
淡路の魅力
知ってる？

慶野松原

　淡路島は、洲本市、南あわじ市、淡路市の3市で構成され、南は大鳴門
橋で徳島県に、北は明石海峡大橋で神戸市とつながっています。伊

い ざ な ぎ

弉諾・
伊
い ざ な み

弉冉の二神がこの島でちぎりを結んで日本列島を生みおとしたという「国
生み伝説」が残され、延喜式には淡路は天皇家に食糧を納める御食国（み
けつくに）であったと記され、古くから豊かな地域であったことがうかがいし
れます。温暖な気候に恵まれた淡路島では農漁業、畜産業が盛んです。中
でもタマネギは全国有数の生産量を誇り、その糖度の高さで全国に知れ渡
っています。肉牛の飼育も盛んで「淡路ビーフ」としてブランド化が進んでい
るほか、魚介類ではちりめんの生産量が全国有数の規模を誇っています。
島内では「淡路ビーフ」「淡路タマネギ」を組み合わせた「淡路島バーガ
ー」がご当地バーガーとして各所で売り出され、人気を呼んでいます。
　徳島県とを隔てる鳴門海峡には、潮の干満の差で起きる渦潮が見られ、
兵庫、徳島両県で世界遺産を目指す取り組みが進んでいます。また、播磨
灘に面する国指定の名勝慶野松原をはじめ風光明媚な海岸線が数多くあ
ります。豊かな食や良質の温泉とも相まって観光産業も盛んです。
　古くからの地場産業として知られているのが線香と淡路瓦。線香はお香
やアロマにも変化して、より生活に身近な商品群を送り出されているほか、瓦
では淡路瓦ならではのいぶし銀の美しさを生かしたデザイン性の高い瓦が
商品化され、新たな販路を広げています。
　淡路島では、「エネルギーの持続」「農と食の持続」「暮らしの持続」を掲
げる「あわじ環境未来島構想」について国から特区の指定を受け、日本が
抱える課題解決の先導モデルとなることを目指し、様々な取り組みが行われ
ています。
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あらいどまてりある はりませいさくしょ あわじこうじょう

㈱アライドマテリアル 播磨製作所 淡路工場

洲本市由良の社屋

〒656-2543　洲本市由良町由良628番地　TEL:0799-27-0317

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

当社は住友電工グループのダイヤモンド工具メーカーで、2017年４月の吸
収合併によりアワジダイヤモンド工業（株）から（株）アライドマテリアル 播磨
製作所 淡路工場となりました。淡路工場では世界シェアトップを目指すダ
イヤモンドダイスの製造を担っています。
ダイスとはミクロン単位で高精度に金属線をつくる工具です。当社では穴径
0.01～20ｍｍの高精度ダイスを世界中に供給し、エレクトロニクス、自動
車などあらゆる産業を下支えしています。 

当社のダイヤモンドダイス製品は国内シェアが 70％、世界
では 18％と国内・海外ともトップシェアの企業です。この
洲本市由良から世界を相手に仕事をしてみませんか？

（株）アライドマテリアル 播磨製作所 淡路工場

■創業・創立／1933年
■資本金／26億7,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／1,362名（グループ計2,259名）
■平均年齢／42.4歳
■業態／製造業

執行役員

住本 繁俊さん
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あわじしまぱるしぇ

㈱淡路島パルシェ

淡路島の大自然から播磨灘を望む香りのテーマパーク

〒656-1501 淡路市尾崎3025-1  TEL.0799-85-1162

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

弊社は、淡路市の公の施設である「パルシェ香りの館・香りの湯」の指定管理
者です。パルシェ香りの館・香りの湯は香木伝来で有名な淡路市一宮地区に
1993年、香りのテーマパークとして開場し、島内外から多くのお客様にご来
場いただいています。“香り”をテーマに淡路島の魅力を幅広く発信する事を
使命と考えています。観て触れて楽しむ癒しの空間をお客様に提供し、五感
に響く施設づくりを目指しています。

「癒し、感動、満足を香りにのせてお届けします」を経営理
念としています。淡路島の特産品、地場産業の発展普及に貢
献できる人材を育て地域の皆様からも愛される企業であり続
けたいと考えています。

（株）淡路島パルシェ

■創業・創立／2012年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 2億9,947万円（2013年3月期）

3億   191万円（2014年3月期）
3億   303万円（2015年3月期）

■従業員数／47名
■平均年齢／45.7歳
■業態／テーマパークの管理運営業

代表取締役社長

石井 廣志さん
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あわじしんようきんこ

淡路信用金庫

ビジョン「あなたの夢 地域の未来 ともに歩みます」

〒656-0012 洲本市宇山3丁目5番25号  TEL.0799-22-1020

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

信用金庫はただ単に“お金を預かる”、“お金を貸す”金融機関ではありませ
ん。人と人とをつなぎ、地域の暮らしを支え、地域を発展させることが本当
の仕事です。
地域社会は今、少子高齢化や人口減少といった様々な問題を抱えています。
それらに立ち向かい、地域の未来にチャレンジしていく。淡路信用金庫では
そんなやりがいのある仕事に取り組むことができます。

淡路島のいたるところに支店があり、地域行事では必ず名前
を目にする、そんな身近な企業に就職したのは 10 年前、地
元に貢献できる仕事がしたかったから。今ではお客様の様々
な課題に応えていく充実した日々を過ごしています。

淡路信用金庫

■創業・創立／ 1937 年
■出資金／ 13 億 1,603 万円
■売上高／非公開 
■従業員数／ 446名
■平均年齢／ 38.3歳
■業態／金融業

支店長代理

原田 崇志さん
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あわじどけん

淡路土建㈱

チームワークは抜群です！

〒656-0014 洲本市桑間706番地  TEL.0799-22-2525

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

地域の安全と安心のため、安全な道路、災害に強い地域づくりに貢献し、災
害時には、一日でも早いライフラインの復旧に取り組んでいます。
また、兵庫県下のランドマークとなる建物のほか、大型マンションや商業
ビルの建築等にも携わっています。その他に、道路等のメンテナンスや清
掃、自然環境配慮型事業、不動産事業、指定管理制度（ワールドパーク
ONOKORO、洲本市市民交流センター）など、多分野に渡る事業を営んで
います。

自然を相手とする仕事ですので、現場では、様々な無理難題
が待っています。しかし、それを乗り越え、兵庫県下の主な
建築構造物を造ってきました。あなたも兵庫県の未来に貢献
する仕事をやってみませんか？

淡路土建（株）

■創業・創立／1885年
■資本金／ 9,600万円
■売上高／ 52億1,400万円（2015年6月期）

58億9,900万円（2016年6月期）
43億2,800万円（2017年6月期）

■従業員数／130名
■平均年齢／42.0歳
■業態／建設業

取締役社長

琴井谷 隆志さん
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あわじめんぎょう

淡路麺業㈱

2015年12月 本社、工場、店舗を新設移転しました

〒656-2225 淡路市生穂新島9番15号  TEL.0799-64-0811

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

創業109年の麺メーカーとして全国1800店以上の飲食店様に生パスタを製
造し、お届けしています。お客様繁盛支援をビジネスの柱として、パスタ料
理を日本の食文化にしようと、本当に美味しい生パスタをたくさんの人に味
わっていただきたい思いで日々頑張っています。
また、生パスタと淡路島の食材の素晴らしさを発信する場所として

「PASTA FRESCA DAN-MEN｣を直営しています。

能力よりも考え方（人間性）を重視します。一緒に会社を発
展させるとともに淡路島を活性化させたい仲間を募ります。
みんなが自分の能力を 100％発揮できる、生き生きと働け
る淡路島で一番元気な企業を目指しましょう。

淡路麺業（株）

■創業・創立／1909年
■資本金／ 1,500万円
■売上高／ 3億8,000万円（2015年3月期）

4億5,000万円（2016年3月期）
5億6,000万円（2017年3月期）

■従業員数／30名
■平均年齢／34.0歳
■業態／製麺業

代表取締役社長

出雲 文人さん

ひょうごの成長企業
兵庫県立地支援企業
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いずみふーどましなり あわじこうじょう

㈱イズミフードマシナリ 淡路工場

淡路工場の正門です

〒656-0122 南あわじ市広田広田552-1  TEL.0799-44-2077

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

大正14年、伝統ある酪農の地、淡路島に産声をあげ、食品業界の発展に貢献
してまいりました。当社は長年に渡り培ってきた技術力を基盤とし、食品業界
をはじめ医薬業界、化学業界など、幅広い業界発展に寄与していく所存です。
「人と技術」これこそ私たちの経営のモットーであり、従業員一同の目標でも
あります。お客様の厚いご信頼とご要望にお応えし、21世紀の社会へと業界
の発展・繁栄のために全身全霊をささげます。

皆さんが普段口にされている、飲料やアイスクリームをはじ
めとする各種食品が作られている機械・装置などを、大手メー
カーへ納入しています。あの「ガリガリ君」も当社設備で製
造されています。

（株）イズミフードマシナリ 淡路工場

■創業・創立／1925年
■資本金／ 1 億2,000万円
■売上高／ 70億3,500万円（2015年3月期）

50億3,300万円（2016年3月期）
64億　879万円（2017年3月期）

■従業員数／127名
■平均年齢／39.6歳
■業態／製造業

取締役社長

七瀧　謙さん

17



うずのくに みなみあわじ

㈱うずのくに 南あわじ

全国１位のあわじ島バーガー本店がある道の駅うずしお

〒656-0503 南あわじ市福良字鳥取丙947-22  TEL.0799-52-1157

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

当社は2004年7月に設立した南あわじ市出資の第三セクター会社であり、
現在「道の駅うずしお」並びに「うずの丘 大鳴門橋記念館」の2つの観光施設
を運営しております。【淡路島の食】【うずしお】をはじめ淡路島の魅力をより
多くの皆様に伝え、地域経済の発展に寄与する大きな役割を担っている会社
と自負しております。

「淡路島にもっと淡路島を」をテーマに、地方ならではの方法で強烈に販促
し、「淡路島」のファンになっていただく活動をしています。

「新しいことにチャレンジする」これが弊社のテーマです。
忙しい中でも新しい商品を開発し、お客様に楽しい会社だな
と思っていただくことが何よりの楽しみです。一緒に新しい
ことにチャレンジしませんか？

（株）うずのくに 南あわじ

■創業・創立／2004年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／  8億6,900万円（2014年3月期）

11億3,500万円（2015年3月期）
13億6,200万円（2016年3月期）

■従業員数／53名
■平均年齢／43.0歳
■業態／サービス業

総務部長

堀井 佳和さん
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おかだしぇるせいさくしょ

㈱岡田シェル製作所

世界でも難易度の高い砂型を製造している第二工場

〒656-2156 淡路市大町下408  TEL.0799-62-6098

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

若い従業員が多く、元気のある会社を目指しています。世界中でなくてはな
らない建設機械、自動車、鉄道、船舶、農業機械、工作機械などを作るため
に最初に必要となる砂型を製作しています。難易度の高い製品を得意とし、
「日本でないとできない技術」といわれる仕事が多く集まっています。
2018年夏、新工場が稼働します。働く環境を整えた最新の砂型工場とし
て、弊社でないとできないというお客様からのさらなる増産要請に応え、日
本のものづくりに貢献することで従業員をより幸せにできる、日本一の砂型
メーカーを目指して全社一丸で取り組んでいきます。

私たちの仕事は世界中の人々が豊かになるために必要な仕事で、
日本でも数社しかできないような難しい仕事もあったり、最近で
は 3D スキャナや 3D プリンタも導入し、新しい分野にもチャレ
ンジしています。興味があれば、職場見学会に参加してください。

（株）岡田シェル製作所

■創業・創立／1970年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 5億6,500万円（2015年6月期）

5億8,600 万円（2016年6月期）
6億5,500万円（2017年6月期）

■従業員数／94名
■平均年齢／35.0歳
■業態／製造業

取締役 総務・企画部長

岡田 将武さん
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おきぶっさん

沖物産㈱

本社社屋

〒656-2131 淡路市志筑3112-10  TEL.0799-62-6060

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

沖物産のビジネスの原点は、水産物を含めたあらゆる食品を提供することに
よって、人々の健康で豊かな生活文化の向上に貢献することです。さらに、社
員ひとりひとりが、取引先の皆様から認められることによって人間的に成長
し、感動ある人生を送ることができる企業づくりを目指しています。
この地元淡路島から全国のお客様に「食べる楽しさ」「食を通してのコミュニ
ケ－ション」を演出できる食材の提案を行うことで、社会に貢献できる企業を
目指していきましょう。

2017 年４月で設立 75 年を迎えました。淡路島から世界へ
発信していく沖物産の社員として、次代を担う若い皆さん方
をお待ちしています。

沖物産（株）

■創業・創立／1942年
■資本金／ 4,000万円
■売上高／ 107億1,524万円（2015年2月期）

106億　989万円（2016年2月期）
108億7,833万円（2017年2月期）

■従業員数／132名
■平均年齢／40.1歳
■業態／農水産物等卸売業

管理部 部長

宮垣 芳夫さん
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きど

㈱キド

工場内

〒656-0101 洲本市納201番地  TEL.0799-22-7275

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

当社は、ステンレス材料の加工技術をメインに、加熱冷却のノウハウを確立し、
食品、医薬、化学分野の各種のタンク、圧力容器の開発・製造の技術を長年培
い、企画から生産までお客様のニーズに応える製品づくりを心掛けております。
様々な製品の開発においては、企画・構想から設計・製図まで。製造過程におい
ても、板金・切削加工、溶接・組立工程まで一貫作業できる人員と設備を有して
おります。
さらに、2016年より I oT技術を導入、この分野に興味のある人材を求めてい
ます。

木戸社長の新しいことにチャレンジしようという姿勢のおか
げで、自分がやりたいと思ったらなんでもできる会社です。
技術の幅もどんどん広がっています。安全に対しても意識は
高いです。きっとおもしろいと思いますよ。

（株）キド

■創業・創立／1970年
■資本金／ 1,750万円
■売上高／ 10億　 85万円（2015年4月期）

11億　 53万円（2016年4月期）
12億6,762万円（2017年4月期）

■従業員数／70名
■平均年齢／37.1歳
■業態／食品加工機械製造業

営業技術課

百山 智子さん
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ぐっどぴーぷる

グッドピープル㈱

お好み焼と焼き鳥の「ええとこどり下加茂」

〒656-0012 洲本市宇山1丁目4番56号  TEL.0799-23-3000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

兵庫県を中心に四国・大阪・京都と15店舗を展開しています。お好み焼、焼き
鳥、ピザなど立地や時流に合わせた業態を開発しており、今後もおしゃれなワ
クワクする食べ物屋の出店や企業のＭ＆Ａを積極的に行い、「食文化を通して
人を育て社会に貢献する」ことを目的にユニークな価値創造を進めていきま
す。会社の夢は大きく「世界中のお客様に感動を与えるお店を作りたい」と明
るくのびのびと仕事を進めています。

笑顔が一番です。人の幸せはお金やものではありません。褒
められること。必要とされること。頼りにされること。役に
立つこと。これらのことが働くことによって得られるので
す。笑顔と積極的な心構えで得られると思います。

グッドピープル（株）

■創業・創立／2004年
■資本金／ 4,700万円
■売上高／ 5億6,000万円（2015年9月期）

6億4,000万円（2016年9月期）
■従業員数／190名
■平均年齢／29.0歳
■業態／飲食業

代表取締役社長

河崎 秀典さん
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さんわせいさくしょ

㈱三和製作所

三和製作所 本社工場

〒656-2131 淡路市志筑2570-2  TEL.0799-62-0205

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

工作機械を使用し、精密な機械金属部品を製造しています。様々な分野にお
いて試作部品から量産部品までを事業展開しており、特に他社が手を付けに
くい形状の製品や、納期対応の厳しい試作品のビジネス展開に力を入れてお
ります。
加工実績：自動車試作部品・鉄道関連部品・電子ビーム加工機部品・

ロボット関連部品 等
製造設備：マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤・研磨機・

ワイヤーカット放電加工機・三次元測定器・CADCAM 等

三和製作所はこれから世に出る車や鉄道などの部品を作って
います。最先端の設備と培った技術と経験で日本のものづく
りを支えること、これが私たちの目指すところです。これか
らも皆さんと共に新しい仕事にチャレンジしてまいります。

（株）三和製作所

■創業・創立／1932年
■資本金／ 4,760万円
■売上高／ 9億4,875万円（2015年1月期）

9億4,800万円（2016年1月期）
9億7,100万円（2017年1月期）

■従業員数／71名
■平均年齢／40.4歳
■業態／製造業

代表取締役社長

石井 康文さん
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じぇいあーるしー ほんしゃこうじょう

㈱ＪＲＣ 本社工場

環境も良く、気候も温暖で働きやすい工場です

〒656-0131 南あわじ市広田中筋字平見1115-1  TEL.0799-45-1688

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

当社は1961年、コンベヤー製品販売「浜口商店」として大阪市で創業し、
1963年には、淡路島（旧三原町）に工場を建設し、97年には現在の本社工場
（旧緑町）を建設し、量産型工場として稼働を開始しました。本社工場では、
45台のハンドリングロボットを導入し、生産の効率化を図ったものづくりを
行っています。日本全国のお客様に製品を納入し、十分な満足を得られますよ
うに日々、たゆまぬ研究・開発を行っております。

淡路島にある本社工場では、若くて・真面目で・やる気のある人材
を求めています。工場で働く従業員の皆さんは優しく・熱心で、一
から教えてもらうことができます。とてもやりがいのある工場であ
り、みなさんがお持ちの能力が存分に発揮できる会社です。

（株）ＪＲＣ 本社工場

■創業・創立／1961年
■資本金／ 8,000万円
■売上高／ 47億円（2015年3月期）

47億円（2016年3月期）
■従業員数／78名（全社：220人）
■平均年齢／36.0歳
■業態／製造業

執行役員 製造本部長

久次米 功雄さん
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しばたこうむてん

㈱柴田工務店

本社社屋

〒656-0013 洲本市下加茂１丁目１番６号  TEL.0799-22-2577

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

弊社は創業以来、地域に根ざした事業を展開し、その歩みを展開しています。
南あわじ支店、淡路支店、神戸支店を展開し、島内にとどまらず近畿エリアへ
とその歩みを広げています。長い歴史の中で、自然と人との調和をテーマに、
質の高い空間づくりを目指し地球に優しく、自然と溶け合う「こころ」のある
建物を提供し、建築、土木、設計、リフォームのプロフェッショナルとしてお客
様と共に質の高い建物をつくり、地域社会の発展に貢献したいと考えていま
す。

安心して働ける職場です。個性的で面倒見のよい先輩ばかりで時に
は厳しく、時には楽しく感動を分かち合える非常に良い環境だと思
います。特殊な業務も多いのですが竣工した建物は自分の親や子に
見せることができ、一生残るものです。ぜひ一緒に働きましょう。

（株）柴田工務店

■創業・創立／1928年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 20億5,200万円（2014年9月期）

31億2,000万円（2015年9月期）
20億3,800万円（2016年9月期）

■従業員数／38名
■平均年齢／45.0歳
■業態／総合建設業

総務部

集田 真基さん
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すもとせいびきせいさくしょ

㈱洲本整備機製作所

平成26年 一貫生産のため拡張した淡路工場

〒656-0012 洲本市宇山１丁目４番６号  TEL.0799-22-2225

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

弊社は昭和27年に国産初のスチームクリーナーを開発以来、国内唯一の高圧
洗浄機専門メーカーとして様々な高圧洗浄機器の開発から設計、生産、販売
を行っております。弊社では早くから環境に優しい製品づくりに取り組んでお
り、特に温水式では従来の灯油式に加え、電気、ガス、蒸気などを熱源とする
エコ洗浄機をラインアップし、様々な業界で高評価を得ております。洲本製品
への需要は今後益々高まるものと考えられ、市場の期待に応えるよう一歩一
歩着実にまい進してまいります。

機械いじりの好きな方大歓迎。設計、溶接、塗装、板金、電
気配線、組立作業などやりたい仕事満載です。マシンや工具
を使って一緒にものづくりを楽しみましょう！工場見学はい
つでも大歓迎・・・お待ちしております。

（株）洲本整備機製作所

■創業・創立／1952年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 8億8,000万円（2014年10月期）

9億1,000万円（2015年10月期）
10億1,500万円（2016年10月期）

■従業員数／53名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

本社 総務部長

田中 宏昌さん
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たこせんべいのさと たこう

たこせんべいの里㈱多幸

旅行新聞新社主催「プロが選ぶ土産物100選」９年連続入賞

〒656-2163 淡路市中田4155-1  TEL.0799-60-2248

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

2001年に淡路市（旧津名町）から企業誘致を受けまして、淡路市中田地区に
「せんべい製造直売工場」をオープンいたしました。たこ、えび、いかをベー
スとした「たこせんべいの里ブランド」のおせんべいを約40種類販売しており
ます。「試食販売コーナー」「製造見学コーナー」「観葉植物に彩られた休憩
コーナー」で構成しております。お陰様で「淡路島の新名所」となり数多くの
お客様にご来店いただきお楽しみいただいております。

お子様から私たちの祖父母まで、幅広い年齢層のお客様とコ
ミュニケーションをとるうちに、仕事が楽しくなり、自然と笑
顔になることができました。親切な先輩ばかりで、公私ともた
くさんのことを教わることができ私たちは幸せです。私たちの
笑顔でお客様とともに幸せになりましょう！

たこせんべいの里 （株）多幸

■創業・創立／2001年
■資本金／2,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／23名
■平均年齢／34.0歳
■業態／製造・小売業

たこせんべいの里 販売部

スタッフ一同
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だんとー たいる あわじしまこうじょう

㈱Danto Tile 淡路島工場

技術研究所 事務所 （南あわじ市福良）

〒656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野1290  TEL.0799-55-0250

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

ダント－は、淡路島での創業以来130年以上の歴史をきざみ、常にクラフツ
マンシップを胸に、日本の工業タイルの礎を築いてまいりました。淡路島工場
は、今もなおダント－が世界に誇るメイド・イン・ジャパンのタイルが誕生する
生産拠点です。
技術研究所では、ユーザ－の皆さまに求められる新製品の開発を行っていま
す。工場では、多彩なタイルを徹底した品質管理で製造しています。
今後も新たなタイルとの出会いを、常に追い求め続けていきます。

皆さんご存知ですか？ コンビニや駅といった身近なところ
でも淡路島で生まれたタイルが全国的に使われています。歴
史と伝統を継承し、さらなる変革を遂げようと未来へ挑戦し
ているタイルメ－カ－が地元淡路島で頑張っています。

（株）Danto Tile 淡路島工場

■創業・創立／1885年
■資本金／16億3,500万円
■売上高／56億1,900万円（2016年12月期）
■従業員数／51名
■平均年齢／42.0歳
■業態／窯業土石製品製造(タイル)業

淡路島工場 福良事業所 課長

中　徳応さん
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だんようしんようくみあい

淡陽信用組合

「夢あるくらしのパートナー」として地域の絆を大切にします

〒656-8666 洲本市栄町1丁目3-17  TEL.0799-22-5555

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

当組合はお互い助け合い、支え合う相互扶助を基本理念とした協同組合組織
の金融機関です。淡路島・神戸・播磨地域を営業地域とし、「近い、早い、親
切」をモットーに人と人とのふれあいを大切にし、愛され、親しまれ、地域と共
に発展する信用組合をめざしています。
地元が好きで、地域を元気にしたい、地域と共に自らを成長させたいと考えて
いる方からのチャレンジをお待ちしております。

私は地元淡路島で営業の担当をしています。日々地域の役に
立ちたいとの想いを胸に、お客さまとのふれあいを大切にし
ながら活動しています。金融の知識を身につけ、様々な経験
を積み重ねて自らを磨き、ともに成長していきませんか。

淡陽信用組合

■創業・創立／1952年
■出資金／12億8,400万円
■売上高／非公開
■従業員数／306名
■平均年齢／41.2歳
■業態／金融業

本店営業部 渉外係

居上 晃士さん
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びっぐ だいしょうわ

BIG DAISHOWA㈱

淡路島にある第２工場

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3丁目3－39  TEL.072-982-2312

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

当社は、「ツーリング」という工作機械で使われる工具を製造している会社で
す。普段の生活ではあまり馴染みのない製品ですが、当社のツーリングは世
界中のモノづくりの現場で使われています。発祥は大阪の企業ですが、淡路
島に６つの工場と物流の拠点を持ち、淡路を中心に世界に向けてMade in 
Japanの高品質な製品を発信しています。

金属加工には欠かすことのできない「ツーリング」。私自身、
固い金属がいとも簡単に削れる映像を見て、興味を持ちまし
た。モノづくりの奥深さ、おもしろさを感じることができる
仕事だと思いますよ。

BIG DAISHOWA（株）

■創業・創立／1967年
■資本金／9,553万円
■売上高／非公開 
■従業員数／313名
■平均年齢／40.1歳
■業態／製造業

総務部

堀井 真人さん
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ほてるにゅーあわじぐるーぷ

ホテルニューアワジグループ

『ありがとう  ただそれだけが、ききたくて』

〒656-0023 洲本市小路谷20番地  TEL.0799-23-2200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

日本の和を産業に旅館業として誕生したホテルニューアワジ、一度お越しいた
だく事が目的ではなく、再度お越しいただく事を目的に「おもてなしの心」を
高め、現在は淡路島に８館９ブランド、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ、
2017年５月新規ＯＰＥＮした湯山荘 阿讃琴南を含め、香川に２館と時代の
ニーズを先読みしたコンセプトの異なる12ブランドの館を展開しております。
また、2017年末には京都で京都らしさ日本らしさを持つホテルを新規開業い
たしました。
淡路島には社宅、託児所を完備し近年、新卒の採用、育成に力をより注ぎ、館
によっては平均年齢が22歳、24歳と若き力が活躍しております。

車で神戸まで 60 分、大阪まで 90 分と都心に近く、自
然の癒しに恵まれた淡路島で共に人間力を高めましょ
う。今年度 119 名の新入社員に入社いただき、淡路島で
は 70 名が個人社宅に入居し、活躍いただいております。

ホテルニューアワジグループ

■創業・創立／1953年
■資本金／2,000万円
■売上高／138億円（2017年3月期）
■従業員数／1,350名
■平均年齢／35.9歳
■業態／旅館・ホテル業

統括人事課 課長

前田 真一さん
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まい・まーと

㈱マイ・マート

マイマルシェあわ津名市場

〒656-0101 洲本市納85-1  TEL.0799-26-2866

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

マイマートは、地域のお客様の身近な存在として「私の（お気に入りの）お店」
と思っていただけるよう日々、商品とサービスの向上に取り組んでいます。皆
様に愛され育てられ、2017年に創業40年を迎え、店舗数は18事業所になり
ました。（マイマート：8店舗、海鮮料理きとら：3店舗、他）

「淡路島の食生活をさらに豊かなものにしたい！」そんな思いでスタッフみん
な元気に頑張っています。

当社は淡路島密着のスーパーです。「あって当たり前」では
なく「なくてはならない」仕事です。年間、億単位の発注を
任せられ、自分で考えた販売企画がたくさんのお客様に喜ん
でいただけた時、「楽しさ」と「やりがい」を感じます。

（株）マイ・マート

■創業・創立／1991年（創業1977年）
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 41億5,000万円（2014年9月期）

40億5,000万円（2015年9月期）
42億円　　　　（2016年9月期）

■従業員数／300名
■平均年齢／42.5歳
■業態／小売業

マイマート洲本店

岩本 裕介さん
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まつもとさんぎょう

マツモト産業㈱

市役所の向かいにある本社社屋

〒656-0473 南あわじ市市小井123  TEL.0799-42-5000

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

淡路島で製造したエクステリア商品を西日本全域のホームセンター、建材店に
販売しております。皆さんもご存知の有名なホームセンターの店舗には、ほと
んどわが社の商品が納品されております。あくまでも地元淡路島での本拠地
にこだわっております。
本年度より農業生産の事業にも進出しており、島内の地場産業の発達にも尽
力していく計画です。

地元の淡路島はもちろんのこと、弊社が取り扱う建築業界に
は欠かせない製品で社会全体に貢献できる点に惹かれ入社し
ました。職場では先輩方のご指導のもと、日々成長を実感し
ています。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

マツモト産業（株）

■創業・創立／1974年
■資本金／1,500万円
■売上高／非公開 
■従業員数／105名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

エクステリア事業部石材課 所属

清水 美花さん

33



みさきでんき

ミサキ電機㈱

当社五色工場の全景

〒656-1313 洲本市五色町鮎原西110番地  TEL.0799-32-0370

地元高校生へのメッセージ

企業データ

洲本市

企画・デザイン・設計・品質評価といった商品開発から部品加工（金属加工・ア
ルミダイカスト）・表面処理・組立といった生産まで社内一貫生産を行うこと
により、よりよい品質と環境にやさしい物づくりをしています。
★照明器具事業
一般住宅用照明から店舗用照明・大型施設照明まで、演出・快適性・環境を含め
た経済性が高く、多彩で高機能なパナソニック製品を開発・製造しています。
★サイン事業
スポーツ施設向け大型表示器(スコアボード等)の製造もしています。
★ I T 事業
コインロッカーの鍵として携帯電話番号やICカード等が使用できる機能や、
荷物の受け渡しが出来る機能等を持った次世代型ロッカーの開発・製造をし
ています。

部署も多くあり各部署全員が良い商品をお客様に供給出来る
よう頑張っています。若手でも色々な事を経験でき、難しい
仕事やわからない事があっても上司、先輩達が親切に教えて
くれ、いい環境で仕事が出来ています。

ミサキ電機（株）

■創業・創立／1971年
■資本金／ 6,750万円
■売上高／ 54億5,600万円（2014年8月期）

62億7,200万円（2015年8月期）
67億3,100万円（2016年8月期）

■従業員数／285名
■平均年齢／37.6歳
■業態／照明器具製造業

平成24年度入社 企画グループ

中川 将来さん
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みつせいき

ミツ精機㈱

勤務風景

〒656-1522 淡路市下河合301番地　TEL.0799-85-1133

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

当社は創業80余年、国家検定取得率80%超の技能集団です。5軸ＭＣ・複合
加工機をはじめとする、豊富な工作機械を揃え、精密加工を得意とします。
また、部品加工のみならず、仕上げ・アッセンブリーまでを含めたワンス
トップ生産体制を有し、高品質な製品をお届けしています。
近年ではジェットエンジン部品やランディングギア部品、熱交換器部品等の
航空機産業分野で事業を拡大してまいりました。
現在では舶用機器部品、医療機器部品の分野にも技術発展し、様々な部品の
加工に活躍の場を広げています。今後も当社が培ってきた加工技術を展開
し、さらに高度な技術が求められる製品にも挑戦してまいります。

今後も世界での競争に勝ち残っていくために、ベテラン従業
員の技術を継承していく、若い世代のチカラがこれまで以上
に重要になってくると考えています。是非我々と一緒に、淡
路島から世界と戦っていきましょう！

ミツ精機（株）

■創業・創立／1962年（創業1933年）
■資本金／ 4,950万円
■売上高／ 32億  800万円（2015年3月期）

32億2,000万円（2016年3月期）
30億1,700万円（2017年3月期）

■従業員数／250名
■平均年齢／37.6歳
■業態／はん用機械器具製造業

代表取締役社長

三津 千久磨さん

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
ひょうごの成長企業
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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みつてっく

ミツテック㈱

ミツテック株式会社本社工場

〒656-1526 淡路市中村134番地の1  TEL.0799-85-2340

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

お客様の理想の手となり、足となり、目となるシステム創りへ。
私たちは、航空・宇宙機器部品等の精密加工技術を誇るミツ精機から分社独
立以来、一貫して高度なメカトロ技術に挑戦、ノウハウを蓄積し電子部品分野
を中心に、お客様のニーズに沿った自動化装置を創ってきました。
近年は特に画像処理技術に注力し、従来の組立搬送工程のみならず品質要求
が厳しさを増す中で検査工程の自動化でも注目されています。

当社は画像処理検査やメカトロの技術を活かし、外観検査装置・自動
化装置を製作しています。今後も淡路島で世界との競争に勝ち残るた
めに、さらに高度な技術に挑戦し続けます。そのためにもベテラン従
業員の技術を継承する若いチカラが大変重要だと思っています。

ミツテック（株）

■創業・創立／1987年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 13億3,300万円（2015年3月期）

12億1,400万円（2016年3月期）
28億7,700万円（2017年3月期）

■従業員数／75名
■平均年齢／44.2歳
■業態／はん用機械器具製造業

代表取締役社長

三津 久直さん
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むねせいやく

ムネ製薬㈱

工場風景

〒656-1501 淡路市尾崎859  TEL.0799-85-0107

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

淡路島唯一の医薬品メーカー。病院用から一般用まで日本で一番多くの種類
の浣腸薬を製造しています。
2006年に発売した日本初のジャバラ型浣腸“ひとおし30”は発売から10年で
累計2700万本を突破、全国のドラッグストアー10000店以上で発売されてい
る人気商品です。
この度このヒット商品“ひとおし30”をさらにバージョンアップした特許商品

“ひとおし40”プレミアムを発売し新たなお客様の開拓を進めています。

仕事は遊びや趣味とは違い、苦労や努力が伴います。そして必ず
しも努力に見合った結果がでるとは限りません。しかし半面、チー
ム一体となってベクトルを合わせると、会社の繁栄を通じて一人
では届かなかった大きな喜びと報酬を手に入れる事ができます。

ムネ製薬（株）

■創業・創立／1906年
■資本金／ 1,700万円
■売上高／ 10億3,584万円（2015年7月期）

11億3,100万円（2016年7月期）
11億8,000万円（2017年7月期）

■従業員数／85名
■平均年齢／39.1歳
■業態／医薬品製造販売業

代表取締役社長

西岡 一輝さん

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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もりちょうぐみ

㈱森長組

岩屋港にて防波堤工事に従事する第一豊号

〒656-0595 南あわじ市賀集823番地  TEL.0799-54-0721

地元高校生へのメッセージ

企業データ

南あわじ市

(株)森長組は、南あわじ市に本社、神戸市に関西支店を置く地域に密着した総
合建設業の会社です。道路・ダム・舗装・造成などの土木工事、港湾・海中・海
上などの海洋土木工事、ホテル・マンション・病院・住宅などの建築工事を主
に行っています。ISO9001、ISO14001を認証取得し、品質管理、環境保全に
全社をあげて取り組んでいます。海洋土木分野では全旋回式1,800t吊クレー
ン船「第一豊号」を保有し、国内はもとより海外の大型プロジェクトに参画し
ています。
フィールドは地球全体にあります。グローバルに活躍できる環境と技術のあ
る会社で、スケールの大きな技術者に育っていくようサポートしたいと考えて
います。

建設業と聞くとあまりいいイメージを持っていない人もたくさんいると
思います。現場での仕事は確かにきついことや汚れることがたくさんあ
ります。しかし辛いことや失敗を繰り返しながらも現場が完結したとき
には仕事が形に残り、何事にも代えがたい達成感が味わえる仕事です。

（株）森長組

■創業・創立／1956年
■資本金／ 4億8,000万円
■売上高／ 104億5,692万円（2015年5月期）

72億2,845万円（2016年5月期）
117億6,641万円（2017年5月期）

■従業員数／237名
■平均年齢／47.3歳
■業態／建設業

海洋部海洋工事部 工事課 主査

相良 悠太さん
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やまもとこうがく

山本光学㈱

淡路工場

〒577-0056 東大阪市長堂3-25-8  TEL.06-6783-0232

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

光線をコントロールするレンズ技術とその製品は世界でも有数の企業として
評価されています。スポーツシーンに向けては「SWANS」ブランドにてサング
ラス、スイミングゴーグル、スノー用ゴーグルなどを製造販売。五輪など世界
の舞台で愛用されています。産業用としては「YAMAMOTO」ブランドで、防
塵眼鏡や高性能フィルターを搭載した電動ファン付呼吸保護具（マスク）や特
定の波長をカットするレーザー用保護具などを開発し製造販売しています。

私は入社して２年目となり、入出金の確認、仕訳伝票の作成や来客
応対、電話対応など総務・経理の仕事をしています。日々試行錯誤
を繰り返しながら一つ一つを確実にこなしていく中で達成感ややり
がいを感じることができています。最後に「勉強だけじゃなく、自
分のやりたいことにもどんどん挑戦してください」

山本光学（株）

■創業・創立／1911年
■資本金／ 2億3,088万円
■売上高／ 60億9,000万円（2014年7月期）

61億2,200万円（2015年7月期）
60億4,300万円（2016年7月期）

■従業員数／330名
■平均年齢／40.2歳
■業態／製造業

淡路工場 業務課

田上 侑莉安さん
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ゆーあーるえー

ユーアールエー㈱

主要施設の淡路ハイウェイオアシスです

〒656-2302 淡路市大磯6番地  TEL.0799-74-3257

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

淡路島に本社を構えており、淡路島の情報発信基地を目指し、マスコミ等で
も取り上げられる大型施設（淡路ハイウェイオアシス・淡路サービスエリア）内
に店舗を構えております。
また、京阪神地区でもフランチャイズに加盟し、多角的な経営を行っていま
す。特にミスタードーナツや牛角、焼きたてチーズタルト専門店PABLOでは、
若手社員が中心となり新しい店舗の開拓・出店を目指しています。

飲食業は、コミュニケーション能力が大切です。様々なお客
様とお会いできる喜びを感じながら、お客様の思い出の１
ページを飾ることができる、やりがいのある仕事です。お客
様との会話を楽しんでできる方を私たちは求めています。

ユーアールエー（株）

■創業・創立／1963年
■資本金／ 6,500万円
■売上高／ 46億円（2017年3月期） 
■従業員数／660名
■平均年齢／39.2歳
■業態／飲食サービス業

代表取締役社長

井植 啓悟さん
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ゆめぶたい うぇすてぃんほてるあわじ

㈱夢舞台 ウェスティンホテル淡路

自然豊かな淡路島で、ホテリエを目指しませんか

〒656-2306 淡路市夢舞台2番地  TEL.0799-74-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

淡路市

2000年、淡路花博の開催にあわせて開業したウェスティンホテル淡路は、高速
バスで神戸・舞子駅から約15分、三宮駅から約45分と都市近郊にありながら、
豊かな山と海に囲まれ、国営明石海峡公園、建築家・安藤忠雄氏による壮大な
建築群と一体となった「ここにしかない」景観の中にあります。
開業以来、隣接する淡路夢舞台国際会議場と共に世界各国のゲストに対して、
ハイグレードなおもてなしを提供しています。

従業員一人一人の満足度を大切にし、研修プログラムの充実
や福利厚生など様々な面でサポートしていきます。あなたも
ウェスティンホテル淡路で世界に通用するホテリエとしての
一歩を踏み出しませんか。

（株）夢舞台 ウェスティンホテル淡路

■創業・創立／2000年
■資本金／ 15億855万円
■売上高／ 37億1,501万円（2015年3月期）

37億2,756万円（2016年3月期）
37億1,799万円（2017年3月期）

■従業員数／179名
■平均年齢／39.2歳
■業態／宿泊業

総支配人

森　敬博さん
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