
中播磨・西播磨の魅力
　中播磨・西播磨は兵庫県の西部に位置し、「中播磨」地域の姫路市、神河
町、市川町、福崎町の1市3町、「西播磨」地域の相生市、たつの市、赤穂市、
宍粟市、太子町、上郡町、佐用町の4市3町を合わせた計5市6町で構成され
ています。南部は瀬戸内海に面し、東側は鉄鋼・化学などの素材産業、電気機
械・一般機械等の加工組立型の製造業を中心に発展し、全国有数の工業地
帯を形成しています。また西側は美しい海岸線が続き、カキの養殖をはじめさま
ざまな魚介類が獲れる豊かな海が広がっています。
　中部の山あいに広がる播磨科学公園都市は、世界最高性能を誇る大型放
射光施設（SPring－8）の周囲に兵庫県立大学理学部などの教育施設も集積
し、世界の注目を集める研究成果を生み出しています。また、北部は県下有数
の森林地帯であり、特に宍粟市は面積の約9割を山が占め、スギ、ヒノキなど針
葉樹をはじめ、木材の生産量は県内最大です。また、中国山地を流れる千種
川、揖保川は清流として知られています。このほか、皮革製造（姫路市、たつの
市、太子町）、ゴルフクラブ製造（市川町、福崎町）、手延素麺（たつの市、宍粟
市、姫路市、太子町）などの地場産業も集積しています。
　中播磨・西播磨には歴史が育んだ名所旧跡も多く、その代表格は日本で初
めてユネスコ世界文化遺産に認定された国宝姫路城です。平成の大修理を
終えて公開されて以来、入場者数は2年連続で200万人を超え、外国人入城
者数も増加しています。
　また、かつて生野銀山で採掘された銀を運ぶ道として飾磨津（現姫路市）と
を結んでいた「銀の馬車道」は日本で最初に作られた高速産業道路。その沿
線エリアであった神河町、市川町、福崎町、姫路市には今なお当時の面影が残
り、多くの観光客が訪れています。

知ってる？

姫路城
45



あーすせいやく さこしこうじょう

アース製薬㈱ 坂越工場

坂越工場の航空写真

〒678-0192 赤穂市坂越3218-12  TEL.0791-48-8001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

赤穂市

アース製薬は日用品（トイレタリー）業界の会社です。事業内容としては、
虫ケア用品アースノーマット、洗口液モンダミン、入浴剤バスロマンといっ
た快適な暮らしを支える様々な製品を製造しています。これらの商品は研
究、商品開発、生産、販売といった各部門の社員が相互に協力することでお
店に並び、最終的にお客様に買っていただきます。これらの商品を製造して
いる拠点が赤穂市にある工場です。
アース製薬は、製品・サービスの提供を通じて、人々の生命・生活に寄り添
い、安全で快適な生活に貢献していくことができる魅力ある企業を目指して
います。

小さい頃から知っていた地元の会社に就職しました。2016 年 4
月に入社したばかりで何もわからない私に、上司、先輩がとても
温かく丁寧に仕事を教えてくださいます。将来は、効率の良い生
産ラインを自分の手で生み出す技術者になりたいと思います。

アース製薬（株） 坂越工場

■創業・創立／1892年
■資本金／ 33億7,760万円
■売上高／ 1,458億5,800万円（2014年12月期）

1,597億3,900万円（2015年12月期）
1,685億 500万円（2016年12月期）

■従業員数／390名
■平均年齢／40.9歳
■業態／化学工業

生産統括部 坂越工場製造二課

村下 碩
ひろき

基さん
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あいえいちあいあいおいじぎょうしょ

㈱IHI相生事業所

昨年、開設 110 周年を迎えた相生事業所

〒678-0041 相生市相生5292番地  TEL.0791-24-2240

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

I H I 相生事業所は1907年に造船所を開設以来、エネルギープラント等の陸
上機械への展開、さらには航空・宇宙分野への進出等、陸・海・空そして宇
宙、様々なフィールドに「技術」と「もの」を提供してきました。そして昨
年、事業所開設110周年を迎えました。現在は、火力発電設備の中核機器をな
す、最先端の技術を集積した高効率で信頼性の高い火力発電所向け石炭焚き
ボイラを製造し、電力の安定供給に寄与しています。
また、液化天然ガス（LNG）貯蔵タンクや、船舶用ディーゼルエンジン部品
等の鋳造品も製造しています。

「Realize your dreams」
世界中の人たちの夢を我々と一緒に実現してみませんか？
あなたの夢を私たちとかなえてみませんか？

多くの男性従業員の中で、私達も女性溶接士（2017 年 7 月
現在 3 名）として活躍しています。研修所で訓練を受けた
うえで職場に配属され、配属先でも先輩が丁寧に指導してく
れます。共に「技術をもって社会の発展に貢献」しませんか。

（株）IHI相生事業所

■創業・創立／1853年
■資本金／1,071億円
■売上高／7,198億円（2017年3月期）
■従業員数／507名
■平均年齢／37.3歳
■業態／製造業

相生工場 製造部 パネル製造グループ

五十嵐 光さん
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あおきてっこう

青木鉄工㈱

本社二工場（舶用関係）

〒678-0041 相生市相生4丁目15番21号  TEL.0791-22-2161

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

創業94年の高い技術力が認められ、日本を代表する大手造船メーカー、建
設業、素材メーカーなどに技術を提供しています。この技術を絶やさず、次
世代にもこの技術を継承し、今後も青木鉄工の技術で日本を支えます。
うちには、派手な奴もいなければ、サボる奴もいない。要領良く立ち振る舞
えなくても大丈夫、不器用だけど一生懸命になれる。そんな人、大歓迎。
新卒のあなたには、当社で一生モノの技術を身につけていただきたいと思い
ます。普段のあなたにお会いできることを楽しみにしています。

会社の一番の魅力は、社員の個性を大切にしてくれること。
自分らしく伸び伸びやれるところです。ものづくりが好きな
人にはピッタリの職場です。僕たちと一緒にものづくりの楽
しさを故郷の企業で味わってみませんか。　

青木鉄工（株）

■創業・創立／1924年
■資本金／ 4,700万円
■売上高／ 15億5,000万円（2015年3月期）

15億1,400万円（2016年3月期）
14億7,700万円（2017年3月期）

■従業員数／66名
■平均年齢／37.5歳
■業態／製造業

製造課

佐藤 輝明さん・岩本 幸祐さん
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あこうかせい

赤穂化成㈱

本社・赤穂工場は瀬戸内海に面した地域にあります

〒678-0193 赤穂市坂越329  TEL.0791-48-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

赤穂市

忠臣蔵で名高い赤穂は、古来より製塩や苦
にがり

汁工業が盛んで、その流れをくむ
会社は多くあります。赤穂化成株式会社はその中でも核となる食塩や苦汁を
中心とした無機ミネラルの総合メーカーとしての豊かな基礎技術をもとに事
業を守り育ててきました。
現在は、これまで培ってきた｢海洋科学の開発技術｣をベースに新事業の展開
を進めています。

地元での就職は、住み慣れた街で暮らし、腰を据えて働くこ
とができ、将来のライフプランも立てやすくなります。休日
は学生時代の友人などといつでも会うことができるため、仕
事とプライベートが充実すると思います。

赤穂化成（株）

■創業・創立／1971年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 78億円（2015年3月期）

78億円（2016年3月期）
83億円（2017年3月期）

■従業員数／189名
■平均年齢／42.6歳
■業態／製造業

総務部 課長

佐伯 英俊さん
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あびのけんせつ

阿比野建設㈱
〒671-1116 姫路市広畑区正門通４丁目３-3  TEL.079-236-3555

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社の根幹を成す建築・土木・新日鐵住金構内事業・住宅事業・不動産賃貸
の五つの柱のもと、技術力・商品力・コスト力を研鑚し、より社会に貢献で
きる企業を目指しています。
当社は技術資格者が多く、働きやすい環境があり、育児休業・有給休暇の取
得推進など「仕事と生活のバランス企業表彰」を兵庫県より、「子育てサポー
ト企業」くるみんマークの認定を厚生労働大臣より受け、次世代に育つ人た
ちの支援をしています。

私が新入社員の皆さんに期待しているのは、情熱とチャレンジ精神です。
必要な知識や技術は入社後に身に付けるので、建築系の学部出身でなく
ても構いません。目の前の仕事に一生懸命に取り組める方なら、きっと
大きなやりがいを感じながら飛躍していただけると信じています。

阿比野建設（株）

■創業・創立／1958年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 78億1,652万円（2015年5月期）

89億2,424万円（2016年5月期）
85億 870万円（2017年5月期）

■従業員数／227名
■平均年齢／46.6歳
■業態／総合建設業

代表取締役社長

阿比野　剛さん

『ＮＳスーパーフレーム工法全国展開中 ! 』　本社社屋新築中

平成25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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あんびっく

アンビック㈱

本社工場の敷地面積は東京ドーム約 1 個分の広さです

〒670-0841 姫路市城東町180番地  TEL.079-281-2171

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

第一次世界大戦中、日本の製帽業の発展に積極的に貢献するため誕生したア
ンビック株式会社（創業時名：日本フエルト帽体株式会社）は、フエルト・不
織布総合メーカーとして2017年12月に100周年を迎えました。

【人にやさしく、自然にやさしく】そんな世の中にしたいという願いをも
ち、当社は、フエルトをはじめとした繊維の可能性を探究。ピアノの弦を叩
いて音を出すハンマーフエルトは世界シェア60%以上を占める他、大手メー
カーの自動車内部に使用されていたり、より身近なテレビやスマートフォンに
も使用されていたりと、伝統を守るだけでなく、新しい技術の開発も進めてい
ます。環境保護と従業員の幸福を念頭に置き、研究を重ね、世界中の取引先
に製品を販売し続ける会社です。

「地元で、ものづくりをしたい」何気なく見つけたアンビックでし
たが、世界トップシェアを誇るオンリーワン技術、また工場見学に
て製品用途の多さ、環境への配慮等に魅せられ入社しました。地元
で 100 年続く老舗「フエルト・不織布」メーカーを知ってください。

アンビック（株）

■創業・創立／1917年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 75億3,100万円（2014年11月期）

73億3,700万円（2015年11月期）
72億7,000万円（2016年11月期）

■従業員数／242名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

経営管理部　総務人事課

四海 祐太さん
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いちのみやでんき

㈱一宮電機

モータ開発拠点のモータ技術研究所と光都工場です

〒679-5165 たつの市新宮町光都１丁目1179-17  TEL.0791-59-8200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

私達は、創業以来一貫してモータに関する仕事を続け、国内７ヶ所・海外
３ヶ所の生産拠点で生産活動し、今日に至っています。
近年、その中でも特に自動車用モータの占める比率が売上全体の60％を超
えるまでになり、今後さらにこの分野で必要とされるブラシレスモータ・セ
ンサー等の開発に注力し、世の中から必要とされる会社であり続けたいと
願っております。

車載センサー部品からブラシレスモータ・インダクション
モータまで、お客様の希望する製品をニーズに合わせて届け
るために研究開発に注力して頑張っています。また、未来の
環境を考え自然エネルギーへの取り組みもしています。

（株）一宮電機

■創業・創立／1960年
■資本金／ 7,842万円
■売上高／ 39億5,000万円（2015年3月期）

39億6,000万円（2016年3月期）
40億7,000万円（2017年3月期）

■従業員数／330名
■平均年齢／45.0歳
■業態／電気機械器具製造業

代表取締役社長

秋田 博史さん

兵庫県立地支援企業
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いとめん

イトメン㈱

超ロングセラー商品の“チャンポンめん”

679-4003 たつの市揖西町小神841  TEL.0791-63-1361

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

イトメンでは、即席袋麺、カップ
めん、乾麺（そうめん、そば、う
どん、中華麺）の製造販売を行っています。均一で安全な製品をつくるた
め、食品安全の最高認証FSSC22000を取得しており、製造から販売まで一
貫して自社で行っています。
また、2015年には乾めん・手延HACCPおよびFSSC22000も追加認証取
得しました。即席袋めんにおきましては、食塩を加えずに製麺した「無塩
製麺」を採用し、あっさりした味覚の“優しい味わい”の商品ラインアッ
プが特徴です。なかでも超ロングセラー商品の「チャンポンめん」は50年以
上も製造と販売が続いています。

麺のある食卓を通じて、幸せの象徴とも言うべき家族団らんのシー
ンを、より多くの方々にお届けしたいという願いから、私たちの目
指す姿を『幸せ創造企業』と名付け、安全と安心を基本として、よ
り良い品質とおいしさ、楽しさにこだわった麺作りに取り組んでい
ます。皆さんも、一緒に幸せを創造してみませんか！

イトメン（株）

■創業・創立／1945年
■資本金／ 6,930万円
■売上高／非公開
■従業員数／97名
■平均年齢／46.7歳
■業態／食品製造業

代表取締役社長

伊藤 充弘さん
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うえすとしんき

㈱ウエスト神姫

路線バス、貸切バス、新高速乗り合いバスを
西播磨地区で営業しています

〒678-0072 相生市竜泉町394-1  TEL.0791-22-5180

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

株式会社ウエスト神姫は、神姫バスグループの一員として路線バス・貸切バ
スの運行を通じて地域に密着した企業を目指し、西播磨地域（赤穂市・相生
市・宍粟市・たつの市・上郡町・佐用町）でバス事業を行っています。平成
27年度には兵庫労働局から、地域の中で安全衛生に関する水準が良好で、
他の模範であると認められ、安全確保対策部門で「安全衛生表彰」を受賞す
ることができました。
また、女性や高齢者が働きやすい職場環境を実現していることから「平成
28年度ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」を受賞しました。このよ
うに、西播磨地域になくてはならない地域密着企業として、お客様や地域
の期待に応えるサービスを提供しています。

地元に愛着を持ち、地域に貢献したい若者を歓迎いたします。
入社後、運行管理や車両整備の補助からはじめ、バス運転士
の基礎を身につけ、運転免許支援制度により大型二種免許を
取得し、バス運転士になっていただきます。

（株）ウエスト神姫

■創業・創立／1997年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／  9億8,700万円（2015年3月期）

12億9,100万円（2016年3月期）
14億2,900万円（2017年3月期）

■従業員数／200名
■平均年齢／53.0歳
■業態／運輸業

代表取締役社長

須和 憲和さん

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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おがたてっこうしょ

㈱緒方鉄工所

鉄骨の柱をロボットにて溶接中

〒679-4343 たつの市新宮町大屋705  TEL.0791-75-2253

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

緒方鉄工所は、明治8年創業です。鉄と共に歩み続けています。
県内の著名な建築物、甲子園球場銀傘屋根、県立美術館、西播磨の大型放射
光上屋などの建築鉄骨を高い技術で製作する会社です。
3次元化された図面、コンピューターシステムを導入した加工ライン、ロ
ボットによる溶接など、高品質な製品づくりに努め、業界の信頼を得ていま
す。

「鉄骨づくり」、後世に残る建物の骨組み造りの技の習得をめ
ざして日々挑戦です。多くの仲間と共に、頑張りたいと思っ
ています。

（株）緒方鉄工所

■創業・創立／1875年
■資本金／4,000万円
■売上高／27億6,624万円（2016年9月期）
■従業員数／50名
■平均年齢／45.2歳
■業態／金属加工業

鉄構部

大砂 浩司さん
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おかもとてっこうしょ

㈱岡本鉄工所

赤穂港に面した 18,350㎡の敷地

〒678-0239 赤穂市加里屋1119  TEL.0791-43-2381

地元高校生へのメッセージ

企業データ

赤穂市

創業1902年、創立1946年の歴史ある会社です。
製缶加工と機械加工の一貫した生産体制で高品質な製品を製造しています。
創業以来、「顧客の要求に的確に応え信頼を勝ち得る」をモットーに技能、
技術力の強化に取り組んでいます。

社員は 18 歳から 60 歳代まで幅広い世代が働いています。
先輩から指導を受け、経験を積み重ねていきます。社員一人
一人がやりがいを持って仕事に取り組み、社会への貢献を実
感できる会社を目指しています。

（株）岡本鉄工所

■創業・創立／1946年（創業1902年）
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開 
■従業員数／50名
■平均年齢／43.0歳
■業態／一般機械器具製造業

代表取締役

岡本 康秀さん

22



かめやまちゅうぞうしょ

㈱亀山鋳造所

年度初めに全社員で各部署の方針を発表します

〒671-1502 揖保郡太子町原519番地  TEL.079-276-0471

地元高校生へのメッセージ

企業データ

太子町

弊社は鋳物屋として「フルモールド法」という特殊な製造方法で、自動車の
モデルチェンジ用プレス金型鋳物をメインに、試作金型鋳物や試作模型、
3D設計等を製作しています。3D設計から鋳物まで一貫生産で製作しており

「最短納期１週間」という業界トップクラスの超短納期を実現しています。
鋳物屋ですが「すごい3D設計集団」を武器に日々励んでおります。兵庫県
成長期待企業に選定されています。

ものづくりは奥が深く、難しい仕事です。だからこそ、やり
がいがあり、充実感を得ることができます。本気で取り組み、
技術を身に付け、共に世界に羽ばたく企業を目指しましょう。

（株）亀山鋳造所

■創業・創立／1946年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 9億円（2013年3月期）

10億円（2014年3月期）
10億円（2015年3月期）

■従業員数／73名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

代表取締役

亀山 佳裕さん

ひょうごの成長企業
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かわべ

㈱カワベ

相生店  店内売り場の様子

〒678-0052 相生市大島町1‐12  TEL.0791-23-3335

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

食料品を中心に販売しているスーパーマーケットです。店舗数は6店舗、相
生本店・竜野店・山崎店・太子店・網干店・姫路城東店と西播磨地区に展開
しています。
特に青果や鮮魚など生鮮食料品がお客様の期待以上の商品を提供できるよう
に頑張っています。青果は生産地直送仕入れ、鮮魚は港から生きたままの仕
入れ等、鮮度にこだわっています。

（株）カワベ

■創業・創立／1953年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 51億9,000万円（2015年1月期）

52億7,000万円（2016年1月期）
52億7,000万円（2017年1月期）

■従業員数／267名
■平均年齢／41.0歳
■業態／飲食料品小売業

家庭的で自主性を重んじ、個性の出しやすい職場です。各種
セミナーへの参加や通信教育等、意欲のある人は積極的に学
習できる体制を整えています。困ったとき、嬉しいときに一
緒に分かち合える人たちばかりです。人と接する事が好きな
方なら大丈夫。仕事内容も、皆が優しく教えてくれます。

本部 専務取締役

佐々木 貴英さん
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きょくとうさんき

極東産機㈱

たつの市にある本社ビル

〒679-4195 たつの市龍野町日飼190  TEL.0791-62-1771

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

畳製造機器、インテリア施工機器、カーテン縫製機器のトップメーカーで
す。日本の住環境に欠かせない畳の製造機器メーカーとして昭和23年創業。

「職人さんの手作業の自動化・省力化」を開発コンセプトとして、次々とオ
ンリーワン・オリジナル商品を開発しています。
近年は創業以来、長年培ってきたコア技術を活かし、ハイテク関連設備の開
発製造、リチウム電池、燃料電池、先端産業向け生産設備の開発・設計も展
開中であり、メカトロニクスとFAの総合メーカーに躍進しています。

当社は、地元たつの市に本社を構える機械メーカーです。国
内の設計・製造拠点はたつの市のみであり、ここで作った機
械・設備を全国に出荷しています。

極東産機（株）

■創業・創立／1948年
■資本金／ 4億1,575万円
■売上高／ 88億2,900万円（2014年9月期）

81億8,100万円（2015年9月期）
86億8,700万円（2016年9月期）

■従業員数／267名
■平均年齢／42.2歳
■業態／製造業

総務部長

陸井 雅雄さん
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ぎんぱそう

㈱銀波荘

天海の湯から眺める絶景の瀬戸内海

〒678-0215 赤穂市御崎2-8  TEL.0791-45-3355

地元高校生へのメッセージ

企業データ

赤穂市

赤穂では老舗旅館として有名で赤穂御崎にあり、目の前には瀬戸内の絶景が
広がります。
インフィニティ風呂として人気がある絶景の露天風呂や、2017年８月に改
修した絶景ロビーがお客様をお迎えします。
お風呂からの眺めは湯舟から海、そして空までが一体化した景色を、新しい
ロビーからは瀬戸内の多島美をお楽しみいただけます。

赤穂市には年間 150 万人を超える観光のお客様が来られて
います。赤穂御崎という美しい観光地にある旅館でお客様を
お迎えし、素晴らしい思い出作りのお手伝いをしませんか。

（株）銀波荘

■創業・創立／1951年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 非公開
■従業員数／100名
■平均年齢／40.0歳
■業態／旅館・レストラン業

支配人

徳田 幸造さん
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ぎんびるすとあー

㈱銀ビルストアー

8 月にリニューアルオープンした 『プチマルシェ新宮店』です

〒670-0912 姫路市南町31  TEL.079-288-0001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は、昭和31年にスーパーマーケットのパイオニアとして創業し、お客
様のご愛顧により2016年に60周年をむかえることが出来ました。播磨地方
を中心として、ボンマルシェ、プチマルシェを16店舗展開しております。
地域性や、お客様の要望を第一と考え、『安心、安全、健康』『鮮度、美味し
さ』『地産地消、世界の食文化』『笑顔でのおもてなし、心躍る買場』『なっと
く価格』以上5つのこだわりを理念として、本物志向とよりクオリティの高
いスーパーマーケットとして食の楽しさをもっと広げてまいります。

（株）銀ビルストアー

■創業・創立／1956年
■資本金／ 8,000万円
■売上高／ 140億円（2015年1月期）

145億円（2016年1月期）
140億円（2017年1月期）

■従業員数／800名
■平均年齢／33.0歳
■業態／小売業

明るく元気な方を、募集しています。学歴一切不問、入社後
は充実した教育制度と会社負担の豊富な通信教育コースで成
長をバックアップします。100 周年を目指し、幹部候補と
して大切に育成します。

経営管理本部 マネージャー

小深田さん
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くらうでいと

㈱クラウデイト

ヨーデルの森　春にはチューリップが満開になります

〒679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地  TEL.0790-32-2911

地元高校生へのメッセージ

企業データ

神河町

弊社は、神河町の公の施設「神崎農村公園ヨーデルの森」の指定管理者であ
る共同事業体の代表者です。ヨーデルの森は2001年に開場した農村公園で
す。2009年のリニューアルオープンに際して、弊社がこの地を本店所在地
として創業し、管理運営の受け皿となりました。「お客様やこどもたちの笑
顔の創造」を目指して、「はな・みず・き（生き物）」をテーマに、“動物と
のふれあい”“水辺の遊び”“季節のお花畑”などのコンテンツの充実に努め
ています。
また、共同事業体のパートナーである地元集落「猪篠区」にある約７千本の
紫陽花や棚田などの地域資源を活かし、猪篠区全体を元気にする「猪篠まる
ごと農村公園化」の取り組みも始めました。

「私たちは、地域を元気にします」を企業理念のひとつとし
て掲げ、地元に育ち、地元を愛し、地元に貢献する人材の育
成に努めます。これからも地域の皆様に愛され、喜んでいた
だける企業であり続けたいと努力を重ねています。

（株）クラウデイト

■創業・創立／2009年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 2億7,368万円（2014年12月期）

3億2,723万円（2015年12月期）
3億1,572万円（2016年12月期）

■従業員数／70名
■平均年齢／38.5歳
■業態／テーマパークの管理運営

代表取締役

義本　宰さん
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ぐろーりー

グローリー㈱

本社・本社工場の概観を撮影したものです

〒670-8567 姫路市下手野１-３-１  TEL.079-297-3131

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

1950年、国産初の硬貨計数機を開発。一枚ずつ手で数えることがあたりま
えだったお金を、人に代わり機械が数える。リーディングカンパニーとして
私たちが開発した数々の通貨処理機は、金融機関をはじめ、スーパーマー
ケット、交通機関など、お金を扱う幅広い分野で、厳正化、効率化に無くて
はならない存在になりました。今では国内のみならず、100カ国以上の国で
利用されるまでに活躍の場を広げています。
また、コア技術である『認識・識別技術』を応用することで、『手書き文字
認識技術』『生体認証（バイオメトリクス）技術』などを開発。非現金分野に
も事業領域を拡大しています。

私たちが企業理念に掲げる「求める心とみんなの力」。これ
には、社員全員が力を合わせて挑戦し、不可能を可能にして
いくという想いが込められています。志を高く抱き、この想
いを受け継ぐ仲間を求めています。

グローリー（株）

■創業・創立／1918年
■資本金／ 128億9,294万円
■売上高／ 2,223億5,600万円（2015年3月期）

2,269億5,200万円（2016年3月期）
2,225億8,100万円（2017年3月期）

■従業員数／3,246名
■平均年齢／42.9歳
■業態／製造業

総務本部 人事部 人材開発グループ グループマネージャー

大河原　勲さん
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こうぎ

虹技㈱

溶けた鉄を型に流し込む「鋳込み作業」　その迫力に圧倒されます

〒671-1132 姫路市大津区勘兵衛町4丁目1番地  TEL.079-236-3221

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

「鋳物づくりを通して、社会に貢献する」当社は「鋳物の総合メーカー」と
して、機械部品用から自動車用、鉄鋼メーカー向けまで、大小さまざまな鋳
造品を製造しています。1916年の創業以来100周年を迎えましたが、地道に
コツコツと鋳物づくりを通して、社会に貢献してきた証であると思います。

【「虹技」という社名に込められた思い】
「虹色の多彩な技術を持つ会社」という意味ともう一つ。それは、「いかな
る苦難をも乗り越え、その先に希望の虹をかけていきたい」という思いで
す。創業以来、つらい雨降りの時代も幾度となくありましたが、そのたびに
多くの困難を乗り越えてきました。これからも次の100年へ向けて希望に満
ちた技術の虹をかけていきます。

溶けた鉄を型に流し込んで作る「鋳物」。当社は鋳物を通じて
様々な産業に貢献してきました。華やかさはありませんが、そ
の一つ一つに「熱い思い」を込めています。鋳物づくりの難しさ、
そしてその先にある喜びを共感できる同志を求めています！

虹技（株）

■創業・創立／1916年
■資本金／ 20億271万円
■売上高／ 201億7,200万円（2015年3月期）

193億1,600万円（2016年3月期）
197億7,200万円（2017年3月期）

■従業員数／458名
■平均年齢／36.5歳
■業態／鉄鋼業

人事部人事グループ 採用担当

藤村さん・平岡さん・福井さん
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ござそうろう

㈱御座候

「お買い上げ賜り、ありがたく御座候」

〒670-8654 姫路市阿保甲611-1  TEL.079-282-2311

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

御座候は昭和25年に創業し、現在北海道から広島まで78店舗あり、百貨店
や駅店で回転焼の実演販売を行っています。お客様の前で手焼きにこだわ
り、お客様に心を込めた商品を提供しています。
また、小豆にもこだわり、御座候で使用している小豆は全て北海道十勝産の
最高品質のものを使用しています。
小豆No.1企業を目指し、小豆に特化した会社で、2009年には本社横にあず
きミュージアムも完成し、小豆文化の創造に取り組んでいる会社です。

未経験者も、入社後の研修で一から丁寧な指導で基本を身に
つけることができます。また、御座候では、学歴や職歴に関
係なくやる気しだいで活躍できる会社です。もの作りが好き
な方、興味のある方、ぜひ一緒に働きましょう。

（株）御座候

■創業・創立／1959年（創業1950年）
■資本金／ 8,527.5万円
■売上高／ 50億2,300万円（2015年9月期）

49億9,400万円（2016年9月期）
49億8,800万円（2017年9月期）

■従業員数／330名
■平均年齢／37.2歳
■業態／和菓子製造販売業

採用・初期訓練

森仲 高裕さん
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ことぶきてっこう

寿鉄工㈱

相生市の中心部にある本社工場

〒678-0031 相生市旭一丁目19-47  TEL.0791-22-0800

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

寿鉄工㈱は、ＩＨＩグループの一員として「技術を以って社会に貢献する」
「人材こそが最大かつ唯一の財産である」の経営理念のもと、長年の経験に
より培われた技術力をもって社会と地域の発展に貢献すべく、各種大型鋼構
造物や圧力容器等を製造しております。

昨年70周年を迎えた歴史ある会社です。現在は本社、出張所等
全ての事務所が相生市内にあるため、原則、転勤の心配がなく
地元に腰を据えて働くことができます。従業員の平均年齢も33
歳と非常に若いので、皆さんも働きやすい職場だと思います。

寿鉄工（株）

■創業・創立／1947年
■資本金／ 7,680万円
■売上高／ 15億　 7万円（2015年3月期）

15億1,204万円（2016年3月期）
11億9,900万円（2017年3月期）

■従業員数／82名
■平均年齢／33.3歳
■業態／製造業

業務部人事課 課長代理

落合　豪さん
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さわめっきこうぎょう

佐和鍍金工業㈱

第 1 工場・第 2 工場に分かれた全景

〒670-0804 姫路市保城753番地  TEL.079-281-1055

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

創業以来、自動車部品を中心とした様々な表面処理を行い、現在、めっき装
置の全自動化、内製化により、お客様の多種・多様なニーズに即対応できる
生産体制を構築し、安定した品質の提供を推し進めています。
また、生産活動によって排出される廃棄物をなくし、循環型産業システムの
構築を目指すゼロ・エミッションを掲げ、「自然とテクノロジーの共生を目
指します」の経営方針のもと環境面への配慮、高品質な機能製品を提供する
体制、お客様との信頼関係、技術力の向上に日々努めています。

学生の頃、“めっき”とは金属の装飾品のイメージしかもっていませんでし
た。しかし入社後は、めっきには装飾・防食・電導性など多種多様な機能が
あることを知りました。佐和鍍金は様々な技術に溢れ、自分自身が知識を
身に付けることの出来る会社です。是非一緒に日々向上しましょう。

佐和鍍金工業（株）

■創業・創立／1954年
■資本金／5,100万円
■売上高／44億円（2017年1月期）
■従業員数／99名
■平均年齢／37.0歳
■業態／総合表面処理加工業

品質技術 Sec. 製造 入社 2 年目

寺脇　健さん

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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さんそうでんき

三相電機㈱

本社（姫路市）の管理棟です

〒671-2288 姫路市青山北１丁目１番１号  TEL.079-266-1200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

中小型モータおよび電動ポンプの製造・販売をしています。モータはエアコ
ンなどの空調用や工作機械などの産業用、ポンプは給湯器などの住宅用、海
水・化学液の循環をはじめ、生

いけす

簀やソーラシステムなど幅広い用途で使用さ
れています。
ポンプ、モータを通じて、時代に最新の、環境に最善のテクノロジーで人々
の未来と豊かな明日のために、地球に優しい企業として夢を広げていきた
いと考えています。

「愛と感謝と積極性」を社是としています。仕事に対し不安
があると思いますが、ミスを恐れず、積極的に行動できる方
を求めています。様々な業種の企業がありますので、興味の
ある業種について調べてください。

三相電機（株）

■創業・創立／1957年
■資本金／ 8億7,160万円
■売上高／ 134億4,300万円（2015年3月期）

133億8,300万円（2016年3月期）
139億4,800万円（2017年3月期）

■従業員数／370名
■平均年齢／42.7歳
■業態／電気機械器具製造業

総務人事課　課長

酒井 智仁さん
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さんようしきそ

山陽色素㈱

当社の製品を使って作られた商品です

〒670-0966 姫路市延末81番地  TEL.079-292-3366

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は1931年、日本で最初の本格的有機顔料メーカーとして誕生し、以来
一貫して国内外の色材産業に貢献してきました。
アゾ構造を主とする赤色や黄色顔料、フタロシアニン構造の青色顔料、さら
にそれらをナノレベル分散し幅広く使える形にした加工顔料など、有機顔料
の合成とその分散加工を専門とする有機化学メーカーです。当社の製品はイ
ンキ、塗料、ゴム･合成樹脂等の着色剤として世界中で用いられ、中でも自
動車塗料用青色顔料は世界トップシェアとなっています。
技術革新が加速し、グローバルな競争が激化する中、他企業や大学との共同
研究を進め、新技術、新製品開発のスピードアップを図っています。

みなさんの高校生活を色に例えると何色ですか？色は生活を
華やかにし、心を豊かにする力を持っています。当社はそんな
魅力ある色材を通して社会の発展に貢献できるものづくり企
業です。地元姫路に根差し世界規模でビジネスを拡大中です。

山陽色素（株）

■創業・創立／1931年
■資本金／9,100万円
■売上高／155億円（2015年3月期）

166億円（2016年3月期）
186億円（2017年3月期）

■従業員数／239名
■平均年齢／38.4歳
■業態／化学工業

姫路工場 工場長

小川 哲司さん
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さんようとくしゅせいこう

山陽特殊製鋼㈱

2018年は創業86年目にあたります

〒672-8677 姫路市飾磨区中島3007  TEL.079-235-6028

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は、“社会からの信頼”“お客様からの信頼”“人と人との信頼”の確立を
目指す「信頼の経営」を経営理念としています。
1933年の創業以来、長年にわたり培ってきた高清浄度鋼製造技術をベース
に、お客様のニーズに的確に応える高品質の特殊鋼製品を提供しています。
当社の製品は自動車や鉄道、建設機械、エレクトロニクス製品、情報通信機
器など、さまざまな工業製品に組み込まれ、活躍しています。特に、ベアリ
ングの素材として用いられる軸受用鋼のシェアは国内ナンバーワンです。
開発・品質・安定供給などすべての面にわたって市場から高い信頼を獲得す
る「高信頼性鋼」の提供を通して、産業・社会の発展を支えています。

応募前職場見学会で目の当たりにしたダイナミックな現場に
惹かれて入社しました。製品の製造や現場の安全に欠かせな
い、設備の保守・管理という責任ある仕事にやりがいを感じ
ています。皆さんも私たちと一緒に働きませんか。

山陽特殊製鋼（株）

■創業・創立／1933年
■資本金／ 201億8,200万円
■売上高／ 1,598億6,300万円（2015年3月期）

1,399億8,000万円（2016年3月期）
1,304億5,300万円（2017年3月期）

■従業員数／1,266名
■平均年齢／39.2歳
■業態／鉄鋼業

設備部 保全課

赤穗 明信さん

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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さんらいずこうぎょう

サンライズ工業㈱

本社事務所棟

〒679-2325 神崎郡市川町奥603番地  TEL.0790-22-5500

地元高校生へのメッセージ

企業データ

市川町

当社は、主に自動車のエアコン部品を製造しています。カーエアコン口金
具業界では、国内生産シェア約25～30％を誇っています。海外にもグルー
プ企業（６ヶ国）があり、世界中の車に当グループで製造された部品が付属
されています。「先意承問（相手の気持ちを先に察し、相手のために何が
できるか自分自身に問いただす）」をモットーに、国内と海外で技術力を共
有し、「世界同一価格」「世界同一品質」「世界同一納期管理」を目指してい
ます。2016年に若者の採用・育成に積極的で雇用管理が優良な企業として

「ユースエール認定企業」（兵庫県では現在４社）に認定されました。
私たちと一緒に世界に誇れる仕事をしませんか？

ものづくりに興味のある方、海外で仕事をしてみた
い方、いろいろなことに挑戦できる会社です。皆さ
んのあふれるパワーを活かしてください！ お待ちし
ております。（写真は2017年新入社員）

サンライズ工業（株）

■創業・創立／1975年
■資本金／ 1億4,353万円
■売上高／ 48億円（2014年12月期）

46億円（2015年12月期）
46億円（2016年12月期）

■従業員数／300名
■平均年齢／42.1歳
■業態／製造業

総務部 総務課 課長　

見藤 友有子さん
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しーだむ

シーダム㈱　
〒678-1241 赤穂郡上郡町山野里357  TEL.0791-57-2511

地元高校生へのメッセージ

企業データ

上郡町

シーダム株式会社は、機能性フィルムにおける各種プラスチックシート、フィル
ムの製造、販売を主力事業とし、その分野において業界ＮＯ.１のポジションを
確立してきました。

“お客様に信頼していただく”をモットーに新しい価値の創造に努め、優れた品
質とサービスを提供すること、そして豊かな自然環境を保全し、環境に優しい
企業活動を行い、地域社会との共存共栄を図ることを目標にしています。

（当社ホームページ URL：http://www.sheedom.co.jp/)

私たちシーダムは、３つの“Ｆ”自由に発想する『Freedom』、
未来を見つめる『Future』、信頼しあう『Faith』を合言葉に、
お客様のニーズにお応えしています。皆さんの『Fight』、若
い力・無限の可能性を我々と共にシーダムで発揮しましょう！

シーダム（株）

■創業・創立／1990年
■資本金／ 1億 2,000万円
■売上高／ 58億2,600万円（2015年3月期）

56億7,600万円（2016年3月期）
57億4,200万円（2017年3月期）

■従業員数／120名
■平均年齢／40.3歳
■業態／プラスチック製品の製造業

事業支援部 副部長

能勢 幸紀さん

私たち、シーダムは『品質へのこだわり、顧客の信頼を得る』を
企業方針とし、事業活動をしております
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じぇい・えぬ・えす

㈱ジェイ・エヌ・エス
〒671-1502 揖保郡太子町原538-38  TEL.079-280-1155

地元高校生へのメッセージ

企業データ

太子町

「新しい技術により、幸福と未来への希望、社会
貢献できる企業に成長発展する」を企業理念に
掲げ、1991年に創業いたしました。
技術提供先に国内外のトップメーカーが多く、常に時代の最先端技術に対
応する体制を整え、制御プログラム作成、試運転調整、メンテナンスを中
心とした業務を提供しています。
グローバル視点においても対応能力の向上を図り、制御盤製作、機械装置
製作にも力を入れています。

海外での仕事に興味があったり、ものつくりの仕事に取り組
みたいと考える方、私達と一緒に働きませんか。国内外の企
業様に対応し、チームの一員として自ら考え・提案・実現す
る、「自主性を尊重」が特徴の会社です。

（株）ジェイ・エヌ・エス

■創業・創立／1991年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 1億1,000万円（2014年3月期）

1億円 　 　 （2015年3月期）
■従業員数／9名
■平均年齢／40.2歳
■業態／情報サービス業

制御システム部 リーダー

吉田 国広さん

閑静な住宅街に立つ、 取り扱っている
業務は大きな会社です
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じぇいえむゆーあむてっく

㈱ＪＭＵアムテック

当社製品『汚濁防止枠船兼土砂送泥船』

〒678-0041相生市相生5292番地  TEL.0791-24-2499

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

株式会社アイ・エイチ・アイ・アムテックは2013年１月１日、株式会社JMUア
ムテックとして新たなスタートを切りました。 
新造船の建造をはじめ、船舶の居住区、船殻ブロックの製作、船舶・作業船
舶などの検査および修理・改造、海洋・陸上用構造物の製作、環境に配慮し
た新技術の開発など、 高度な技術力を背景に成長を続けています。

「この地球で一番大きな工業製品『船』！」海に囲まれた日本
は、『船』で人・物を運び、『船』で海の安全を守るなど、日
本の暮らしを支えるために『船』は必要です。地元からトッ
プレベルの造船技術を世界に発信しています！

（株）ＪＭＵアムテック

■創業・創立／1990年
■資本金／ 4億8,000万円
■売上高／ 154億円（2014年4月期）

124億円（2015年4月期）
127億円（2016年4月期）

■従業員数／342名
■平均年齢／39.9歳
■業態／輸送用器具製造（造船）業

人事グループ グループ長

松本 誠二郎さん
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しゅふのみせ あこうてん

㈱主婦の店 赤穂店

新鮮な商品が並ぶ店内

〒678-0239 赤穂市加里屋46-2  TEL.0791-42-5678

地元高校生へのメッセージ

企業データ

赤穂市

いつまでも私たちのファンでいてくれるお客様がいます。その理由は、きっ
と私たちの徹底した鮮度へのこだわりを評価してくれているから。みずみず
しい野菜にフレッシュな果物、新鮮な魚に肉、できたてのお惣菜やお弁当。
このこだわりは、全国どこのスーパーにも負けない自信があります。
地域密着にこだわり、丁寧な接客で地域のお客様と密な信頼関係を築けるよ
う、また地元で一番愛されるお店となるよう、今後も励んでいきます。

主婦の店の求める人材は、地域のお客様の役に立ちたい人。
生まれ育った地元で、お年寄りから赤ちゃんまでに愛され、
喜んでいただけるようなお店を作っていきたいと思っていま
す。ぜひ皆さんの力を貸してください。

（株）主婦の店 赤穂店

■創業・創立／1962年
■資本金／ 9,100万円
■売上高／ 64億5,800万円（2015年7月期）

60億6,500万円（2016年7月期）
60億6,300万円（2017年7月期）

■従業員数／243名
■平均年齢／35.6歳
■業態／小売業

代表取締役社長

黒金 伸夫さん
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しょーわぐろーぶ

ショーワグローブ㈱
〒670-0802 姫路市砥堀565番地  TEL.079-264-1234

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

私たちショーワグローブは、国内トップの手
袋専業メーカーです。手袋一筋というニッチ
さゆえ、皆さんにとってはなじみのない企業
かと思いますが、知らなかったけれど世界を相手に仕事ができる、意識して
いなかったけれど必要とされる商品を提供している、まさにそんな会社で
す。
柔らかくて丈夫な手袋、油作業でも長く使える手袋、危険な現場でも手が切
れないように安心して使える手袋、静電気対策ができる手袋など、用途に
よって手袋に求められる機能は千差万別。専業メーカーとしての技術力と自
信と誇りを持って、多様なユーザーのニーズに応え、世界中の働く手を守り
続けています。

ショーワグローブは創業時から受け継がれる「人の真似を
しない」というポリシーを大切に、ものづくりをしています。
皆さんも周りに流されることなく、新しいことにチャレン
ジし続けてください。

ショーワグローブ（株）

■創業・創立／1954年
■資本金／ 4,860万円
■売上高／ 155億8,000万円（2014年12月期）

216億7,000万円（2015年12月期）
211億6,000万円（2016年12月期）

■従業員数／333名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

管理本部 総務人事グループ

上田 晃平さん

働く人の手を守り続けています

兵庫県立地支援企業
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しんきばす

神姫バス㈱

地元の学生様との地域活性化会議の様子です

〒670-0913 姫路市西駅前町一番地  TEL.079-223-1241

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は兵庫県中南部を中心に、路線バスを中核とした創業90年の独立系バ
ス会社です。

「地域共栄 未来創成」という企業理念のもと、地域社会の課題解決を図るた
め、路線バス・高速バス・定期観光バス等のバス事業をはじめ、姫路駅前の
飲食ビル「キュエル姫路」等に代表される不動産事業、レンタル・ロープ
ウェイ・農業・公的施設の受託等のレジャーサービス事業、およびバンコク

（タイ）における不動産・旅行業等を展開し、お客様の豊かな暮らしの創造
と地域社会の発展に貢献しています。

自分が生まれ育った地元で就職し、地域のみなさまと対話しながら、
その課題解決に向けた仕組み作りを行えるのは当社ならではです。「誠
実に、果敢に、おもしろく」を行動指針とし、次の 100 周年に向け、
これからも地域に一番寄り添った企業になるべく取り組んでいきます
ので、是非わたしたちと一緒に地域を盛り上げていきましょう！

神姫バス（株）

■創業・創立／1927年
■資本金／ 31億4,000万円
■売上高／ 199億3,000万円（2015年3月期）

200億7,900万円（2016年3月期）
207億5,600万円（2017年3月期）

■従業員数／1,800名
■平均年齢／41.0歳
■業態／輸送サービス業

総務部 人事課

野邑 建介さん
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しんぐううんそう

㈱新宮運送

当社の代表的な大型トラックです

〒679-4343 たつの市新宮町大屋668-12  TEL.0791-75-1212

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

昭和37年11月創業。危険物輸送を中心に、お客様の大切な商品（製品）を
全国各地に配送しております。2トントラック～大型トラック、タンクロー
リー、トレーラーまでの車種にて業務を行っております。
IＳＯ9001認証取得、安全性優良事業場認定、グリーン経営認証、エコドラ
イブコンテスト環境大臣賞受賞（H21）、エコドライブ活動コンクール最優
秀賞受賞（H24）、環境大臣より環境保全功労者表彰（H25）等を受賞してい
ます。

「働くなら都会の方がいいな」と私が高校・大学生の頃は思っ
ていました。ですが、地元で働くことでそれまで知らなかっ
た魅力・良さをさらに知ることができています。まず地元に
どんな会社があるかたくさん知ってください。

（株）新宮運送

■創業・創立／1962年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 13億8,000万円（2015年3月期）

14億　800万円（2016年3月期）
14億　900万円（2017年3月期）

■従業員数／105名
■平均年齢／44.0歳
■業態／道路貨物運送業

業務部長

木南 晋一さん

44



せいばんつううん

西播通運㈱

西播通運社員一同

〒678-0002 相生市汐見台15-1  TEL.0791-22-3000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

相生市

創業以来、一般貨物の輸送を中心にクレーン事業・倉庫業・梱包業を展開
し、「総合物流会社」として、トータル・ロジスティクス・サービスを提供
する事業を目指し着実に成長を続けております。
県内の大手企業をお得意様として高い評価と信頼を得ており、広くお客様の
ご要望にお応えする企業として日々取り組んでおります。

デスクワークだけでなくアクティブな仕事をしたい！ 技術・
技能が身につく仕事をしたい！ 行動力とパワーを兼ね備え
た考えて行動できる人材を募集いたします。 

西播通運（株）

■創業・創立／1944年
■資本金／ 964万円
■売上高／ 25億6,900万円（2015年3月期）

26億　800万円（2016年3月期）
27億8,000万円（2017年3月期）

■従業員数／205名
■平均年齢／46.1歳
■業態／一般貨物運送業

代表取締役

小西　毅さん
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たつのこるくこうぎょう

龍野コルク工業㈱

蒸気で加熱する、発泡スチロール成型機ほか

〒679-4121 たつの市龍野町島田321  TEL.0791-63-1301

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

後にノーベル化学賞を受賞された福井謙一氏のご助言で始まった、国内初の
発泡スチロール製品メーカーとして、「唯一無二の企画提案力・開発力・供給
力」を、あたりまえの事としてこなす企業集団を目指しています。
現在は発泡スチロールをはじめ、さまざまな発泡素材を活かし、住設・家電
用の断熱材、大型の発泡造形品、ビーズクッションや固定具等の商品を通し
て“快適に住まうための住空間創造企業”を目指しています。

発泡プラスチックスは、「無限の可能性を秘める素材」だと私
たちは思い、感じています。
2017 年 11 月で 60 年目を迎えた歴史ある当社で、私たちと一
緒に、ものづくり、新しい製品づくりに挑戦してみませんか？

龍野コルク工業（株）

■創業・創立／1958年
■資本金／ 7,500万円
■売上高／ 24億6,135万円（2014年9月期）

23億4,885万円（2015年9月期）
23億3,025万円（2016年9月期）

■従業員数／118名
■平均年齢／47.4歳
■業態／製造業

代表取締役

片岡 孝次さん

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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だぶるでぃーびーほーるでぃんぐす

ＷＤＢホールディングス㈱

WDB ホールディングス本社ビル

〒670-0964 姫路市豊沢町79番地  TEL.079-287-0111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

WBDは、研究職人材派遣サービスでトップ
クラスの会社です。全国の研究職派遣で働く
3人に1人は当社から派遣されています。
固定観念にとらわれず、社会に適した新しいスタンダードを追求し続ける
WDBは、人材事業の枠を越え、日本という枠も越えてサービスを広げていま
す。医薬品の開発を支援するCRO事業、細やかなニーズに応える受託研究・
製造事業を立ち上げ、アメリカ・インド・ヨーロッパへも進出しました。
今後は、インターネットが世の中を大きく変えていく時代ならではの、新
たなサービスの創造にも取り組みます。WDBは、変化と成長を繰り返しな
がら、未来の世界をより良くする存在でありたいと考えています。

皆さんは将来、どんな「働く」を思い描きますか？私たちの
職場では、各分野のプロが誠実に、人々の「働く」に向き合っ
ています。いつか自分だけの「働く」に出会うために、今だ
からできる経験を大切にしてください。

ＷＤＢホールディングス（株）

■創業・創立／1985年
■資本金／ 10億円
■売上高／ 276億5,100万円（2015年3月期）

297億5,500万円（2016年3月期）
326億9,400万円（2017年3月期）

■従業員数／866名
■平均年齢／37.5歳
■業態／サービス業

ネゾット株式会社（WDBグループ会社）

正木 智之さん
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ながたさんぎょう

長田産業㈱

最終製品を出荷準備するパレタイザー

〒671-2544 宍粟市山崎町千本屋215  TEL.0790-62-1177

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宍粟市

当社は小麦粉から小麦澱粉と小麦蛋白を分離精製して販売しています。その
用途は、ちくわ・かまぼこ・魚肉ソーセージ・ハンバーグ・ギョウザ・コ
ロッケ・天ぷら粉・お菓子などの身近な食品に数多く使用されています。
小麦澱粉蛋白の分野ではシェア日本一を誇ります。加えて、食品改良剤や受
託加工業務（抽出・分離・濃縮・乾燥等）、焼麩製造等の事業展開も行って
います。

私たちは地元に根ざし、全国規模で製品を販売しています。
新しいことにも臆せずチャレンジしていきます。私たちの仲
間になって一緒に夢を実現していきましょう。

長田産業（株）

■創業・創立／1953年
■資本金／ 2,500万円
■売上高／ 35億　904万円（2014年12月期）

36億6,753万円（2015年12月期）
35億7,959万円（2016年12月期）

■従業員数／94名
■平均年齢／42.8歳
■業態／食品製造業

代表取締役

長田 伊知朗さん
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にししばでんき

西芝電機㈱

本社（姫路市）ゲストセンター

〒671-1280 姫路市網干区浜田1000番地  TEL.079-271-2371

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は、2020年の創業70周年をめざして、船舶システム事業および発電・
産業システム事業の分野で、システムおよび機器の提供を通じ、パワー＆エ
レクトロニクスの総合力で幅広く社会に貢献しています。
また、兵庫県姫路市に本社・工場がある上場企業です。

【主な製品】
（船舶）主軸駆動発電システム、電気推進システム、各種発電機 等
（発電・産業）常用・非常用発電システム、コージェネレーションシステ
ム、配電・監視制御システム、ソフト応用システム 等

毎年、地元高校を中心として採用のお願いをしております。
当社では、多くの地元高校出身の方が勤務され、製造や設計
等男女を問わず、さまざまな業務で活躍されています。是非
一緒に働きませんか。

西芝電機（株）

■創業・創立／1950年
■資本金／ 22億3,256万円
■売上高／ 190億円（2015年3月期）

184億円（2016年3月期）
193億円（2017年3月期）

■従業員数／652名
■平均年齢／43.6歳
■業態／電気機械器具製造業

総務部 採用担当

木津 正雄さん

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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にしひょうごしんようきこ

西兵庫信用金庫

宍粟市山崎町にある本店建物

〒671-2595 宍粟市山崎町山崎190番地  TEL.0790-62-7701

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宍粟市

西兵庫信用金庫は、豊かな自然に抱かれた宍粟市山崎町に本店を構えていま
す。営業のエリアは西播磨地区を中心に姫路、たつの、太子、高砂、加古
川、相生、佐用、明石に26店舗を展開しています。昭和23年の創立以来、

「地域になくてはならない金融機関」を目指し、地域金融機関としての役割
を果たしています。
また、健全・堅実をモットーとした経営のもと、安定した業績を築いていま
す。仕事の内容は、預金業務・融資業務・為替業務や公共料金等の受け入れ
が主な業務になります。これに加えて、保険や投資信託などの預かり資産も
取り扱っています。

地元での就職を考えている方は、ぜひ私どもの職場を見学してみてください。
金融の仕事は難しいと感じておられるかも知れません。しかし、地域のため
の金融機関として、人と人とのふれあいのなかで仕事をしている姿を見ても
らうと、イメージが変わると思います。地元が大好きな方、地域に愛情を持っ
て、地域とともに歩んでいただける方、心よりお待ちしています。

西兵庫信用金庫

■創業・創立／1948 年
■資本金／9億6,952万円
■売上高／非公開
■従業員数／348名
■平均年齢／37.6歳
■業態／金融業

人事課長

前野 幸夫さん
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にっぽんじゃいあんとたいや

日本ジャイアントタイヤ㈱ 〈Goodyear〉

満開の桜と新事務所を正門から撮影しています

〒679-4124 たつの市龍野町中井338番地  TEL.0791-63-0881

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

当社は2012年に世界三大タイヤメーカーの一つであるGoodyearの一員に
なり、最新技術と設備を備えた工場で、建設車両用大型タイヤを製造し世界
中の顧客へ提供しています。事業拡大に伴い社員数は1.5倍に、現在では社
員の約4割が入社5年未満という新たな組織へ生まれ変わっています。
社員の安全と健康はもちろん、よりよい職場作りとして「ワーク・ライフ・
バランス」 を推進し、社員一人一人の時間を大切にする職場風土を進めてい
ます。
あなたも私たちの一員となり、世界に誇れるタイヤを一緒に作っていきませ
んか？

会社を選ぶとき、何を基準に選びますか？ 私は、所定内労
働時間はとても重要な項目だと思っています。弊社は、「仕
事と生活の調和」の認定企業として、時間の大切さを考えて
います。是非、時間の大切さを共感しましょう。

日本ジャイアントタイヤ（株） 〈Goodyear〉

■創業・創立／1971年
■資本金／ 13億円
■売上高／ 114億8,110万円（2014年）

143億2,454万円（2015年）
132億3,447万円（2016年）

■従業員数／360名
■平均年齢／38.7歳
■業態／製造業

人事総務部

和田　章さん

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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はまだ

㈱ハマダ

化学プラント工場の夜景

〒671-1234 姫路市網干区新在家1261-12  TEL.079-272-1081

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は大手化学メーカーの製造プラント
や鉄鋼プラント、発電所の設備設計から
製造、メンテナンスまで、プラント建設に
トータルに携わる会社です。
明治39年創業以来112年目を迎え、老舗のプラントエンジニアリング企業
として地域に貢献しています。
また、公共事業を中心に建築土木工事も行っており、建設業者のなかでも
全国上位の経常利益率を維持し、無借金経営による安定した経営を行って
います。

姫路で 111 年の実績と経験を持つハマダと出会い入社を決
めました。入社後は多くの方とコミュニケーションがとれる
事が面白く、日々勉強をさせてもらっています。転勤がほと
んどなく地元での就職希望の方はお勧めです。

（株）ハマダ

■創業・創立／1952年（創業1906年）
■資本金／ 5,502万円
■売上高／ 111億5,900万円（2015年5月期）

141億9,300万円（2016年5月期）
139億9,200万円（2017年5月期）

■従業員数／297名
■平均年齢／42.3歳
■業態／総合建設業

プラント事業部

酒井　亮さん

ひょうごの成長企業
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はまなかせいさこうぎょう

濱中製鎖工業㈱
〒672-8023 姫路市白浜町甲770番地  TEL.079-245-5151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

「海の命綱」を作り続けて81年、1936年の創業以来、大型船舶用および海
洋構造物用のチェーンを作る専業メーカーです。大型船舶の錨を繋ぐ鎖や、
海底油田の掘削施設(海洋構造物)を繋ぎとめる鎖、福島県沖の浮体式洋上風
力発電プロジェクトでは、鎖1個の重さが200㎏、1本の長さが800m超の当社
の鎖が使われました。
海洋構造物向けの鎖では「世界３強の一角」を占める国内唯一のメーカーとし
て、平成28年度に「ひょうごオンリーワン企業」に認定されました。
これからも高い技術と信頼をもとに世界の海で当社の鎖が活躍します。

今、当社では鋼材メーカーとの共同開発により、世界基準を
超える強度の新製品開発を続けています。新しい技術・製品
の開発により、新しい案件も増えていきます。世界に通用す
る製品を手がけるチャンスです。

濱中製鎖工業（株）

■創業・創立／1936年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／63名
■平均年齢／44.4歳
■業態／船舶及び海洋構造チェーンの

製造・販売業

総務部 総務課長

森田 浩光さん

大型チェーンの製造風景
左奥で火花を上げているのがフラッシュバット溶接機です

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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はりまきょうわぶっさん

ハリマ共和物産㈱

企業の中心は人。人を大切にする会社です！

〒671-0218 姫路市飾東町庄313  TEL.079-253-5217

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は創業110年の歴史を持つ企業です。日用品卸業界では、いち早く I T
化に取り組み、常に時代の先を見据えた活動をしてきました。その結果生ま
れたサードパーティロジスティクス（受託物流）は、現在欠かすことのでき
ない事業となっています。
変化のスピードが速い時代ですが、当社はこれからも「時代が必要としてい
るモノ」を常に意識し、新たな機能を模索し続けます。
よく働き、よく遊ぶ！何事にも目標を持つことで充実感を味わうことができ
る職場です。

現在はシステム部門で仕事をしています。今年で３年目になりま
すが、入社前は不安でいっぱいでした。いざ仕事をしてみると先
輩方は優しく、時には厳しく、素晴らしい環境で仕事させていた
だいています。皆さんも社会人に向けて頑張ってください！

ハリマ共和物産（株）

■創業・創立／1907年
■資本金／ 7億1,953万円
■売上高／ 390億8,500万円（2015年3月期）

414億3,200万円（2016年3月期）
451億2,100万円（2017年3月期）

■従業員数／586名
■平均年齢／40.8歳
■業態／卸売・受託物流業

情報システムチーム
橋本　侃さん
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ひがしまるしょうゆ

ヒガシマル醤油㈱

ヒガシマル醤油 第一工場正門

〒679-4167 たつの市龍野町富永100-3  TEL.0791-63-4567

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

淡口醤油発祥の地、龍野で400年にわたり伝統の味をつくり続けているヒガ
シマル醤油。淡口醤油の原料は、地元の生産者と連携しながら地産地消に取
り組み、伝統製法をもとにした醸造技術開発と厳しい品質管理で安心安全な
商品づくりを続けています。淡口醤油は素材の持味を生かすために開発され
た醤油で、だしと合わせて和食を支えてきました。淡口醤油と、その淡口醤
油の良さを大切にした多くの商品を開発し、提供しています。
これからの当社の役割は、お客様から求められる商品を通して「淡口醤油の
やさしいおいしさ」と「安全で安心なおいしさ」を、多くの方々に伝えてい
くことだと考えています。

モットーは、いつも明るく元気よく！「素材の色と味を生か
したやさしいおいしさ」「安全で安心なおいしさ」を製造する
ことに興味があって、食文化に貢献したい人を待っています。

ヒガシマル醤油（株）

■創業・創立／創業天正年間（1580年頃）
創立1942年

■資本金／5億4,500万円
■売上高／非公開 
■従業員数／210名
■平均年齢／41.5歳
■業態／食品製造業

製造部 部長

一鷹 栄二さん

55



ひがしまるしょくひん

ヒガシマル食品㈱

ヒガシマル食品

〒679-4167 たつの市龍野町富永100-3  TEL.0791-63-4567

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

当社は、ヒガシマル醤油㈱の粉末商品製造部門を独立させ創立しました。
創立以来「うどんスープ」をはじめ、「ちょっとぞうすい」「揚げずにからあげ
鶏肉調味料」等の粉末調味料をお客様にお届けしております。お客様の品質
に対する要求事項の高度化に応えるため、建屋の改造やＱＣ活動およびＩＳＯ
9001の導入による改善の積み重ねを行ってまいりました。
平成24年に竣工した新工場は、ＡＩＢ食品安全システムに準拠した建屋や設
備、運用設計を実施しています。

モットーは、スマイル！「専門店の味を家庭で簡便に」「簡単
に手作り調理」を提供する粉末調味料に興味があって、厳し
い食品安全システムの製造に携わりたい人を待っています。

ヒガシマル食品（株）

■創業・創立／1965年
■資本金／4,600万円
■売上高／非公開 
■従業員数／72名
■平均年齢／30.7歳
■業態／食品製造業

取締役 工場長兼開発部長

久保 秀明さん
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ひだかしょくひんこうぎょう

日高食品工業㈱

 前向きで素直、元気な方、お待ちしています

〒671-0254 姫路市花田町勅旨30-1  TEL.079-251-1152

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は創業90年を迎えた歴史ある企業です。海藻乾物を主に扱っており、
特に昆布を加工した“とろろ昆布”が強みです。
当社が目指しているのは「一人ひとりがいきいきとやりがいを持って働ける
職場」です。平成25年には兵庫県より「仕事と生活のバランス企業表彰」
に選ばれ、社内の環境改善にも取り組んでいます。
社員さんにとって、ただお給料のためにだけ働く“場所”ではなく、仕事を
通じて成長し、人として輝ける“ステージ”でありたいと考えています。

私はこの会社からあふれ出る従業員の方々の人柄、社風に惹かれて入社を決
めました。実際にいつも笑顔の絶えない楽しい会社です。また仕事において
も新しいことにどんどんチャレンジできる環境なので、やりがいをもって働
けると思います。ぜひ一緒に学び成長し、地元・地域を活性化させましょう。　

日高食品工業（株）

■創業・創立／1924年
■資本金／ 1,100万円
■売上高／ 15億9,000万円（2014年8月期）

16億2,000万円（2015年8月期）
16億4,000万円（2016年8月期）

■従業員数／57名
■平均年齢／41.0歳
■業態／昆布加工業

昆布若布雑穀卸売業

商品開発部

岡澤 沙央理さん

平成25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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ひめじごうどうかもつじどうしゃ

姫路合同貨物自動車㈱

物流を支える当社のトラック

〒670-0843 姫路市城東町清水6  TEL.079-222-2891

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

弊社は、昭和14年の創業以来、トラック事業を中心に、関連事業を手掛
け、事業基盤の確立、業容の発展に鋭意努力をしてまいりました。
この間、物流業界に対するニーズは複雑、かつ高度なものとなり、物流事業
が果たす役割もますます重要になってまいりました。このように多様化、高
度化する市場ニーズに対応するため、単なる輸送業者の枠を超え、保管・流
通加工をも行う総合物流業者としてお客様の要望にお応えしていくととも
に、さらなる情報技術の向上により一層の効率化を図ってまいります。

当社は、生活には絶対欠かせない物流を支え、地元に貢献し
ています。チャレンジ精神のある方、是非当社で我々と共に、
その力を思う存分発揮してみませんか？

姫路合同貨物自動車（株）

■創業・創立／1939年
■資本金／ 8,400万円
■売上高／ 136億1,000万円（2015年3月期）

138億2,100万円（2016年3月期）
143億6,400万円（2017年3月期）

■従業員数／1,233名
■平均年齢／48.8歳
■業態／道路貨物運送業

総務課長

椋野 智裕さん
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ヒメプラ

㈱ヒメプラ

今年で創業 64 年目になります

〒670-0947 姫路市北条448-8  TEL.079-222-5651

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は昭和30年、新素材として注目を集
め始めたばかりのプラスチック製品の卸売業として創業。当初より数多く
の製品を取り扱ってまいりました。「家庭用品事業」「産業資材事業」とい
う２つの主力事業で、多様なニーズに合わせた幅広い商品を提案していま
す。物流システムを導入し、正確・迅速な商品提供のほか、円滑なコミュ
ニケーションで海外からの調達にもスムーズに対応可能、グローバルな物
流が強みです。
2008年には「NET販売事業」に進出し、ヒメプラならではの多彩な品ぞろ
えと、豊富な経験、機動力でお客さまからのダイレクトなご要望やこだわ
りにも対応。多くのお客さまにご好評いただいております。

★アットホームな社風★
社員だけでなく、パートの方との仲も良く、「何でも話せる」「聞いてもらえる」
アットホームな社風が自慢です。5 年に 1 度の社員旅行はパートさんも含めた
スタッフみんなで海外旅行へ行きます。各種懇親会やボーリング大会・バーベ
キューなどでは、社員の家族も参加し、和気あいあいと大いに盛り上がります。

（株）ヒメプラ

■創業・創立／1955年
■資本金／ 5,940万円
■売上高／ 86億5,000万円（2015年2月期）

83億7,000万円（2016年2月期）
79億円　 　 　 （2017年2月期）

■従業員数／192名
■平均年齢／46.1歳
■業態／卸売業

総務人事課

春名 佐紀さん
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ふくしんでんき

福伸電機㈱

福伸電機は福崎町に本社があるメーカーです

〒679-2288 神崎郡福崎町福田447-1  TEL.0790-23-0811

地元高校生へのメッセージ

企業データ

福崎町

福伸電機は『チームＦＵＫＵＳＨＩＮ』を合言葉に、日々新技術の開発・製造に
努めております。主な事業は、自動車用部品、住宅設備機器など大手メーカー
の受託製品の製造です。その他、家電製品、電子・精密機器など広範な産業
分野に多彩な製品と技術を提供しています。
また、『ＦＵＫＵＳＨＩＮ』ブランドの自社商品として電動カートや自動給餌機
も展開中です。設計～量産まで自社で何でもこなすので、一人ひとりがスペ
シャリストの集団です。
技術力を身につけたい。モノづくりに携わる仕事がしたい。という方をお待
ちしております。

福伸電機では常に目標を持って挑戦していく人材を求めてい
ます。工場が兵庫県内にあるため、引っ越しを伴う転勤が無
いことも特徴の一つです。地元でモノづくりに携わりたいと
いう方は一緒に頑張ってみませんか。

福伸電機（株）

■創業・創立／1957年
■資本金／ 9,900万円
■売上高／ 248億8,863万円（2015年1月期）

252億2,447万円（2016年1月期）
269億8,328万円（2017年1月期）

■従業員数／850名
■平均年齢／39.5歳
■業態／電気機械器具製造業

総務部 総務人事課

小林 峻浩さん
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ふじぷれあむ

フジプレアム㈱

「世界初」を可能にする独自の生産体制

〒671-2216 姫路市飾西38-1  TEL.079-266-6161

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

フジプレアムは「不可能への挑戦」を掲げ、未来を切り開く研究開発型の
企業です。100年先の暮らしを照らすため、自らに与えられた使命を果たす

「共存・共生・共産」の理念で、住みよい社会づくりを目指します。
フジプレアムは独自の「精密貼合技術」を活かし、市場が求めるもので「他
社が出来ないものを創る」「まだ市場にないものを提供する」を商品開発の
基本コンセプトに、新たな価値を創造する素材メーカーを目指しています。
事業内容は、①情報エレクトロニクス、②環境エネルギー、③ＬＥＤ関連、
④メカトロニクスなど。最先端の分野を切り拓く「ものづくり企業」として
事業を展開しています。

当社が生産しているタッチパネルや軽量太陽電池、ＬＥＤ
関連製品の分野は、ますます需要の拡大が見込まれます。
平成 29 年度に完成した播磨科学公園都市の新工場で一緒
に事業拡大をしてくれる学生の皆さんを待っています。

フジプレアム（株）

■創業・創立／1982年
■資本金／ 20億円
■売上高／ 164億8,300万円（2015年3月期）

118億3,800万円（2016年3月期）
128億3,070万円（2017年3月期）

■従業員数／248名
■平均年齢／28.7歳
■業態／電気・電子部品製造業

総務部 係長　

小松 紗織さん

兵庫県立地支援企業
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ぶんせん

ブンセン㈱

『おいしい顔  それが私たちの喜びです』

〒679-4393 たつの市新宮町新宮387  TEL.0791-75-1151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

たつの市

兵庫県たつの市で地場産業の醤油醸造業とし
て昭和９年に創業したブンセン株式会社は、
ユニークなネーミングと独特の商品開発で
注目される食品メーカーです。海苔つくだ煮「アラ！」、塩ふき昆布「塩っ
ぺ」、もろみ「花も」、山椒の実のつくだ煮「みざん」、進物品「播磨佃
煮」など醤油醸造技術を生かして様々な商品を展開しています。近年では
飲み込み性に優れた「やわるんおはぎ」や、手軽に使えて衛生的な容器で
使い勝手を向上させた「スパウト減塩アラ！」など、常に革新的な提案を
続けています。
また、従業員みんなが安心して働ける環境づくりをめざして、昭和44年に
企業内保育所「ちびっこ園」を設置、また定年者の再雇用を積極的に行い
女性や高齢者も活躍しています。

スタート地点はみんな同じ！可能性をいっぱい秘めているあ
なたは、地元企業で能力を発揮して新しいものの創造に挑戦
です。さあ、あなたの夢の実現へ全力を傾けてください。熱
意のあるみなさんをお待ちしております。

ブンセン（株）

■創業・創立／1934年
■資本金／3億8,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／944名
■平均年齢／48.7歳
■業態／食品製造業

総務部社員育成課 統括主任

松本 清孝さん
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ほーむせんたーあぐろ

㈱ホームセンターアグロ

西播地域を中心に地域密着の店舗を展開

〒671-1553 揖保郡太子町老原市川原39  TEL.079-276-1663

地元高校生へのメッセージ

企業データ

太子町

私たちホームセンターアグロは、地域の皆様に“心も体も健康でやすらぎの
ある暮らし”をお届けしたいと、園芸を中心に四季折々のお客様の暮らしに
役立つ“ライフスタイルの提案”を行っています。
単に商品を販売するのではなく、地域の皆様に寄り添い、お客様に喜んでい
ただくこと、お役に立てることが私たちの使命だと考えています。
あなたの力であなたの地域に元気と笑顔の輪を広げていきませんか。

写真は先輩社員を交えての平成 29 年度新入社員研修の時
に撮影しました。店舗販売だけでなく、経理・広報に配
属の者もおります。経験を積んで、店舗管理職・買い付け・
人事・総務・システム等にステップアップもあります。

（株）ホームセンターアグロ

■創業・創立／1981年
■資本金／ 9,500万円
■売上高／ 149億1,983万円（2015年2月期）

145億4,894万円（2016年2月期）
146億　713万円（2017年2月期）

■従業員数／750名
■平均年齢／44.0歳
■業態／小売業

人事部

阿曽 将史さん
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ほんだしょうてん

㈱本田商店

大吟醸米のささやき醸造元「龍力」本店です

〒671-1226 姫路市網干区高田361-1  TEL.079-273-0151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

創業は1921年。先祖は元禄時代より播州杜氏の総取締役としてお酒造りに
専念しておりました。

「米の酒は米の味」を基本に酒造好適米にこだわったお酒造りを行っており
ます。使用するお米はすべて、どこで、だれが、どのように栽培・収穫した
かが判り、特に山田錦においては全て最高品質の兵庫県特A地区産です。龍
力では、最高の原料米を使用する事こそが、日本酒の神髄に近づけるのでは
ないかと考えております。

伝統は守るだけのものではありません。常に挑戦する事が伝
統につながります。「龍力」本田商店はこれからもどんどん
挑戦を続けてまいります。「創ろう !! 日本酒新時代 !!!」

（株）本田商店

■創業・創立／1921年
■資本金／1,500万円
■売上高／非公開 
■従業員数／33名
■平均年齢／50.2歳
■業態／酒類製造業

専務取締役

本田 龍祐さん

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
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みうらぎけん

㈱三浦技研

もの造り、もう一度ハンドメイドの
おもしろさを表現

〒679-2322 神崎郡市川町小谷257  TEL.0790-26-0773

地元高校生へのメッセージ

企業データ

市川町

弊社は鍛造を主としたゴルフクラブの製造
および、販売を行っています。多くのゴル
ファーに選ばれ、信頼されるクラブとして
国内はもとより、海外にも販路を拡大して
います。徹底した品質管理と感性に働きかけた研磨の技術により、打感の
安定感と柔らかな打球感は他の追随を許さず、機能性と美しさを誇れる逸
品として共感をいただきながら、常に新しい商品造りにまい進しています。
ここ市川町はゴルフクラブ発祥の地でもあり、伝統と、もの造りの灯を消
すことなく後世に長く残せるよう、時代とともに進化、改革を繰り返しな
がら歴史を紡いでいきます。

製造業と言えば、同一形状、大量生産、ラインでの流れ作業、
そのようなイメージを思いがちですが、弊社は量産品もカスタ
マイズされた個人の 1 セットもすべて一つ一つ、人の手がかけ
られています。造っている感覚と感動を共に共感しませんか。

（株）三浦技研

■創業・創立／ 1977年
■資本金／ 1,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／28名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

総務

津田 千春さん
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みきこうぎょう

美樹工業㈱

地域密着型のゼネコンです

〒670-0965 姫路市東延末2丁目50番地  TEL.079-281-5151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社は、姫路に本社を置く総合建設会社です。住宅やマンション、学校、高
齢者施設、工場などの建築工事、道路、河川などの土木工事、ガス設備、給
排水空調設備、太陽光発電などの設備工事、ガスや水道などのインフラにま
つわる導管事業など、幅広く手掛けてきました。これまでの幅広い施工実績
で、技術力とノウハウを蓄積できたことはもちろん、お客様の信頼の獲得に
も繋がり、県内トップクラスの企業へと成長しました。
経験豊富なベテラン社員が多数在籍し、建築の専門知識を勉強していない方
にも先輩社員が親切丁寧に指導していくので安心です。現場責任者を任され
ている女性の先輩もおり、男女問わず活躍できる環境があります。

お客様からの信用を第一に考えながら、社員一丸となって頑
張る明るい雰囲気の会社です。私たちと一緒に街づくりに関
わる仕事をやってみませんか。元気で明るいみなさんの応募
をお待ちしております。

美樹工業（株）

■創業・創立／1952年
■資本金／ 7億6,481万円
■売上高／ 145億5,210万円（2014年12月期）

142億  373万円（2015年12月期）
161億9,472万円（2016年12月期）

■従業員数／280名
■平均年齢／40.5歳
■業態／総合建設業

設備事業本部 住宅設備事業部

天田 征志さん
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やえがきしゅぞう

ヤヱガキ酒造㈱
〒679-4298 姫路市林田町六九谷681  TEL.079-268-8050

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

ヤヱガキの創業は 1666年。自然豊かな林田の
地で酒づくりをはじめ352年。清酒、焼酎、み
りんなどの製造から、その後、専門分野であ
る「発酵技術」を活かし、事業の多角化を図りました。現在は、加工食品用
天然系色素、発酵調味料、機能性食品などの市場に進出しています。
また、海外市場を含め、新たな市場を切り拓くため、研究開発に注力して
います。その成果のひとつとして、ヤヱガキグループ内のヤヱガキ醗酵技
研㈱が2016年、ひょうごNo.1ものづくり大賞　製品・部材部門賞を受賞し
ました。

創造力が豊かでチャレンジするエネルギーを持った人材を求
めています。小さな努力、小さな成功の積み重ねがやがて大
きな成果を生み出すと信じています。

ヤヱガキ酒造（株）

■創業・創立／1666年
■資本金／ 1億3,750万円
■売上高／ 60億円（2014年9月期）

60億円（2015年9月期）
62億円（2016年9月期）

■従業員数／193名
■平均年齢／45.0歳
■業態／食品製造業

総務部 部長

大道 隆彦さん

新たな技術を切り拓く 「技術開発研究所」
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やまさかまぼこ

ヤマサ蒲鉾㈱

駐車場から見た工場

〒671-2122 姫路市夢前町置本327-16  TEL.079-335-1055

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

当社のモットーは「確かな品質、確かなうまさ」。高度な加工技術と品質管
理のもと、蒲鉾、竹輪などの練り製品を製造・販売しています。
伝統の味を守りながら、たゆまぬ製品開発への取り組みによって、「カニ風
味蒲鉾」をはじめ、オリジナリティのある商品を生み出しています。その品
質が高く評価されたことをきっかけに、すり身を原料にした製品は世界のヘ
ルシーフードとなりました。現在、アメリカ・ヨーロッパ・東南アジアなど
世界に販売ネットワークをもち、グローバルに展開しています。

私たちの仕事は、お客さまに“安全安心”で“健康”に役立つ美味し
い“食”を提供することで社会に貢献することです。“食”を通じ、
お客さまの“健康・安心・喜び”を考えるこの仕事にやりがいを感じ
る方、私たちと共に食文化の創造に夢中になってみませんか。

ヤマサ蒲鉾（株）

■創業・創立／1916年
■資本金／ 7,500万円
■売上高／ 109億6,000万円（2015年2月期）

106億8,000万円（2016年2月期）
100億2,000万円（2017年2月期）

■従業員数／493名
■平均年齢／42.5歳
■業態／水産練製品製造業

総務部 係長

田中 康義さん
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やまひろ

㈱山弘

しそう杉の家モデルハウス外観

〒671-2533 宍粟市山崎町須賀沢704  TEL.0790-63-0063

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宍粟市

地元、しそうの木材を使用した木造住宅の新築およびリフォーム業を営んで
おります。

「はりまの杜 しそう杉の家」モデルハウスが砥堀（姫路）と五軒邸（姫路）
の住宅総合展示場内にあり、本社（山崎）、たつの、加古川の営業所ともあ
わせ、播磨全域をカバーしています。

播磨の暮らしを愉しむ「しそう杉の家」。“地元の木を活かし、
森を育て山に還す”そんな家づくりを通して、播磨の地域住
宅のＴＯＰブランドを目指します。ご興味がありましたら是
非、モデルハウスへご来場ください。

（株）山弘

■創業・創立／1958年
■資本金／ 2,500万円
■売上高／ 13億1,190万円（2014年9月期）

11億8,539万円（2015年9月期）
13億9,413万円（2016年9月期）

■従業員数／48名
■平均年齢／40.1歳
■業態／建設業

代表取締役社長

三渡 眞介さん
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ゆめのい 〈さんこうしょうじ〉

夢乃井〈㈲三晃商事〉

夢乃井の客室から一望できる田園風景

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄187  TEL.079-336-1000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

姫路市

姫路市（旧夢前町）に「夢乃井」を開業して以来、半世紀以上にわたり日本
文化でもある旅館サービスを提供してきました。
現在は夢乃井をはじめ西播磨地域において3館の旅館を経営し、伝統的なお
もてなしを継承しながらも、施設立地の特長を活かしたコンセプトづくり
と、時代の流れに合わせたサービスの在り方を日々追求しています。

「奉仕とおもてなしの最高峰を目指そう」を経営スローガンに社員一丸と
なって業務に取り組んでいます。
また、2016年より進めていた大浴場およびレストラン棟の新築工事も完了
し、夢乃井の新たなサービスがスタートします。

おもてなしを提供する旅館業は人との「ふれあい」、つまり
接客が基本となり、お客様の笑顔や感動、大切な一日を演出
するお仕事です。日々の業務を通じて礼儀作法が自然と身に
付き自己の成長を実感できます。

夢乃井〈（有）三晃商事〉

■創業・創立／1963年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 16億8,100万円（2015年2月期）

21億4,790万円（2016年2月期）
19億6,958万円（2017年2月期）

■従業員数／265名
■平均年齢／39.0歳
■業態／旅館業

代表取締役

吉井 啓二さん
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㈱横山基礎工事

本社、他に工場、資材センター、社宅があります

〒679-5303 佐用郡佐用町真盛385-2  TEL.0790-82-2215

地元高校生へのメッセージ

企業データ

佐用町

弊社は、国土交通省のNETIS（新技術情報提供システム）の推奨工法（選定率
0.6％）を有し、重仮設から基礎工までを手掛ける専門工事業者です。
これまで多くの工事において、工期短縮、低騒音、低振動化の技術提案を
行ってきました。なかでも、災害復旧工事では、技術力、機動力、提案力、
そして自社工場を保有することによる充実したバックアップ体制が整ってお
り、全国の多くの被災地の早期復旧に貢献しています。

弊社には、工事現場、工場（整備含む）など職務が幅広くあ
り、皆さんに最適な活躍の場を提供できると思います。弊社
のホームページをご覧になってください。興味を持たれた方
のご来社を心よりお待ちしております。

（株）横山基礎工事

■創業・創立／1981年
■資本金／ 8,000万円
■売上高／  70億5,000万円（2015年4月期）

 78億　300万円（2016年4月期）
113億2,400万円（2017年4月期）

■従業員数／265名
■平均年齢／44.5歳
■業態／建設業

総務部長

前川 勝芳さん
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