部品を供給しており、ス
ターターと呼ばれる部品に関しては、世界シェアの20％を占めています。
不況に強い多種多様な事業内容を誇り、安定した企業基盤を確立するととも
に、ISO9001(品質マネジメントシステム)を取得し、顧客から厚い信頼を得
ています。
また、地元の人々からは働く場を提供する企業として、親しみと信頼をいた
だいています。

当社の製造・加工している製品は、世界中の自動車メーカー
で使用されています。ここ播州から世界を相手に、非常にや
りがいのある仕事です。好奇心があり向上心をもって仕事に
取り組める方、共に世界を相手に戦いましょう。

㈱田井鐵工

■創業・創立／1918年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	85億6,800万円（2014年9月期）
	 92億5,900万円（2015年9月期）
	 98億9,800万円（2016年9月期）
■従業員数／450名
■平均年齢／43.1歳
■業態／製造業

製造管理部	部長

田井	甫さん
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地元高校生へのメッセージ

加古川市

たきがわこうぎょう

滝川工業㈱

当社の加古川工場（メイン工場）です

〒675-0127 加古川市別府町石町52番地  TEL.079-435-1221

地元高校生へのメッセージ

企業データ

製鉄工場で稼働する設備、食品を生産する設備、各種産業機械や運搬機械な
ど、 ありとあらゆる機械設備を開発・製造し、様々な分野の工場へと提供し
ているメーカーです。 

「こんなことを実現したい、解決したい」というお客様の要望に応えるため
に、モノづくり精神を発揮！今までと違う方法、前例のないやり方も、歓迎
する風土があります。 
今後、さらに新たな分野への進出や、新たなマーケットの開拓を目指してい
ます。

機械設備の開発～設計～製造・組立まで、全て社内で一貫して
行えることが滝川工業の強み。機械・電気設計の技術者。工場
で製造をするスタッフ。お客様のニーズを社内へと持ち帰る営
業。妥協のないモノづくりがしたい方には、最高の環境です。

滝川工業㈱

■創業・創立／1943年
■資本金／	2億4,800万円
■売上高／	54億1,687万円（2016年12月期）
■従業員数／303名
■平均年齢／40.5歳
■業態／製造業

製造部	工場長
盛永	勝正さん
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地元高校生へのメッセージ

たなかばんきんこうぎょう

田中板金工業㈱

新工場と事務所

〒675-1328 小野市二葉町970-207  TEL.0794-63-3569

地元高校生へのメッセージ

企業データ

住宅、店舗、公共施設の屋根、外壁工事をしている会社です。創業明治42年、　
歴史のある会社です。
近年の建物には軽量で美しく曲面にも貼ることができる金属の屋根材や壁材
が使われることが増えてきています。それに伴い鉄板を様々な用途へと変化
させる匠の技が重要になっています。昔からある技術ですが新しい。時代を
超えて受け継がれてきた技術です。
田中板金工業は100年以上前から、この[金属の板]を切って折って曲げて
取り付けてきた会社です。
最新の設備と若い力で業績は確実に伸びています。　

自分が関わった建物が地域に残る感動と、人とは違った技術
が身についていく喜びを感じてください。なじみのない職種
には競争相手が少なくオンリーワンのわくわく感を味わえる
はず。成長意欲のある若者をお待ちしています。

田中板金工業㈱

■創業・創立／1909年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	7億9,900万円（2014年12月期）
	 8億1,600万円（2015年12月期）
	 9億4,800万円（2016年12月期）
■従業員数／29名
■平均年齢／37.2歳
■業態／建築板金業

営業本部長

田中	洋平さん

小野市

41



地元高校生へのメッセージ

ていえるぶい

㈱テイエルブイ

加古川市の本社工場

〒675-8511 加古川市野口町長砂881番地  TEL.079-422-1122

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は、産業で最も多く使用されている、蒸気エネルギーの計測・制御機器
の専門メーカーです。TLV（トラブル・レス・バルブ／故障のないバルブ）の
ブランドで、蒸気エネルギーを無駄なく利用でき、長寿命な製品を本社・加
古川市で開発、製造しています。品質と独自性にこだわり、主力製品である
スチームトラップは、国内トップシェアを占めています。
一方、蒸気のスペシャリストとして、お客様の工場の省エネ、安全性・生産
性向上に直結するコンサルティング、エンジニアリングサービスも行ってい
ます。グローバル企業を目指し、国内に11拠点、海外11カ国にグループ会
社、70カ国に130以上の代理店を展開しています。

加古川に国内トップシェアを占め、世界企業を目指す会社が
あることをご存じですか？当社は、産業の動力・熱エネル
ギーの8割以上を占める『蒸気』の専門家として、今後も産業
の発展と低炭素社会の実現に貢献していきます。

㈱テイエルブイ 

■創業・創立／1950年
■資本金／	4億8,000万円
■売上高／	84億円（2014年7月期）
	 85億円（2015年7月期）
	 89億円（2016年7月期）
■従業員数／426名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

人事部マネージャー

吉田	幸浩さん

加古川市
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地元高校生へのメッセージ

とくせんこうぎょう

トクセン工業㈱

こちらは当社で活躍している社員です

〒675-1361 小野市住吉町南山1081番地  TEL.0794-63-1050

地元高校生へのメッセージ

企業データ

小野市

「トクセン」とは「特殊金属線」の略です。線材を使って、お客様の多様な要望
に応えられる高い技術力を持っています。例えば、直径5.5mmという線材
から髪の毛の約1/10ほどの線まで細く引き伸ばす技術。通常丸い断面の金
属線をお客様の要望に沿った形へ変える、異形加工技術があります。その技
術から生み出す製品の中には世界でもトップシェアを誇るものもあるほど、
金属線の分野では確固たる地位を確立しています。
私たちの製品は皆さんの目に触れる機会はほぼありません。しかし、関わっ
ている業界は自動車、家電、半導体、医療など実に様々です。ワイヤだからこ
そ出来る技術を、兵庫県小野市から世界へ向けて日々発信し続けております。

私たちは小野市に本社・工場を持つメーカーです。創業84
年、培ってきた知識・ノウハウで、世界の最前線で活躍する
会社にまで成長しました。この高い技術力で、より豊かな社
会の実現に向かって日々挑戦し続けてまいります。

トクセン工業㈱

■創業・創立／1934年
■資本金／	4億8,000万円
■売上高／	202億円（2015年3月期）
	 202億円（2016年3月期）
	 206億円（2017年3月期）
■従業員数／747名
■平均年齢／43.4歳
■業態／金属加工業

代表取締役社長

金井	宏彰さん
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地元高校生へのメッセージ

とっぷまん

㈱トップマン

ミーティング風景。多くの若手社員が活躍する環境です

〒673-0404 三木市大村58番10  TEL.0794-82-2551

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

～教具、金物、貿易～３つの分野で世界を舞台に事業を展開する専門商社です。
私たちトップマンは「モノを通じてつくる高度な人のふれあい」を理念とし、
全国の中学校に技術・家庭科の教材を提供する「教具部」、伝統的な金物か
ら最新の DIY 用品を全国のホームセンターや金物店へ提供する「金物・HI
部」、工具をはじめ様々な製品を世界中に輸出している「貿易部」の３部で

“ものづくり”を応援しています。
「教具部」はメーカー、「金物･HI部」は卸問屋、「貿易部」は商社として、それ
ぞれ違った側面を持っています。この三本柱が相乗効果を生み出し、トップ
マンの企業価値を高めています。これからもトップマンは、世界中の豊かな
生活の創造に貢献し続けます。

中学時代の技術の時間、ラジオや本立てなどを夢中で作った
思い出はありませんか？トップマンは、「モノづくり」の場面に
満足いただける商品、サービスの提供を続け、メーカーと販売
店、ユーザーを結ぶコミュニケーターとして活躍しています。

㈱トップマン

■創業・創立／1924年
■資本金／	6,700万円
■売上高／	50億円（2015年12月期）
	 50億円（2016年12月期）
■従業員数／120名
■平均年齢／39.7歳
■業態／卸売業

総務部

鎌田さん・岡田さん
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地元高校生へのメッセージ

ないがいごむ

内外ゴム㈱

現在の明石本社工場

〒674-0084 明石市魚住町西岡2050番地  TEL.078-944-0650

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

弊社は 2013 年に創業 100 周年を迎えました。
世界初となるビーチサンダル「ビーチウォーク」の開発や国産第１号商品
となる準硬式野球ボール、ソフトボールや、液面計用フロート、ガスメー
ター用ガス計量膜の開発に成功しました。1997 年には 3 軸加速度センサ
で地震の初動波を瞬時に検出する地震感知器も開発しました。

「優れた技術力と諦めない気概」をモットーに、今後も技術の継承と発展へ
向けて挑戦の日々が続きます。

世界的なスポーツの祭典、2020年東京オリンピックで再び
採用された女子ソフトボール。皆さんも小学生の頃に、一度
は手にしたソフトボールや軟式ボールが地元の会社で作られ
ている事をぜひ知ってください。

内外ゴム㈱

■創業・創立／1913年
■資本金／	1億2,000万円
■売上高／	60億1,000万円（2015年5月期）
	 56億5,500万円（2016年5月期）
	 53億5,600万円（2017年5月期）
■従業員数／244名
■平均年齢／45.1歳
■業態／ゴム製品製造業

製造部製造Ⅰ課	課長

前川	和宏さん
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地元高校生へのメッセージ

なかのぷらんつ

中野プランツ㈱

高砂市荒井町の本社写真

〒676-0008 高砂市荒井町新浜2丁目10-24  TEL.079-442-1553

地元高校生へのメッセージ

企業データ

高砂市

当社は、建設業では発電プラントや化学プラントの建設、定期点検、メンテ
ナンス工事等を、金属加工業ではプラント配管、溶接組立品の製作や特殊ボ
ルト等の製造を行っています。当社の特徴のひとつは「強固な財務体質」で、
平成９年より加古川税務署から「優良申告法人」の認定を継続中です。
また、社是「中野プランツは、みなさんがしあわせになるための道具です。」
は、従業員や家族、お客様、協力会社、地域の皆様が「中野プランツ」という
会社を通じて幸せになってほしいという想いです。その想いを実現するため
に、社員一同「全員が経営者である」の意識のもと、日々努力しています。

「これでええんか⁉」「嘘をつかない !!」を安全品質方針と
キャッチフレーズに掲げ、社員全員いつも明るく元気に働い
ています。駅伝やマラソンへの参加やバーベキュー大会等、
楽しいイベントもたくさんありますよ！

中野プランツ㈱

■創業・創立／1955年（創業1931年）
■資本金／	3,000万円
■売上高／	35億6,721万円（2015年6月期）
	 34億9,237万円（2016年6月期）
	 34億1,892万円（2017年6月期）
■従業員数／85名
■平均年齢／46.7歳
■業態／製造業

代表取締役社長

中野	哲郎さん
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地元高校生へのメッセージ

にしかわしょくひん

ニシカワ食品㈱

当社が作っているパンです　　　工場

〒675-0023 加古川市野口町長砂799  TEL.079-426-1000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加古川市

当社は、地域密着型でしたが、現在は、近畿地区を中心に、ニシカワのパンを
お届けしております。
50年以上続くロングセラーのパンもあり、変わらぬ美味しさゆえに、お客様
に長く愛してもらえていると思っています。この味を守りつつ新たなロング
セラーの味を求め、安全・安心をモットーに従業員全員で頑張っています。

自分は、昭和63年に食品製造・工場勤務が希望で入社しま
した。ニシカワ食品は、創業以来、味にこだわり、材料にこだ
わり、製法にこだわる安心・美味しさを一番に取り組む企業
です。

ニシカワ食品㈱

■創業・創立／1947年
■資本金／	3,000万円
■売上高／	23億2,569万円（2015年1月期）
	 27億5,684万円（2016年1月期）
	 26億1,004万円（2017年1月期）
■従業員数／320名
■平均年齢／39.6歳
■業態／食品製造業

生産部	工場長

藤田	浩一さん

47



地元高校生へのメッセージ

にしわきろいやるほてる

西脇ロイヤルホテル㈱

北播磨地域唯一のCity	Hotel です

〒677-0015 西脇市西脇991番地  TEL.0795-23-2000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西脇市

西脇ロイヤルホテル株式会社は大和ハウスグループ企業として、西脇ロイヤ
ルホテルを運営しています。働いている仲間の多くは地元在住で、お客様に
感動していただくために日夜奮闘しています。
北播磨地域のランドマークとして位置づけられている郊外立地のホテルで、
広く清潔感あふれる客室はもとより、レストラン、コンベンション設備も充
実しており、たくさんの皆様にご利用いただいております。

今までに、学んだことをもとにして、様々なお客様に喜ばれ
る商品プランやイベントを一緒に作り上げて、ともに成長し
ていきましょう。

西脇ロイヤルホテル㈱

■創業・創立／2012年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	3億5,500万円（2014年3月期）
	 3億6,500万円（2015年3月期）
	 3億7,000万円（2016年3月期）
■従業員数／86名
■平均年齢／40.8歳
■業態／ホテル業

営業部	部長

荻原	有輝さん
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地元高校生へのメッセージ

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2014 産業労働部長賞 受賞

にっとうぽりごん

日藤ポリゴン㈱

約10tのスロッターマシンNVS-500です

〒679-1102 多可郡多可町中区安楽田５番地  TEL.0795-32-2800

地元高校生へのメッセージ

企業データ

多可町

北播磨エリア唯一の工作機械メーカーとして、ポリゴンマシン、スロッター
マシン、BTA深穴加工機等の工作機械を製造・販売しています。お客様の要
望により機械仕様が異なるため、創意工夫が試される仕事が多くあります。
また、1台10tを超える大型機も製造しており、チームを組んでの仕事を行っ
ています。
我社では、新鋭の機械を用いての高精度な加工を行う加工課、常に探究心を
持って機械を組立てる組立課、100社以上ある外注先とうまく連携を取る業
務課、自社製品の改良に常に目を光らせるエンジニア課の４つの課が上手に
作用し合って、お客様に満足してもらう商品創りに励んでいます。

機械の組立、部品の加工をしてもらいます。日藤が作る機械
は各々に仕様が異なり、多品種少量生産システムでの仕事で
あり、常に考えながら仕事を行う必要があります。そのため、
探究心があり自由闊達な学生を望んでいます。

日藤ポリゴン㈱

■創業・創立／1950年
■資本金／	2,100万円
■売上高／	8億			485万円（2015年3月期）
	 8億1,123万円（2016年3月期）
	 8億2,866万円（2017年3月期）
■従業員数／35名
■平均年齢／42.5歳
■業態／製造業

代表取締役社長

西原	豪男さん
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地元高校生へのメッセージ

高砂市

はりまきこう

播磨機工㈱

構内入出庫作業の様子

〒676-0047 高砂市高砂町南本町910番地  TEL.079-443-5151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

播磨機工㈱は三晃グループのアウトソーシング部門を支え躍進し続けている
会社です。日本を代表するビッグビジネスを顧客に持つアウトソーシング部
門の水準は高く、緻密で丁寧な作業には定評があり、顧客から大きな信頼を
得ています。
作業請負業務はもとより構内輸送、港湾荷役作業までをサポートし、常に“誠
実な仕事”を実践し、顧客の発展とともに社業の発展に努めてきました。
そのことは、今後も変わることなく“地域密着”“顧客第一主義”“高品質サー
ビス”を貫いていきます。

私は就職先を決める際、地域に貢献出来る企業に入社したい
と思い、この企業に就職しました。入社後は不安でしたが上司
や仲間の支えもあり、また休日は地元の友達と会う事も出来
るので安心です。やりがいのある仕事で共に頑張りましょう！

播磨機工㈱

■創業・創立／1986年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	19億1,500万円（2014年3月期）
	 19億6,200万円（2015年3月期）
	 19億9,800万円（2016年3月期）
■従業員数／265名
■平均年齢／33.0歳
■業態／工場構内請負業

KL 職場

吉﨑	大輔さん
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地元高校生へのメッセージ

はんぎ

㈱阪技

自分から、動く人へ。わたしたちは阪技です

〒676-0017 高砂市荒井町東本町19-23  TEL.079-443-4405

地元高校生へのメッセージ

企業データ

高砂市

生活に欠かせない電力に関わるお仕事をしています。具体的には、発電に必
要なタービンや発電プラントの設計・計画～品質管理、システム開発の技術
をサービスしている会社です。入社後には研修があり、多くの若手社員が活
躍しています。
また、資格取得サポート体制もあり、社会人になっても成長し続けたい向上
心のある方にピッタリです。
さらに、結婚や出産後も長く働けるよう託児所も開設！それぞれのライフス
テージにあった働き方で、成長を感じられる会社を目指しています。

阪技は、「人を大切にしている会社」です。入社後も研修があり、
知識が全く無かった私も一つ一つ課題をクリアすることで自信を身
につけることができました。また、若手社員だからこその気づき・
感じている事を尊重してくれ、チャンスを与えてくれる会社です。

㈱阪技

■創業・創立／1981年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	14億5,000万円（2016年12月期）
■従業員数／243名
■平均年齢／35.6歳
■業態／技術サービス業

総務部	業務課
里中さん
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地元高校生へのメッセージ

加古川市

ひょうごせいさくしょ

㈱兵庫製作所

加古川市の本社工場

〒675-0023 加古川市尾上町池田1945-2　TEL.079-423-3671

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は創業70年の機械メーカーで、製鉄機械装置の製作および補修をメイ
ンとする産業機械部門と鋼材の試作や試験片加工を担う試験片加工部門の２
つの事業を運営しています。
産業機械部門では各種の大型NC加工機をはじめとする最新鋭設備を駆使し
た高精度の機械加工や製缶、組立、検査など充実した体制を備える一方、い
ち早く海外メーカーとの連携に取り組み、低コストかつ高品質の海外調達を
実現することでお客様の信頼とニーズにお応えしてきました。
また、試験片加工部門では鋼材の研究開発試作に関わるあらゆる相談を承る
ほか、完全自動加工ラインによる試験片加工の24時間操業を実現するなど
お客様より高い評価を得ています。

入社当初は工作機械や品物の大きさに驚いたり、製品がどのよう
に使われるのかすら分かりませんでしたが、今では職場見学会を
任され会社説明をしています。いろいろなことを任されるのは戸
惑いも多いけれど自分の成長が実感できやり甲斐があります。

㈱兵庫製作所

■創業・創立／1946年
■資本金／	2,600万円
■売上高／	30億円（2015年1月期）
	 37億円（2016年1月期）
	 33億円（2017年1月期）
■従業員数／140名
■平均年齢／36.9歳
■業態／生産用機械器具製造業

本社工場	検査係	

曽我部	さん（2016年入社）
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地元高校生へのメッセージ

ふじせいさくしょ

㈱藤製作所

弊社の正門から見た事務所棟・工場棟です

〒675-1105 加古郡稲美町加古1901　TEL.079-492-1421

地元高校生へのメッセージ

企業データ

稲美町

環境にやさしい都市ガスと、ＬＰガスを燃料とした工業用のガス機器メー
カーです。お客様のご要望に応じた特製のガス機器を製造しており、設計・
製造・据付・メンテナンスまで一貫して行っています。従って、技術営業、
設計開発、資材調達、ハイレベルの組立製造、迅速なメンテナンス対応と、あ
らゆる職種のメンバーが揃っています。
主要取引先は大阪ガス㈱グループ様をはじめ、エンドユーザー様とも直接取
引をしています。
ここ数年は、これまでの技術を応用して、大学や他企業と連携して、医療機
器開発、その他新事業分野開拓にも挑戦しています。　　　　　　　

安全衛生活動・6Ｓ活動・神戸環境マネジメントシステム活
動を従業員主体で取り組むことで、企業風土の構築・改革を
目指しています。こんな会社の仲間に入りませんか。

㈱藤製作所

■創業・創立／1920年
■資本金／	1,450万円
■売上高／	4億1,112万円（2014年9月期）
	 4億7,912万円（2015年9月期）
	 5億1,691万円（2016年9月期）
■従業員数／38名
■平均年齢／41.9歳
■業態／製造業

代表取締役社長

藤澤	信幸さん

兵庫県立地支援企業
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地元高校生へのメッセージ

加東市

ふじつうしゅうへんき

富士通周辺機㈱

上段：本社工場航空写真　下段 : 本社工場外観

〒673-1447 加東市佐保35番  TEL.0795-42-5611

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は富士通製携帯電話、スマートフォンや世界最高速の印字速度を競うプ
リンタ装置など様々な製品を製造しており、最先端技術を駆使して開発～製
造まで一貫して行うことができる数少ない専門メーカーです。 
また、自社開発した自動化製造設備による自動化ラインを構築し、生産変動
に強い製造ラインにより世界最高水準の製品を提供しています。
さらに、リペア業務やリサイクル事業に至るまで製品のライフサイクル全般
で環境対策を実施しています。

私たちは豊かで夢のある未来に向け、開発から製造まで様々
な「人財」が一体となって仕事に取り組んでいます。これか
らもMade in Japan、Made in Hyogoにこだわったもの
づくりに取り組んでいきます。

富士通周辺機㈱

■創業・創立／1984年
■資本金／	1億円
■売上高／	1,455億円（2015年3月期）
	 1,306億円（2016年3月期）
	 			953億円（2017年3月期）
■従業員数／827名
■平均年齢／47.9歳
■業態／民生用電気機械器具製造業

代表取締役社長

長原　明さん

平成26年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞
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地元高校生へのメッセージ

ふじわらさんぎょう

藤原産業㈱

高校卒業後、ご活躍いただいてる若手社員です！

〒673-0403 三木市末広3丁目11番31号  TEL.0794-83-3131

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

金物の街、三木市に誕生した藤原産業は創業以来、各種ツールの開発と販売
一筋に歩んできた企業です。全国ホームセンター・プロショップを対象に、
電動工具や作業工具、大工道具、園芸機器、園芸用具などDIYツールと呼ば
れる商品を提供しています。当社は、「提案営業力」「商品開発力」「情報物流
力」の３つのチカラによって、国内ホームセンターマーケットのストアカバ
レッジ率80％を獲得しています。
また、商品の卸売りだけではなく、自社ブランドの商品開発も行い、企画開
発型商社としても高い評価を得ています。今後も、創業から100年以上続く
歴史と信頼を守るため、変革とチャレンジを続け、業界のリーディングカン
パニーとしてさらなる成長を目指します。

ツールの命は、品質の良さにあります。「プロでも使える品
質、アマチュアでも買える価格」を商品開発の基本としなが
ら、ツールを通じて日本中の、そして世界中の一人でも多く
の人に幸せと喜びの輪を広げてまいりたいと願っています。

藤原産業㈱

■創業・創立／1897年
■資本金／	8,448万円
■売上高／	389億円（2014年6月期）
	 419億円（2015年6月期）
	 450億円（2016年6月期）
■従業員数／724名
■平均年齢／34.9歳
■業態／卸売業

代表取締役社長

藤原	慶三さん
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地元高校生へのメッセージ

屋外用高圧受配電盤 (キュービクルタイプ )

〒673-0028 明石市硯町3丁目4番2号　TEL.078-923-9841

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

当社は、昭和26年神戸市で創業し、昭和37年に現在の明石市に移転してき
ました。明石市の皆様、当社製品をご使用いただいていますお客様に支えら
れ、本年67周年を迎えることができました。当社製品の需要分野は、電力・
エネルギー・鉄鋼・一般工業・交通・公共水処理施設等々、多岐にわたって
います。
電子技術の速い変化の中で、時代のニーズを汲み上げ満足させる製品づくり
にまい進していけば、当社の活躍する場は今後もますます広がっていくもの
と確信しています。創業100周年に向かい、基幹産業の活動の一翼を担って
いるという誇りと同時に責任の大きさも自覚しながら、ユーザーの立場から
おのおのの用途に合った最適機能の実現を目指し、より良い製品、より使い
易い製品の開発、製造に日々取り組んでいます。

当社の製品はお客様によって要求内容が異なるので、同じものを
大量につくることはありません。設計⇒製缶⇒塗装⇒組立⇒配線
⇒試験⇒検査と一貫体制で、ものづくりをしています。お客様の
想いを受け、全社一丸となって、ものづくりに取り組んでいます。

扶桑電機工業㈱

■創業・創立／1954年（創業1951年）
■資本金／	5,000万円
■売上高／	9億9,920万円（2015年3月期）
	 7億5,232万円（2016年3月期）
	 6億8,674万円（2017年3月期）
■従業員数／71名
■平均年齢／40.0歳
■業態／電気機械器具製造業

管理部長

柳田　悟さん

ふそうでんきこうぎょう

扶桑電機工業㈱
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地元高校生へのメッセージ

平成25年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 大賞 受賞
ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2017 兵庫県知事賞 受賞

ぶれいん

㈱ブレイン

「人に優しい技術」づくりに挑戦し続けています

〒677-0033 西脇市鹿野町1352  TEL.0795-23-5510

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西脇市

自然が豊かな場所にある会社で、画像分析やデータ解析、人工知能までいろ
いろな技術に触れて学べます。
弊社が開発を手掛ける世界初のレジシステムBakeryScan（ベーカリース
キャン）は、トレイ上の複数のパンの値段と種類をカメラで一括識別する次
世代型のレジシステムで、ものづくり日本大賞優秀賞・GOOD DESIGN賞
BEST100 など数々の賞を受賞し、マスコミに取り上げられています。
さらに、学生食堂などでの「食事メニュー識別」や、神社での「授与品識別装
置」にも展開し、弊社の強みでもある画像識別技術を活かして、ますます活
躍の分野を広げています。

私たちは「画像識別」「人工知能」という最先端の技術を武器
に、自然豊かな西脇から世界を目指しています。一人ひとり
が個性的で長所を活かせる企業です。あなたの長所を弊社で
輝かせてみませんか？

㈱ブレイン

■創業・創立／1982年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	非公開
■従業員数／22名
■平均年齢／36.0歳
■業態／情報サービス業

技術開発課

片山	裕史さん
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地元高校生へのメッセージ

へいしんきかいこうぎょう

兵神機械工業㈱

新製品の船舶用水耕栽培装置

〒675-0146 加古郡播磨町古田1-5-30  TEL.079-436-3001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

播磨町

1929年に創業した歴史のある会社です。主に海外で運行されている大型船
舶の航行に不可欠なポンプや、海洋環境汚染を防止するための製品販売を
行っています。
また、新たな事業として、ハウス式の水耕栽培装置の製造販売を開始しま
した。
当社の経営理念である「人間力を高め、信用第一で社会貢献する」を主軸に、
社員全員が成長し、企業の発展が社会の発展につながるよう、企業活動を
行っています。

船舶用の機器販売をメインに行ってきた会社ですが、今は船
舶用機器だけではなく、水耕栽培装置など新しい製品の販売
にも取り組んでいます。新しいことにチャレンジしたい人と
出会えることを楽しみにしています。

兵神機械工業㈱

■創業・創立／1929年
■資本金／	9,500万円
■売上高／	31億		340万円（2016年9月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／38.0歳
■業態／船舶用機器製造販売業

専務取締役

友藤	昇平さん
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地元高校生へのメッセージ

加古川市

まえじましょくひん

前島食品㈱

正面玄関	たべたろうが企業のロゴマーク

〒675-0054 加古川市米田町平津６５５　TEL.079-431-0081

地元高校生へのメッセージ

企業データ

とろろ昆布やおやつ昆布、おやつわかめや昆布茶、お惣菜など、主に昆布な
どの海藻類を主原料にした商品の製造加工をしている会社です。機械設備で
生産されるものもありますが、手作業が多く、ひとつひとつ丹精込めて伝統
的な手作りの良さを活かした食品づくりをしています。
従業員の年齢も10代～ 60代と幅広く、女性が７割以上を占め多く活躍され
ています。企業精神は「共生」で、お客様に安全・安心の食品をお届けし、お
いしいなぁと笑顔になっていただけたらと願いを込めて、「広がれおいしい
笑顔」が弊社の企業スローガンになっています。

特に資格がいるということはありません。自分が成長したい
と思っている方、好奇心旺盛で前向きな方、人と話をするの
が大好きな方、他人を思いやれる方、前島チームの一員とし
て一緒におもろい仕事しませんか。

前島食品㈱

■創業・創立／1963年（創業1923年）
■資本金／	4,200万円
■売上高／	24億7,500万円（2015年7月期）
	 23億9,800万円（2016年7月期）
	 22億7,000万円（2017年7月期）
■従業員数／145名
■平均年齢／45.4歳
■業態／食品製造業

総務部総務課	課長

坂田　宏さん

59



地元高校生へのメッセージ

まつばらてくの

㈱松原テクノ

カウンターウェイト出荷の様子

〒675-0155 加古郡播磨町新島27番地　TEL.079-437-0333

地元高校生へのメッセージ

企業データ

播磨町

製缶製カウンターウェイト（油圧ショベル等作業時のバランスをとる部品）
を主に作っています。
当社で、鋼材の“切り出し・曲げ加工”、プレス鋼材との“溶接組立”を行い、
内部に規定重量（2 ～ 10ｔ程度）になるようモルタル等を“充填”し、“下地
塗装”された状態で納品します。納入先メーカーにて本体と組み付けられ、
世界中の建設現場で活躍しています。COEXPO 2017(国際建機見本市)に
並べられていたCAT社製には全て、当社のカウンターウェイトが搭載され
ていました。
機械化・コンピューター化が進む中、自分たちの手がけたものが形になり、
世界中の人々の役に立つ。その姿を見ること。それが当社の魅力です。

2015年から新体制になり、より良い製品作り、働きやすい
職場環境作りを進めています。ベテラン社員の方も技術と経
験を積みながら今があります。いきなりできなくても大丈
夫。やりがいある仕事が待っています。

㈱松原テクノ

■創業・創立／1928年
■資本金／	1,500万円
■売上高／	24億		998万円（2015年3月期）
	 18億		151万円（2016年3月期）
	 17億		417万円（2017年3月期）
■従業員数／48名
■平均年齢／44.5歳
■業態／生産用機械器具製造業

総務・企画グループ	マネージャー

矢木	功一さん
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まるじゅう

㈱丸十

加古川市

本社工場

〒675-1204 加古川市八幡町上西条306-235　TEL.079-438-0011

地元高校生へのメッセージ

企業データ

創業後、長年積み重ねた技術と経験、丸十にしかない最新＆高性能マシンで、
最先端の精密板金製品、プレス加工品を製造しております。
当社の主要製品は、①高速道路ETC用車両検知器、通行券発行機 ②鉄道車
両用座席、腰掛のフレーム、部材 ③金融機関向け貨幣処理機、両替機 ④医療
用機器です。
海外展開の取り組みとして、平成28年にベトナム工場をハノイ近郊で稼働
させており、グローバルな展開を進めています。

アットホームで明るい元気な会社です。ものづくりを創業から
のコンセプトにしておりますので、お客様が喜ぶ顔を見て、自
分も嬉しくなることを想像できるような元気で明るい方、私た
ちと一緒にがんばってくれる方をお待ちしております。

㈱丸十

■創業・創立／1960年（創業1931年）
■資本金／	3,400万円
■売上高／			9億			300万円（2014年12月期）
	 10億			300万円（2015年12月期）
	 		9億2,700万円（2016年12月期）
■従業員数／88名
■平均年齢／33.0歳
■業態／精密金属加工業

代表取締役社長

松尾	將勝さん
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まるなかせいか

丸中製菓㈱

丸中製菓株式会社ドーナツファクトリー

〒675-2105 加西市下宮木町玉ノ坪555-1  TEL.0790-49-2924

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加西市

加西市にある２つの工場から、ドーナツ、ワッフル、ケーキなどの半生菓子
製品を、日本全国のコンビニ、量販店、コーヒーショップ等に供給していま
す。私たちの商品の一番のこだわりは“おいしい”です。商品を一口食べた瞬
間に、おいしい、しあわせ、また食べたい、とお客様に思ってもらう事です。
そのために、厳選した素材を使い、品質、安全には非常に気をつけて、一生懸
命心を込めて作っています。
また、お客様だけでなく、丸中製菓に材料を納入する業者様に、丸中と取り
引きして良かったと思ってもらう、丸中製菓で働く社員様に、丸中で働いて
いて良かったと思ってもらう、そう思われ続ける様に、感謝の気持ちを忘れ
ずにお菓子を作り続けます。

ここ数年で、大手コンビニ、スーパー等と取引できるように
なり、順調に業績を伸ばしています。2011年にドーナツ専
用工場を新設、2014、2015、2017年に最新のワッフル製造
機械を導入、設備投資を毎年行っている会社です。

丸中製菓㈱

■創業・創立／1950年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	45億円（2015年3月期）
	 44億円（2016年3月期）
	 41億円（2017年3月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／30.0歳
■業態／菓子製造業

総務部

高谷　理さん
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みずたせいさくしょ

㈱水田製作所

本社・本社工場は、山陽電鉄西新町駅南出口徒歩 1分

〒673-0023 明石市西新町３丁目１３番５号　TEL.078-923-0673

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

当社は1934年（昭和9年）に明石で創業し、「電子・電気機器に関するさま
ざまなご要望にお応えできる総合アセンブリメーカー」として、今年で84周
年を迎えます。お客様の「こんなものを作りたい」を形にするため、持ってい
る様々な技術を統合して、ご提案とご提供すべく、ニーズを敏感にキャッチ
してそれにすばやく対応できる、小回りがきく体制を整えています。
当社の理念の一つでもある、「お客様に信頼される企業であること」をモッ
トーに、ゼロから作り上げるプロセスに責任と情熱を持って取り組み、新た
な技術領域への挑戦を続けている、それが水田製作所です。

地域と社会に貢献できる企業として、「全員参画」で、もの作
りを行っています。職場環境と福利厚生も充実しています。
私たちと一緒に「ゼロから作りあげる」を実感しませんか。

（株）水田製作所

■創業・創立／1934年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	30億6,166万円（2014年12月期）
	 30億3,836万円（2015年12月期）
	 27億6,123万円（2016年12月期）
■従業員数／83名
■平均年齢／44.9歳
■業態／電気機械器具製造業

管理部	部長

池内	広司さん
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みやなが

㈱ミヤナガ

株式会社ミヤナガ第二工場（三木工場公園）

〒673-0433 三木市福井2393番地  TEL.0794-83-5583

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

株式会社ミヤナガは、コンクリートドリルビット等穴あけ工具のメーカーです。
兵庫県三木市の地に創業して100年。国内だけでなく世界のユーザーに愛さ
れるものづくりで定評があります。
また、「開発のミヤナガ」として、国内でも数台しかない貴重な機器をはじめ
とした数多くの研究機材を取り揃え、日々新製品の研究・開発に力を注いで
います。
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対
応する独自の製品を生み、ユーザーから好評を得てきました。その躍進を支
えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。

「Made in 三木」を世界へ。ミヤナガの挑戦は、まだまだ続きます。

三木の特産品が「金物」であることはご存知ですか？当社で
は、国内だけでなく海外向けの製品も造っています。若い柔軟
な発想力は、これからの時代を創る上で必要不可欠。私たちと
共に伝統を守り世界に通用するモノづくりをしませんか？

㈱ミヤナガ

■創業・創立／1916年
■資本金／	3,000万円
■売上高／	42億			400万円（2015年3月期）
	 42億5,300万円（2016年3月期）
	 42億3,900万円（2017年3月期）
■従業員数／237名
■平均年齢／45.0歳
■業態／金属製品製造業

製造部製造１課

寺西	隆博さん
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もりごうせいき

森合精機㈱

国内外へと洗浄機を送り出している明石本社です

〒674-0093 明石市二見町南二見10番2  TEL.078-944-3647

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

森合精機は、国内シェアNo.1を誇る“洗浄機メーカー”です。国内の全自動
車メーカー様を中心に、他の業界においても弊社の洗浄機は活躍しており、
生産ラインには欠かせないモノづくりをしております。
世界を相手に仕事がしたい、地元企業でじっくりとキャリアを積みたいな
ど、様々な考えの方に働いていただけるフィールドがあります。
あなたも、私たちと一緒にニッポンのモノづくりを変えてみませんか？

私たちは、工業用洗浄機や油圧機器、減速機という製品を
作っています。自動車やクレーン車、ショベルは私たちの製
品で成り立っていると言っても過言ではありません。是非、
森合精機の門を開いてみてください。

森合精機㈱

■創業・創立／1964年
■資本金／	7,865万円
■売上高／	54億8,000万円（2015年1月期）
	 60億5,000万円（2016年1月期）
	 54億5,000万円（2017年1月期）
■従業員数／215名
■平均年齢／35.7歳
■業態／製造業

総務部	次長

木戸	弘行さん
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高砂市

もりす

モリス㈱

「カーブス」でのサーキットトレーニングの様子

〒676-0807 高砂市米田町島83-1　TEL.079-431-3515

地元高校生へのメッセージ

企業データ

モリスは今年で創業 84 年、歴史と新しさを兼ね備えた会社です。「豊かな
コミュニティづくり」をテーマに、健康、教育、流通、地域貢献の分野で事
業を展開しています。中核事業は、兵庫県南部で 24 店舗に成長した女性だ
けの 30 分健康体操「カーブス」。まずは 30 店舗を目指します。
全社員の 95％を女性が占め、管理職の割合も 60％を超えました。「いい会
社をつくりましょう」を経営スローガンに掲げ、たくましさとやさしさの
両立を目指しています。
これまでも、これからも、モリスは社会の課題解決に取り組み、歩み続け
ます。

兵庫県南部を中心に、女性だけの30分健康体操「カーブス」を展開。
正しい運動習慣を広めることで、地域の女性の健康寿命を延ばし、
少子高齢化によって増大する医療費や介護費等の社会問題を解決
する。モリスは、そのような取り組みを本気で行っている会社です。

モリス㈱

■創業・創立／1934年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	10億			112万円（2015年3月期）
	 10億7,000万円（2016年3月期）
	 10億4,200万円（2017年3月期）
■従業員数／120名
■平均年齢／31.7歳
■業態／健康・教育・サービス業

グループ本部	採用担当マネジャー

前野	嘉幸さん
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やしろこんぽじっと

ヤシロコンポジット㈱

本社屋	全体写真

〒673-1465 加東市喜田506番地の1  TEL.0795-42-2266

地元高校生へのメッセージ

企業データ

加東市

ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）の専門メーカーとして国内最高レベルのプ
レス機等の設備を完備し、浴槽をはじめとした住宅部品、新幹線および輸出
電車等の車両部品、カーボンを材料とした自動車部品、環境（風力発電風車）
部品、ＣＴやＭＲＩの医療機器カバー等の成形・加工・販売を行っておりま
す。いち早く中国進出を遂げた当社は、様々な時代のニーズに応えながらさ
らに高度な技術の蓄積により、複合材料分野をリードするグローバルカンパ
ニーに大きく飛躍しようとしています。

皆さんもスポーツや学業で目標を掲げ、達成し喜びを味わって
きたと思いますが、企業でも同じです。個々が目標を持ち、達
成させることの積み重ねが企業価値を高め、社会貢献に結びつ
くと考えています。一緒に頑張りませんか。お待ちしてます。

ヤシロコンポジット㈱

■創業・創立／1965年
■資本金／	2億3,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／113名
■平均年齢／42.5歳
■業態／強化プラスチック製品製造業

取締役品質保証部長

多鹿	政則さん
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地元高校生へのメッセージ

やまとせいこう

大和製衡㈱

社屋・工場は明石駅から徒歩７分の距離にあります

〒673-8688 明石市茶園場町5番22号  TEL.078-918-5504

地元高校生へのメッセージ

企業データ

明石市

当社は、1920 年の創業以来、自動車産業、重工業、食品産業の産業用計量シ
ステム機器を中心に、業務用・一般計量器まで多様な製品を開発・製造す
る計量機器メーカーとして発展を遂げてきました。
世界一の技術を常に目指した商品開発を行い、これらの高い技術力によ
り、産業用計量機では、業界トップのシェアを保ち、幅広い業界から絶大
な信頼を得ています。海外展開も積極的に行い、世界130ヵ国以上で当社の
計量システム機器が活躍しています。

「はかり」はモノの価値を決める基準であり、私たちの暮らし
に大きな影響をもっています。「はかり」をつくることは、グ
ラムという単位、つまり、基準を守ることです。責任と誇り
を持って取り組める仕事ですよ！

大和製衡㈱

■創業・創立／1945年（創業1920年）
■資本金／	4億9,700万円
■売上高／	159億2,400万円（2015年3月期）
	 189億3,000万円（2016年3月期）
	 165億			800万円（2017年3月期）
■従業員数／533名
■平均年齢／42.1歳
■業態／精密機械器具製造業

取締役	管理本部長

岡村	剛敏さん
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地元高校生へのメッセージ

加西市

よどぷれ

ヨドプレ㈱

ヨドプレロゴマークです

〒675-2114 加西市田原町宮ノ谷3179-3　TEL.0790-49-1511

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は、木造住宅に欠かせない構造部材を加工しているプレカット会社で
す。このコアビジネスに加え、住宅に必要な資材、設備などの販売や設計業
務もトータルに手掛けており、これは当社の強みでもあります。特に、高度
な知識を持つプロ集団と加工機の精度には定評があり、顧客から厚い信頼を
獲得し、年間約2,400棟以上の加工実績に繋がっております。
兵庫県下では業界No.1企業で、一緒に兵庫県の家づくりに貢献してみませ
んか。

当社は、技術営業・ＣＡＤオペレータ・設計・機械オペレータ・
建築事業など様々な分野で活躍できる場をご用意しておりま
す。未経験でも先輩社員から丁寧に指導してもらえるので安
心してください。

ヨドプレ㈱

■創業・創立／1990年
■資本金／	4,500万円
■売上高／	58億5,339万円（2015年3月期）
	 62億1,148万円（2016年3月期）
	 65億9,447万円（2017年3月期）
■従業員数／143名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

管理部	部長

篠木	正和さん

平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞
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地元高校生へのメッセージ

らすこじゃぱん

㈱ラスコジャパン

当社施工実績　知床五湖遊歩道（北海道）

〒673-0451 三木市別所町近藤190-1  TEL.0794-86-0081

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三木市

当社は、景観施設（吊橋、木橋、桟道、桟橋、デッキ）の設計・施工を行って
いる企業です。創業から今年で19年目。独自の技術力で、これまでに複数の
特許製品を生み出しており、和風木橋では、国内トップクラスの実績を有す
るまでになりました。当社の簡易基礎工法は、建設機械に頼らず、人力で施
工できることが最も大きな特徴であり、傾斜地や湿地に建設される工作物の
基礎に適しており、地盤面への掘削もないので、環境に優しい工法ともいえ
ます。施工実績としては、世界遺産の知床国立公園をはじめ日本全国で採用
されるなど、国内のパイオニアとして圧倒的な実績を残しています。
今後も環境に優しい商品を提供し、独自の技術でオンリーワン企業を目指し
ます。

豊かな自然、風光明媚な景色、これらに調和する「道」を作っ
ている会社です。アイデア提案から設計業務、施工現場管理
と自分が手掛ける「道」の完成していく様を日々実感しなが
ら仕事に取り組めることが当社での大きなやりがいです。

㈱ラスコジャパン

■創業・創立／2000年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	17億			258万円（2014年12月期）
	 22億4,160万円（2015年12月期）
	 16億3,361万円（2016年12月期）
■従業員数／40名
■平均年齢／40.1歳
■業態／建設業

営業本部

泉澤	俊希さん

70



地元高校生へのメッセージ

小野市

れざーそーこうぎょう

レザーソー工業㈱

本社工場

〒675-1325 小野市樫山町1323-29  TEL.0794-63-1100

地元高校生へのメッセージ

企業データ

当社は、切れなくなれば刃の部分のみを取替える替刃式鋸（のこぎり）を開
発し、1969年に兵庫県小野市で創業しました。以来、今日に至るまで「切れ
味の世界を変えた鋸」をキャッチフレーズに替刃式鋸の総合メーカーとして
幅広い製品群を国内外へ販売しております。海外においては、日本式鋸の普
及に努め販路を広げてまいりました。
現在では、鋸の代名詞と呼ばれるようにまでなりましたが、これからも現状
に満足することなく独自の技術開発力をもとに付加価値の高い製品を作り続
けていきます。

勤務時間が安定しており、週末や祝日、またアフター5の計画を
立てやすく、私が入社した頃は趣味や遊びに、今は家族との時
間にも有意義に利用しています。世界にも流通している弊社の
多種多様な替刃式鋸を共に製造・開発していきましょう。

レザーソー工業㈱

■創業・創立／1969年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	非公開
■従業員数／42名
■平均年齢／38.3歳
■業態／金属製品製造業

開発部	企画開発主任

吉田	朋生さん
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