
神戸の魅力
　人口153万人あまりを擁する日本有数の大都市、神戸市。市域は六甲山系
によって南北に分けられ、南部は細長く広がった東西のエリアに都市機能が
集積する一方、北・西部では大規模なニュータウンが開発され、のどかな田園
地帯も広がっています。
　都市として発展を遂げたのは、1868年の神戸港開港以降のこと。外国人
居留地を通して映画やコーヒー、ゴルフなど欧米の生活文化を日本でいち早
く取り込み、洋服や洋菓子などの産業が根付くきっかけとなりました。貿易業
が盛んになり、臨海部には鉄鋼、重工業を中心に企業群が根付いていきまし
た。また、江戸時代から日本の清酒業の中心として栄えてきたほか、ケミカルシ
ューズや真珠加工業なども地場産業として集積しています。
　1995年1月17日の阪神・淡路大震災でまちは大きな被害を受けましたが、そ
の後被災地の創造的復興を目指した取り組みが進められてきました。その一つ
が神戸医療産業都市です。人工島の神戸ポートアイランド2期を中心に医療系
の企業や研究機関、そして医療機関の集積を進めることによって、新たな医療
技術や薬を生み出すエンジン役を果たそうとする試みが進んでいます。
　神戸は、海と山が近いことで生み出される景観や、六甲山の背後に日本有
数の温泉地である有馬温泉などの観光資源も豊富で、観光地としての側面
も併せ持っています。また、豊かな都市装置や文化資源を生かした地域振
興の取り組みも盛んです。兵庫県立美術館から王子動物園までの南北の通
りを「ミュージアムロード」として特徴づける活動や、日本のジャズ発祥地であ
る強みを生かしたジャズイベントの開催など、働き、暮らしながら文化的生活
が楽しめるまちへと進化しています。

知ってる？

神戸港の風景
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いーえすぷらんにんぐ

㈱イーエスプランニング

三宮にそびえる弊社のランドマーク「P－CLUB中山手通り」

〒650-0023 神戸市中央区栄町通6丁目1-19　TEL.078-362-2512

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

弊社は神戸の資産を活かす不動産コンサルティング会社です。マンション・
テナントビル・駐車場等の不動産を所有するオーナーの収益を最大化するこ
とが私たちの仕事です。なかでも駐車場経営においては兵庫県No.1の実績
を誇り、100箇所以上の運営実績がございます。「うちにしかないサービス
を、うちにしか出来ない提供の仕方で」をスローガンに新しいことに挑戦し
続ける会社です。
人口減少化のなか、「現状維持は衰退である」という共通理解のもと、平均
年齢28歳の若い社員たちが仕事を通してお客様と感動を共有し、地域社会
にとって必要な会社となるため日々の事業活動を行っております。

神戸を中心とした不動産オーナーとの仕事を通じ、「神戸を
元気にしたい」「神戸にとって必要な会社になりたい」とい
う思いに共感いただける方を歓迎いたします。

（株）イーエスプランニング

■創業・創立／1992年
■資本金／	4,000万円
■売上高／	9億3,800	万円（2015年2月期）
	 9億4,900万円（2016年2月期）
	 9億6,500万円（2017年2月期）
■従業員数／80名
■平均年齢／28.0歳
■業態／不動産コンサルティング業

社員一同

ひょうごの成長企業
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えむ・しーしーしょくひん

エム・シーシー食品㈱

当社自慢の商品です

〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町32番　TEL.078-451-1481

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

神戸の調理食品専業メーカーとして、常に「安全で美味しい」食品の提供を
お約束いたします。
そのため、兵庫県産バジルをはじめとして、原料の国産化に向けた取り組み
を進めてまいります。
お客さまにきっとご満足いただける豊富なラインアップの調理缶詰・レトル
トパウチ・冷凍食品を取りそろえ、食文化の担い手として皆様のお役に立ち
たいと願っております。

当社は長年多くの商品を地元・神戸で取り扱っていただき、
「ＭＣＣの商品は美味しい」と言っていただくことが多く、
働く意欲につながると思います。

エム・シーシー食品（株）

■創業・創立／1954年（創業1923年）
■資本金／	9,000万円
■売上高／	132億円（2016年8月期）
■従業員数／310名
■平均年齢／44.0歳
■業態／食品製造・販売業

人事総務部	グループリーダー
小嶋　拓さん
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かこてくのす

㈱カコテクノス

小野工場に開設したR工場（Rail	Road	Factory)

〒654-0024 神戸市須磨区大田町7-4-2  TEL.（本社）078-732-3851、（小野工場）0794-62-6411

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社のキーワードは「止める技術」です。鉄道車両を安全に止めるブレーキ
システムをはじめ、電力事業分野や産業機器分野においても各種制御機器・
部品の開発、製造を行っています。
「Getting Better～よりよく、もっとよりよくを目指して」をスローガン
に、全社一丸となってよりよいモノをつくるべく努力を続けています。
当社では、失敗を恐れることなく、課題に対して積極的にチャレンジできる
人材を求めています。当社の充実した設備の中で、優秀なエンジニアととも
に今後の電車・電力・産業機器分野で活躍してみませんか。
「止める技術」から発展した新分野で、様々な経験を活かし成長していきた
いという意欲のある方からのご応募をお待ちしております。

カコテクノスは戦前に神戸市で創業し、1980 年に小野工場を
開設しました。今日では新幹線をはじめとした国内の電車の半
数以上に当社の製品が搭載されています。工場には本物の電車
を置いていますので、当社の魅力をぜひ知ってください。

（株）カコテクノス

■創業・創立／1935年
■資本金／	7,700万円
■売上高／	45億3,000万円（2014年11月期）
	 51億2,000万円（2015年11月期）
	 48億9,000万円（2016年11月期）
■従業員数／210名
■平均年齢／45.6歳
■業態／電子機器製造業

代表取締役社長

加古	泰三さん

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
平成28年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 大賞受賞
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きんきこうぎょう

近畿工業㈱

三木市にある工場です（生産拠点）

〒650-0023 神戸市中央区栄町通4-2-18　TEL.078-351-0770

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

「砕く・剪
き

る・選ぶ」の技術を武器に、あらゆる廃棄物の処理・リサイクル
に使われる機械（破

は さ い

砕機・選別機）を設計・製造している機械メーカーで
す。単体の機械を販売するだけでなく、複数の機械を組み合わせた一連の設
備でも提案を行い、工事・据付までトータルに対応可能です。
また、時代の流れに合わせた製品開発を行っており、新技術の発信拠点とし
て「近畿メカノケミカル研究所」を４年前に新設しました。廃棄物の多様化
により、その適正処理・リサイクルには、これまで以上の高い技術が求めら
れています。その問題の解決に向けて、様々な分野の知識・技術を融合し
て、近畿工業は今後もチャレンジしていきます。

平均年齢は36歳と、製造業の中では少し若めで多くの若手
社員が活躍しています。機械生産に関するお仕事で、工場内
での溶接、機械加工、製品組立などです。我々と一緒に地球
の未来を守る機械を製作しませんか？

近畿工業（株）

■創業・創立／1953年（創業1948年）
■資本金／	6,500万円
■売上高／	39億2,300万円（2015年7月期）
	 42億3,200万円（2016年7月期）
	 43億7,600万円（2017年7月期）
■従業員数／170名
■平均年齢／36.0歳
■業態／製造業

企画部
藤本	雄也さん

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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こうべせんかんこうぎょう

神戸洗管工業㈱

本社並びにリフォームセンター

〒652-0047 神戸市兵庫区下沢通8丁目1番22号  TEL.078-577-5757

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

弊社は昭和51年に設立し創業41年を経過した会社です。初めは社員４名、
業務は工場、学校、病院、飲食店、住宅等の排水詰り工事からのスタートで
したが、受注量が安定せず、当時はマンションの建設ラッシュであったので
新しいビジネスを模索して年１回の洗管を含め、建物全般の設備管理契約を
提案した結果、好評を得ることが出来ました。その後、他のマンションにも
伝達するところとなって、現在では近畿圏で約600棟５万世帯とお取引出来
るようになりました。
建物が古くなるのに伴う、給排水管の劣化による取替工事、室内でのトータ
ルリフォーム等多角的な事業拡大により、弊社の業務内容も多角的に対応出
来る体制へと変化した結果、社名とは異なった総合的な会社体制へと脱皮し
ている事業所です。

会社に入社し 13 年目になります。社員同士仲が良く、働きやすい
会社です。仕事を覚えるまでは上司に質問し、技術を身に付ける努
力が必要です。難しい仕事もありますが、技術が身に付くと自分で
考え現場を動かす仕事ができるため、面白い仕事だと思います。

神戸洗管工業（株）

■創業・創立／1976年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／70名
■平均年齢／36.5歳
■業態／ビルメンテナンス業

設備事業部	工事課	主任

森岡	憲太さん
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こうようでんき

㈱洸陽電機

エネルギーで、持続可能な社会を実現します

〒651-0087 神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館14階　TEL.078-600-2660

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社は「未来の子どもたちのために より良い地球環境を残します」という
経営理念を掲げ、環境負荷の少ないエネルギーをつくり、次世代に残してい
くことを使命にしています。
事業内容としては ①自然からつくる再生可能なエネルギー（太陽光、地
熱、水力、バイオマスなど）の開発 ②エネルギーの調達、販売 ③エネル
ギーの有効活用や省エネルギーサービスの提案の三つを展開しています。こ
れらを組み合わせてお客様に最適なご提案をしています。
今後は、地域内でエネルギーをつくり、地域内で消費する「エネルギーの地
産地消」を推進し、ますます地域を元気にします！そして、神戸から日本の
エネルギーの未来を変えていきます。

エネルギーは、皆さんにとって身近なもの。普段使っている
電気がどこからやってきたのか、一度考えてみてください。
そして、エネルギーに限らず、色んなものに興味を持って追
求すれば、嬉しい発見や新しい出合いが待っていますよ！

（株）洸陽電機

■創業・創立／1993年
■資本金／	3億6,725万円
■売上高／	101億円（2014年11月期）
	 118億円（2015年11月期）
	 207億円（2016年11月期）
■従業員数／159名
■平均年齢／40.3歳
■業態／エネルギー小売業

総務人事部
堅田	有樹さん
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せいかつきょうどうくみあい こーぷこうべ

生活協同組合 コープこうべ

地域の皆さんとのイベントを行うなど開放的な事務所です

〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1-3-19  TEL.0120-44-3100

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

地域の方々から「コープさん」の愛称で親しまれてきた、コープこうべは、
2021年に創立100周年を迎える歴史ある生協です。「一人は万人のために、
万人は一人のために」の精神のもと、安全・安心で豊かな暮らしを守るため
の事業活動を展開しています。
ただ利益を追求するのではなく、商品の供給（販売）はもちろん、安全・安心
な商品を開発・供給したり、環境・福祉・子育て・文化的なサービスまで幅
広い事業活動を展開して、168万人の組合員さんの豊かな暮らしに貢献して
います。
これからも地域の住民に必要とされる、そんな組織であるべく、様々な取り
組みを行っていきます。

コープこうべのお店や宅配を一度は目にしたことがあるかと
思いますが、そのほかにも子育て支援など幅広い事業をして
います。地域の組合員さんの暮らしに直接貢献できるのが
コープこうべの大きな魅力です！

生活協同組合 コープこうべ

■創業・創立／1921年
■資本金／	369億2,000万円
■売上高／	2,348億3,000万円（2015年3月期）
	 2,401億1,000万円（2016年3月期）
	 2,389億7,000万円（2017年3月期）
■従業員数／9,523名
■平均年齢／44.1歳
■業態／生活協同組合業

組織管理部	人事・労政

権藤　茜さん

平成22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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さんしんこうぎょう

三神工業㈱

神戸三宮の中心街にある当社本社

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通2丁目1番11号  TEL.078-231-1234

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

弊社は創業以来、設備専門の工事会社として、阪神間を中心に県内 No. １
企業としての実績を誇り、近年では神戸ハーバーランド umie の商業施設や
アンパンマンミュージアム、ミント神戸、神戸オリエンタルホテルといった
兵庫・神戸のランドマークとなる名だたる建物を多数施工してまいりました。
今後もお客様をはじめ、地域社会の様々なニーズに合った最適な設備空間を
提供し、地元の活性化に少しでも寄与できるよう、若い力を積極的に取り入
れ、増々精進してまいりたいと考えております。

現在は、USJ に隣接する新築ホテルの建築現場で施工管理者とし
て日々、汗を流しております。「自分が描いた図面が、実際に形（建
物）になる」大変な仕事ですが、やりがいもそれ以上に感じてお
ります。若くエネルギッシュな方の入社、お待ちしております。

三神工業（株）

■創業・創立／1952年（創業1948年）
■資本金／	4,000万円
■売上高／	29億9,754万円（2015年9月期）
	 44億8,328万円（2016年9月期）
	 35億6,319万円（2017年9月期）
■従業員数／59名
■平均年齢／43.7歳
■業態／建設業

営業工務部

小山	裕介さん
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さんとく

㈱三徳

低酸素化社会への貢献が期待される水素吸蔵合金

〒658-0013 神戸市東灘区深江北町4丁目14-34  TEL.078-431-0531

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

三徳がレア・アース分野に乗り出したのは1949年。それは、世界の先進国
が新材料の可能性を求め、動きはじめた時期でした。
あれから半世紀以上が経ち、三徳は原料から高純度化合物、各種金属、合金
まで一貫生産するレア・アースの総合メーカーとして世界をリードする存在
にまで成長を果たしました。当社製品は、高性能な永久磁石や電池に使用さ
れ、地球環境への負荷の低減に貢献しております。「国の為、人の為、我が
為」の三つの徳の精神を受け継ぎ、社会貢献を目標にレア・アース製品を中
心とした物作りを継続してまいります。

技術者集団である当社の歴史は、そのまま、レア・アースの
特性を活かしたニューマテリアル創造の歴史といえます。戦
前より神戸に根差した企業です。我々と一緒にレア・アース
で世界を変える仕事をしてみませんか？

（株）三徳

■創業・創立／1949年
■資本金／15億円
■売上高／178億円（2017年3月期）
■従業員数／324名
■平均年齢／42.7歳
■業態／非鉄金属製造業

総務人事部長

石津	和明さん

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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さんようでんきてつどう

山陽電気鉄道㈱

山陽電車は、おかげさまで 2017 年に創立 110 周年を迎えました

〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号  TEL.078-612-2630

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

山陽電気鉄道株式会社は、兵庫県南部の交通ネットワークの一翼を担う鉄道
会社です。当社には駅係員や乗務員、また鉄道技術員（車両や各種設備・施
設の保守を担当）など、様々な活躍の場があります。
さらに、仕事とプライベートを両立させられる環境が整っており、育児休業
制度が充実しているほか、有給休暇の取得率は96％です。
地元である兵庫県で働き続けたい、地域に貢献できるような仕事をしたいと
いう方は、男女問わず大歓迎です！地域のお客さまの足として生活を支え続
け、2017年で創立110周年を迎えた歴史ある山陽電車で、あなたも鉄道の
プロフェッショナルを目指してみませんか？
私たちと共に、山陽電車の新たな歴史を創っていきましょう！

学生時代に毎日乗った山陽電車が好きすぎて、さらに地元へ
の愛着も強く、卒業後は迷わず当社に入社しました。地域に
欠くことのできない交通機関として、日々お客さまに安全・
安心をお届けしている安定した企業です。

山陽電気鉄道（株）

■創業・創立／1907年
■資本金／	100億9,029万円
■売上高／	191億1,100万円（2015年3月期）
	 192億2,000万円（2016年3月期）
	 187億7,300万円（2017年3月期）
■従業員数／718名
■平均年齢／40.5歳
■業態／鉄道業

技術部長

井上	俊行さん
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じーせぶん・おーと・さーびす

㈱Ｇ－７・オート・サービス

オートバックスは、豊富な品揃えが特徴！

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台3-1-6  TEL.078-797-7706

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

皆さん「オートバックス」をご存知ですか。ＴＶコマーシャルで見られた事
があるかも知れませんが、クルマに関する全てのサービスを行っている総合
カー用品店です。商品は国内・海外の一流メーカーからプライベートブラン
ドまで豊富なラインアップを揃えており、「ワクワク」「安心」を地域の自
動車ユーザーに提供しています。
さらに、「オートバックス」はカー用品店における市場シェアの実に
「50％」を超える業界の最大手グループです。
そんな当社のフィールドで共に励み、成長できる仲間に巡り合える事を楽し
みにしていますので是非ご応募ください。職場見学も歓迎いたします。

私たちのほとんどが、車に関する知識が無いまま入社してい
ます。初めは少し不安でしたが、先輩の指導や専用のパソコ
ン学習システム、集合研修等のサポートが充実していたので
全員が必要な知識を習得しています！そんな私たちがサポー
トしますので、安心して応募してください！

（株）Ｇ－７・オート・サービス

■創業・創立／2006年
■資本金／	3億8,000万円
■売上高／	300億7,400万円（2015年3月期）
	 309億7,800万円（2016年3月期）
	 310億2,200万円（2017年3月期）
■従業員数／1,250名
■平均年齢／36.4歳
■業態／自動車関連小売・整備業

スタッフ一同
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しーな

㈱シーナ

JR・私鉄徒歩圏内と利便性抜群の本社ビル

〒652-0803 神戸市兵庫区大開通5丁目2-22 シーナ神戸大開ビル  TEL.078-511-0417

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

㈱シーナの社是は「明日は祭り！」。シーナに関わる全てのお客様とそのご
家族、職員とそのご家族、業者様を含め皆さまを幸せにする事を目的に、介
護・医療・福祉に特化し新たな商品やサービスの研究開発を行っています。
アーチ・デイサービス（トレーニング特化型デイサービス）では、住み慣れ
た街で最期まで暮らし続けていただくためのサービスを、また翔月庵（高齢
者住宅）では、終末期まで安心して生活いただける「終の棲家」を提供して
います。関連会社には、㈲システムプラネット（ＩＴ・システム開発）や
㈱アーチスタッフサービス（人材派遣・教育事業）を神戸と東播磨地区で展
開しています。

日本はこれから超高齢社会を迎えます。ますます増えるご高齢
者を地元で見守る仕事には大きなやりがい・生きがいがありま
す。私たちと一緒に充実した仕事をしませんか？教育制度や資
格取得制度も整っています。是非会社を見学してください。

（株）シーナ

■創業・創立／2001年
■資本金／	2,400万円
■売上高／	4億9,000万円（2015年7月期）
	 5億1,000万円（2016年7月期）
	 5億8,000万円（2017年7月期）
■従業員数／100名
■平均年齢／47.9歳
■業態／介護保険事業

代表取締役

糟谷	有彦さん
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しまだぐみ

㈱島田組

閑静な住宅地 ｢六甲」に構える本社の全景

〒657-0051 神戸市灘区八幡町4丁目8番4号  TEL.078-881-1526

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

創業以来95年、地元神戸の地で公共土木工事を中心に事業を営んでいま
す。｢ものづくりの魅力あふれる神戸の未来を創る技術者を目指す！｣を合言
葉に、ものづくりの魅力を感じられる企業でありたいと思っています。台風
などの風水害が発生した時には、行政からの要請を受け、緊急出動するなど
社会貢献に努めています。
また、2015年・16年には神戸市優良工事表彰（市長表彰）の連続受賞や、
王子動物園の運営を支援する「動物サポーター」に登録するなど地域貢献に
も努めています。
これからも安心・安全で快適な街づくりの一助となるよう取り組みを重ね、
地域に根ざした企業でありたいと考えています。

自分が高校生のころ、土木工事はとても大変な仕事だと思い
込んでいましたが、今では土木工事は生活に欠かせないライ
フラインの整備など地域に根ざした仕事だと感じています。
｢ものづくりの魅力｣ を一緒に感じていきましょう！

（株）島田組

■創業・創立／1923年
■資本金／	4,960万円
■売上高／	3億3,500万円（2015年6月期）
	 5億6,800万円（2016年6月期）
	 5億4,500万円（2017年6月期）
■従業員数／10名
■平均年齢／43.5歳
■業態／建設業

代表取締役

島田	武幸さん
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しょうわせいき

昭和精機㈱

本社工場

〒651-2271 神戸市西区高塚台6-19-13  TEL.078-997-0551

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社は1947年創業以来、油圧・空圧制御機器と電気・電子制御機器の２つ
の異なった技術を基本に、省人・省力機器を提供し続けています。近年では
IoT関連でインターネット使用の稼働率分析システムを開発、従来製品と共
に国内のみならず海外にも販路を拡大しています。顧客はプレス機や成形機
等の工作機械メーカーです。当社の製品は主として自動車会社、鉄鋼プラン
ト、IT関連の工場で活躍しています。
“誠心誠意”をモットーに、お客様のニーズに寄り添いながら日々新しい製
品の開発に取り組み、“細やかで迅速な対応”と“社員の幸福”のために多
様な働き方を推奨し、家族企業を自負する会社です。

昨年、創業 70 周年を迎えた歴史ある会社ですが、若い人たちの考え
やアイデアがどんどん取り入れられる社風です。自分の手で『もの
づくり』をする楽しさや、できた時の喜びを得ることができます。『も
のづくり』が好きな人なら充実したワークライフを送れる会社です。

昭和精機（株）

■創業・創立／1947年
■資本金／9,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／35名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

機械事業本部	本部長

山口	昭紀さん

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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ちよだせいき

㈱千代田精機

神戸市長田区に構える本社ビル

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号  TEL.078-681-8844

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

創業70年の高圧ガス制御機器メーカーです。弊社では、今、次世代エネル
ギーである水素を制御する機器の開発を進め、水素社会のインフラ実現に向
け取り組んでいます。
また、長く働ける環境作りにも力を入れています。半日有休制度やリフレッ
シュ休暇の創設、野球部・フットサル部・神戸マラソン参加者への補助や、
労働組合主催の家族参加型イベントの実施など、社内コミュニケーションを
高めています。
昨年４月には、神戸第三工場が業務を開始し、また７月には、神戸木津工場
がNC施盤やマシニングセンタ10台を擁する新たな機械加工場としてスター
トし、これからも成長を続けていく会社です。

当社で製造している製品を例えれば皆さんが知っているプラモデ
ルをイメージしてください。プラモデルは付属のパーツを組み立て
完成させますが、当社の製品はパーツを設計して加工から組立まで
行う会社です。経験よりも努力と前向きな精神を求めています！

（株）千代田精機

■創業・創立／1946年
■資本金／	7,128万円
■売上高／	36億9,048万円（2014年7月期）
	 38億1,856万円（2015年7月期）
	 40億　317万円（2016年7月期）
■従業員数／190名
■平均年齢／44.1歳
■業態／製造業

製造部	次長

奈良	嘉之さん
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でぃらいと

㈱ディライト

経営計画発表会

〒651-1143 神戸市北区若葉台4-8-13  TEL.078-595-7650

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

働く楽しさを感じている社員がいるからこそ、お客様に幸せなひとときを提
供できると考えています。日々の仕事を楽しむすべを社員・アルバイト全員
で考え続けています。そのために、素直な気持ちや意見をどんどん言っても
らっています。みんなの声の中に店舗をより良くするためのヒントがあるか
らです。
メンバー一丸となって、より良いお店作りに励んでいます。

お客様を幸せにする活動を通じて、自分の存在価値を明確に
し、自信を持って充実した毎日を過ごせる人間になる事を大
切にしています。仕事もプライベートも充実できる会社です。

（株）ディライト

■創業・創立／1988年
■資本金／	1,000万円
■売上高／	3億9,000万円（2015年7月期）
	 3億5,000万円（2016年7月期）
	 4億5,000万円（2017年7月期）
■従業員数／50名
■平均年齢／30.0歳
■業態／飲食業

代表取締役

入江	伸悟さん

27



とうあがいぎょう

東亜外業㈱

石油製品精製プラントの全景

〒652-0822 神戸市兵庫区西出町2丁目4-12  TEL.078-681-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社の主な事業は石油・化学などの工場内に設置されているプラントの建設
やメンテナンスです。プラントとは、複数の機械・装置を組み合わせた大型
の産業設備のことをいいます。そして、ライフラインと呼ばれるガスや水道
の配管敷設なども行っています。
また、自社の工場では直径が数メートル、あるいは長さが100メートルにも
なるような大きな溶接鋼管（パイプ）などを製造しており、専用岸壁から船
を使って出荷しています。
みなさんが普段目にする機会が少ないところで、縁の下の力持ちとして日本
の産業基盤を足元から支え社会に貢献しています。

私は化学メーカーの工場内で配管工事などの施工管理を担当
しています。人とのコミュニケーションが多いため毎日楽し
く仕事をしています。経験を積むと自分の意見が反映され、
達成感があってやりがいのある仕事です。

東亜外業（株）

■創業・創立／1938年
■資本金／	9,000万円
■売上高／	107億1,745万円（2015年3月期）
	 		97億9,847万円（2016年3月期）
	 100億8,334万円（2017年3月期）
■従業員数／491名
■平均年齢／44.8歳
■業態／建設業・製造業

鉄構事業部	主任

石野	隆嗣さん
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なかのぼう（ありまぐらんどほてる・なかのぼうずいえん）

㈱中の坊（有馬グランドホテル・中の坊瑞苑）

有馬温泉最大規模の「有馬グランドホテル」

〒651-1401 神戸市北区有馬町1304-1  TEL.078-904-0181

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

私たちは神戸市北区の有馬温泉で、高級リゾートホテル「有馬グランドホテ
ル」と老舗の温泉旅館「中の坊瑞苑」、大阪 曽根崎新地で懐石「北瑞苑」を
経営しています。 
私たちが提供する「おもてなし」に彩られたサービスはお客様に高く評価さ
れ、「また訪れたい」というリピーターのお客様もたくさんいらっしゃいま
す。私たちはこれからも、有馬を代表する老舗企業として、最高のサービス
を追求していきます。

従業員が「お客様を想う心」を持ち提供するサービス、その
一挙手一投足が全て世の中に繋がっています。すなわち接客
は世の中のためになる仕事であり、人間的な成長を促す仕事
でもあるのです。

（株）中の坊（有馬グランドホテル・中の坊瑞苑）

■創業・創立／1868年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	74億円（2015年5月期）
	 75億円（2016年5月期）
	 74億円（2017年5月期）
■従業員数／514名
■平均年齢／37.0歳
■業態／旅館業

総務部	人事庶務課	統括主任

松本	仁志さん
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にっしんこうぎょう

日清鋼業㈱

神戸市灘区にある本社ビル

〒657-0846 神戸市灘区岩屋北町4-4-1  TEL.078-871-6800

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

創業から68年、「地球からもらった資源をムダにしたくない」という強い思
いと、㈱神戸製鋼所との強い絆をベースに幅広く事業を展開しています。鉄
の製造過程で生まれる副産物を再生し、付加価値を見出していくことが当社
のテーマです。
また、当社はワークライフバランスを大切にしており、福利厚生制度も充実
しています。
アットホームな社風が当社の魅力です。

社員一人一人が社会の一員として義務と責任を果たし、さら
に地球の未来のために限られた資源を守り、環境保護に努め
ることが日清鋼業の使命です。この使命を共に果たし、当社
を次のステージに導く人財を求めています。

日清鋼業（株）

■創業・創立／1950年
■資本金／	7,000万円
■売上高／	265億6,500万円（2014年6月期）
	 229億9,600万円（2015年6月期）
	 249億7,900万円（2016年6月期）
■従業員数／409名
■平均年齢／43.2歳
■業態／鉄鋼業

代表取締役社長

金澤	康雄さん
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にほんじゃばら

日本ジャバラ㈱

三木工場

〒652-0802 神戸市兵庫区水木通9丁目1-16  TEL.078-576-7665

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

我が社は1957年に神戸で日本初のジャバラ製造メーカーとして創業、業界
をけん引する国産ジャバラのパイオニアです。東京・名古屋に営業所を、生
産拠点を国内は兵庫県三木市、海外は中国上海に展開しています。また、世
界の産業を支えている日本の工作機業界が主力の得意先です。震災やリーマ
ンショックなど、数々のピンチをチャンスに変え、新製品開発や海外進出を
実現、歴史があると同時に、新しく活気あふれる会社です！
また、「ものづくりはひとづくりから」をモットーに、社員教育に力を入れ
取り組んでいます。入社時研修や、年次・職種に応じた集合研修、社長自ら
が会社の歴史、目的や方針、会社を取り巻く世界情勢などを分かりやすく話
す社長塾、配属先でのOJT訓練など、多岐にわたります。チャレンジ精神
で成長のチャンスを掴んでください。

『小さくても一流』、そして想像から創造する『想造型企業』を目指
しています。60 年の歴史がある会社ですが、若返りが進んでおり、
活気があります。世界の産業を支える仕事でありながら、地域社会
への社会貢献もできる会社です。一緒に未来を作りませんか？

日本ジャバラ（株）

■創業・創立／1957年
■資本金／	4,000万円
■売上高／	27億9,000万円（2014年9月期連結）
	 27億9,000万円（2015年9月期連結）
	 25億1,000万円（2016年9月期連結）
■従業員数／125名（海外100名）
■平均年齢／31.2歳
■業態／製造業

常務取締役

竹田	賢功さん

ひょうごの成長企業
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にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー

㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター

職場で働く先輩がしっかりとサポート致します

〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119番地 三井生命神戸三宮ビル10階  TEL.078-332-0871

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社は神戸を中心に医療事務業務を展開しており、約30を超える病院様と
お取引をさせていただいております。
また、「応対接遇日本一」をスローガンに、病院の顔となる医療事務スタッ
フへの教育強化に取り組んでおります。その中でも教育専門部門が行う応対
研修は毎年新入社員に「社会人になるためのスキルとマナーが身に付きまし
た」と大変好評です。その他にも、先輩が後輩をサポートするメンター制度
を取り入れており、未経験からでも安心して働けるようOJT・OFF-JTを通
じて、丁寧に指導いたします。
「遊ぶときは遊ぶ、やるときはやる」を経営理念として掲げておりますの
で、社内イベントも豊富にご用意！プライベートまで充実させることが出来
ます。

当社への応募条件は“やる気”と“熱意”です。資格や勉強科目は問わず、入社後
は一から先輩社員が丁寧に教育・研修を行います。その他資格取得に向けたフォ
ローも充実しているので、将来役立つスキルが身に付きます！４月には７名の高
校生が入社し、各病院で活躍しています。若い力で NDC を盛り上げてください。

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター

■創業・創立／1968年
■資本金／	3,000万円
■売上高／	55億円（2015年9月期）
	 62億円（2016年9月期）
	 69億円（2017年9月期）
■従業員数／2,204名
■平均年齢／38.0歳
■業態／医療事務、情報処理業

人事部

弘原海	信さん

ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2013 産業労働部長賞 受賞
平成29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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はくつるしゅぞう

白鶴酒造㈱

四季醸造蔵と酒造資料館が隣接する構内

〒658-0041 神戸市東灘区住吉南町4丁目5番5号  TEL.078-822-8901

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

白鶴酒造は、みなさまの食文化・生活文化を提案してまいりました。
「時をこえ 親しみの心をおくる」。このスローガンは酒造りひとすじに歩
む白鶴酒造の社員一人ひとりが、酒造文化の継承者としての心を持ち、食文
化の将来を絶えず見据え、研鑚・努力する姿勢を表しています。
1743年の創業以来、「人の和」を重んじることは、白鶴酒造の風土として今
もなお脈々と受け継がれ、日本酒文化を継承する者たちの強い絆として大き
な支えとなっています。白鶴酒造は今、新しい市場を創造し取り組んでいく
ためにも、学生のみなさんが持っている旺盛な好奇心・柔軟な発想・行動力
を必要としています。

今年で創業 275 年目の白鶴酒造では、日本酒を日本国内の
みならず、海外へも発信しております。若い社員が活躍する
白鶴酒造で、日本の伝統文化に興味を持っていただける方の
ご応募をお待ちしております！

白鶴酒造（株）

■創業・創立／1743年
■資本金／	4億9,500万円
■売上高／	342億円（2015年3月期）
	 350億円（2016年3月期）
	 348億円（2017年3月期）
■従業員数／506名
■平均年齢／40.5歳
■業態／清酒製造業

総務人事部

杉本	いづみさん

平成28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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ひょうごいえろーはっと

㈱兵庫イエローハット

西日本で最大級の店舗の神戸灘店です

〒657-0862 神戸市灘区浜田町4-3-21  TEL.078-854-3311

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

㈱イエローハットのグループ会社として兵庫県内でカー用品販売・取付・整
備を行っている会社です。現在県内で13店舗（神戸・宝塚・明石・姫路・
丹波・豊岡等）を運営しています。
自動車は生活にとって不可欠な存在です。私たちは自動車を通して社会貢献
を行っています。お客様に親切・丁寧に説明をして喜んでいただき、地域に
根差した店舗作りを行う店舗展開を今後も進めていくことを考えています。
また、これまで入社された方も未経験者が多く、ただ車に少し興味があると
いうのが大半です。しかし今ではオイル交換・タイヤ交換ができるように
なったり、タイヤ販売も不安なく行えるようになっています。ですから少し
の興味と熱意があれば大丈夫です。
若い力が必要となりますので、是非イエローハットにお越しください。

自動車は私たちの生活には絶対に必要です。私も何の経験も
なく入社をしましたが、親切に教えていただきました。人を
大事にする会社です。兵庫県に根差した会社なのでぜひ興味
を持ってお越しください。

（株）兵庫イエローハット

■創業・創立／2012年
■資本金／	5,000万円
■売上高／	18億3,800万円（2015年3月期）
	 19億7,400万円（2016年3月期）
	 21億2,400万円（2017年3月期）
■従業員数／167名
■平均年齢／33.4歳
■業態／小売業

本部	代表取締役

佐竹	良彦さん
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ひょうべい

㈱ヒョウベイ

一般のお客様向けに市販されている当社製品

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町4丁目2番7号  TEL.078-652-6336

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

当社は兵庫県内で67年もの間、お米をはじめ食品関連に携わってきまし
た。「食」は生きていくには大切なもの、をモットーにお客様からのニーズ
に応じた商品の取り扱いをしています。
当社が目指すのは、「食」に関するプロフェッショナルになることです。その
ために、品質・技術を改善し続け、製品力を高めていきたいと考えています。

入社のきっかけは、「食べること」への興味があったことでした。高
校３年生の時に、就職を考えていたけれど全然イメージが湧かず、
自分自身が興味を持てることを仕事にしたいと入社しました。「食」
の安心・安全を届ける大切な仕事を、一緒に頑張っていきましょう。

（株）ヒョウベイ

■創業・創立／1951年
■資本金／1億円
■売上高／非公開
■従業員数／47名
■平均年齢／36.3歳
■業態／卸売業

営業部

中林	和哉さん
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まるやなぎおぐらや

㈱マルヤナギ小倉屋

2010 年、創業 60年を機に竣工した新本社屋

〒658-0044 神戸市東灘区御影塚町4丁目9-21  TEL.078-841-1456

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

マルヤナギ小倉屋は、昆布の老舗・小倉屋ののれん分けによりスタートし
た『佃煮・煮豆』メーカーです。創業以来66年、袋佃煮売上No.1のまろや
か煮シリーズや、業界初のレトルト煮豆、シェアNo.1売上げの蒸し大豆な
ど、多数のヒット商品を生み出し、常に新しい創造的な商品作りを目指して
います。
企業理念には「働きがいのある会社を作り、広く社会に貢献します」と掲
げ、従業員一人ひとりがやりがいを持って仕事に取り組み、そしてお客様に
安心して食べていただき喜んでもらえるような、とびっきりの商品作りを目
指しています。

マルヤナギ小倉屋では、毎年新卒生にご入社いただいており、各部署のリー
ダーとして活躍している人がたくさんいます。先輩の指導を受けながら成
長できる環境があり、やりがいを持って仕事を進めることができます。私
たちと一緒にマルヤナギの未来を作っていただける方をお待ちしています。

（株）マルヤナギ小倉屋

■創業・創立／1951年
■資本金／	9,950万円
■売上高／	87億円（2015年7月期）
	 87億円（2016年7月期）
	 88億円（2017年7月期）
■従業員数／450名
■平均年齢／41.9歳
■業態／食品製造業

代表取締役社長

柳本	一郎さん

36



みつぼしべると

三ツ星ベルト㈱

世界最高水準の伝動ベルト　ギガトルクＧＸ

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4-1-21  TEL.078-671-5071

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

工業用のベルト専業メーカーとして1919年神戸で創業。たゆまぬ研究と開
発を続けて、業界のリーディングーカンパニーへと成長しました。防水・遮
水材、エンジニアリングプラスチックなどに業容を拡大した今も「品質を作
り、品質を売る」という創業の精神は連綿として受け継がれ、ユーザーから
厚い信頼をいただいています。
また、「人を想い、地球を想う。」の基本理念のもと、人と社会に貢献してま
いります。

動力を伝える「伝動ベルト」、あらゆるものを運ぶ「搬送ベ
ルト」。神戸から世界中の産業を支えています。日本のもの
づくり技術が世界中の人々の生活を豊かにするよろこびを地
元神戸から発信しませんか。

三ツ星ベルト（株）

■創業・創立／1919年
■資本金／	81億5,025万円
■売上高／	662億5,100万円（2015年3月期）
	 670億6,200万円（2016年3月期）
	 663億3,960万円（2017年3月期）
■従業員数／701名
■平均年齢／40.5歳
■業態／製造業

執行役員	人事部長

倉本	信二さん

平成21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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もろぞふ

モロゾフ㈱

本店である神戸三宮センター街ショップ

〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5丁目3番地  TEL.078-822-5000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

港町神戸で生まれた当社は創立87周年を迎えました。チョコレート・カス
タードプリン・チーズケーキなど、多くの人々に愛される商品に加え、常に
時代のニーズに先駆けたスイーツを開発し提供してまいりました。
また、スイーツを通して、バレンタインデーやハロウィーンといった様々な
海外のイベントを日本に真っ先に紹介するなど、絶えず新しいことにチャレ
ンジし、創立100周年に向けて進化し続けている企業です。
モロゾフには数多くの部署や仕事があり、若手社員が活躍できるフィールド
があります。“すべてはお客様の笑顔のために”を企業スローガンに、おい
しいお菓子を届けるため、日々新しいことに挑戦しています。

「スイーツを通してお客様を笑顔にしたい」そんな想いで従
業員一同働いています。私は人を笑顔にする仕事に、とても
魅力とやりがいを感じ入社しました。そんな当社のことをぜ
ひ皆さんにも知っていただきたいです！

モロゾフ（株）

■創業・創立／1931年
■資本金／	37億3,746万円
■売上高／	277億3,437万円（2015年1月期）	
	 286億6,682万円（2016年1月期）
	 291億6,727万円（2017年1月期）
■従業員数／1,580名
■平均年齢／39.8歳
■業態／洋菓子製造･販売、
　　　　喫茶･レストラン業

経営統括本部	人事総務部

西村	香名子さん

平成21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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りょうしんてくにか

菱神テクニカ㈱

巨大工場の運用・保守・管理全般をサポートします

〒652-0871 神戸市兵庫区浜山通6丁目1番1号  TEL.078-651-9111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

「発電機などのエネルギー分野から粒子線治療装置・超電導応用分野まで」
当社は三菱電機の工場運営全般をサポートしており、それらの生産支援活動
を通じて培ってきた工場運営・管理に関するノウハウと技術を活かして、
「創る（生産設備、建築工事）」、「造る（生産加工）」、「運ぶ（物流）」、
「測る（校正・測定・分析）」、「保つ（点検・修理）」などの生産現場にお
ける多種多様なニーズに幅広く対応しています。エンジニアリングと技能
で、それぞれの現場の条件について細かく考察しながらビジネスのさらなる
発展と業務効率化を目指した最適なソリューションを提案し、ワンストップ
でお客様の工場運営を力強くサポートします。

当社の仕事は、モノづくり現場のすべてをサポートすること。
当社の大きな財産は「人」であり、「人づくり」が経営の基本です。
教育研修の充実はもちろん、人づくりには特に力を入れており
ます。皆様も個々の力を高め、将来の可能性を広げてください。

菱神テクニカ（株）

■創業・創立／1977年
■資本金／5,000万円
■売上高／71億6,000万円（2017年3月期）
■従業員数／375名
■平均年齢／39.9歳
■業態／機械器具製造業

代表取締役社長

橘　浩司さん
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ろっこうしょうかい

㈱六甲商会

本社・神戸支店がある	神戸ビル

〒651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-23  TEL.078-265-2501

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

『ドキュメント＆コミュニケーション』をキーワードに、お客様のオフィス
におけるあらゆるドキュメントの作成・伝達・配布・保管管理業務の改革に
お役立ちさせていただいています。
また、『情報活性化主義』、『地域密着主義』、『お役立ち継続主義』の経営理
念のもと、地域社会の活性化にも積極的に取り組み『共創・共生社会』の実
現にも貢献させていただいています。

六甲商会は、兵庫県で地域に密着した事業を展開、『ダント
ツサービス』の実践で、お客様へ喜びと感動を与える仕事を
目指します。たくさんのお客様との出会い、そして感動と喜
びがあふれたお客様の笑顔を一緒に見つけにいきませんか。

（株）六甲商会

■創業・創立／1945年
■資本金／	2,500万円
■売上高／	30億9,055万円（2015年2月期）
　	 28億3,600万円（2016年2月期）
	 27億6,053万円（2017年2月期）
■従業員数／112名
■平均年齢／47.0歳
■業態／卸売業

神戸支店	営業 2 グループ

井川	亮一さん
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わだこうさん

和田興産㈱ 

考え抜き、想いを込めた企画を『ワコーレ』に

〒650-0023 神戸市中央区栄町通4-2-13  TEL.078-361-1100

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神戸市

北に山、南に海が広がる街、神戸。当社は神戸港が開港され、多くの人々が
この地に移り住んできた明治時代から住まいを提供し、不動産事業を通して
ずっとこの街と共に歩んできました。
創業から119年が経ち、ワコーレマンションシリーズの2016年実績は、供
給戸数 近畿圏 第３位、兵庫県 第１位、供給棟数 神戸市内19年連続 第１位
と、多くの方に支持されるようになりました。
これからも「プレミアム ユニーク  価値ある独創」のコンセプトのもと、神
戸・阪神間を中心に地域密着・地域貢献を主眼に事業展開を図り、神戸らし
い「住まい」の開発やお一人おひとりの生き方にフィットした上質な住空間
づくりにこだわり続けていきます。

当社は不動産メーカーとして、立地環境や歴史、エリア特性
を徹底的にマーケティングし、その地域が豊かになるような
住まいを企画開発しています。あなたも街づくりプロジェク
トに参画し、神戸に彩りを添えませんか？

和田興産（株）

■創業・創立／1899年
■資本金／	8億9,125万円
■売上高／	300億9,700万円（2015年2月期）
	 289億5,000万円（2016年2月期）
	 313億7,400万円（2017年2月期）
■従業員数／112名
■平均年齢／41.7歳
■業態／不動産業

総務部	副課長
田中	隆章さん
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