
阪神の魅力
　阪神地域は、兵庫県の南東部に位置し、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹
市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町の7市1町で構成されています。大阪、
梅田を起点とする各公共交通機関の発達の歴史とともに、芦屋、西宮、宝塚
の山手地域は関西有数の高級住宅地として、そして郊外エリアはニュータウ
ンとして人口が集積してきました。多くの私設美術館のほか、宝塚大劇場や阪
神甲子園球場など文化や娯楽施設も充実しており、「阪神間モダニズム」とも
呼ばれる独特の文化が育まれています。鉄道のほかにも高速道路が張り巡ら
され大阪国際空港があることも人、産業の吸引力を生み出しています。
　産業面では臨海部から内陸部まで製造業を中心に多くの企業が集まっ
ています。中でも尼崎市は日本有数の工業地帯である阪神工業地帯の一
角をなしており、また、JR福知山線沿線を中心にオンリーワンの強みを持つ
中小製造業も集まっています。伊丹、西宮は日本有数の清酒の産地でもあ
ります。一方で、北部では農業が盛んで北摂栗や黒大豆、伊丹の葉物野菜
（ネギ、ホウレンソウ、コマツナなど）、川西市のイチジクなどが多く生産され
ています。
　北部には昔ながらの原風景が残る里山が点在しており、豊かな植生とと
もに昔から地域の人の手が入り、守られてきました。こうした資源を守るため
里山地域一帯を「北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）」として整備
し、さまざまな地域活動が行われています。また、教育に対する意識が高か
った阪神間エリアには大学が多く集積していることも大きな特徴で、このエリ
アに拠点を置く企業や商店街が地元の大学と連携し、大学生の視点を生
かした商品開発やイベントなどの企画・運営に取り組んでいます。

知ってる？

宝塚大劇場
45



あまがさきこうさくしょ

㈱尼﨑工作所

製品の完成間近です。最終チェックは期待と緊張の瞬間です！

〒660-0806 尼崎市金楽寺町１丁目6番15号  TEL.06-6482-1881

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

尼﨑工作所は100年を超える歴史の中で、時代とともに進化し、お客様の
ニーズと最先端の技術に応えることで総合機械メーカーとして成長を続けて
きました。
当社は、時代の「旬」な製品の製造、加工、検査等をする機械を手がけてい
ます。例えば、当社の主力製品である窓ガラスや自動車のガラス、スマホの
ガラスなどさまざまなガラスを製造、加工する機械や、人気のスマホに搭載
されるカメラを検査する機械、自動車のパーツを組み立てる機械、太陽光パ
ネルを生産するラインなど、あらゆるジャンルで活躍しています。
みなさんの身近にあるさまざまな製品にも尼﨑工作所の「技術」が活かされ
ています。

当社は長い歴史のなかで培った高度な技術力を持っています。しかし、技
術力だけでは新たな未来はありません。「技術力」×「人間力」で、日本
のモノづくりに貢献し続けていきたい。そのためには次代を担う若い力が
必要です。あなたのモノづくりに対する情熱を当社で発揮してみませんか。

（株）尼﨑工作所

■創業・創立／1913年
■資本金／7,986万円
■売上高／28億5,000万円（2016年9月期）
■従業員数／102名
■平均年齢／43.6歳
■業態／製造業

代表取締役社長

山村 孝之さん
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あまてい

アマテイ㈱

尼崎工場とアマテイ・ブランドのマークです

〒660-0845 尼崎市西高洲町9番地  TEL.06-6411-1236

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

当社は100年以上の歴史を有する洋釘製造のパイオニアとして釘をつくり続
けてきました。今日では、国内のトップメーカーとして「アマテイ・ブラン
ド」は、業界に深く浸透しております。そして、その釘は、主に住宅用や梱
包用として利用されており、木が割れにくい釘の特許も取得しております。
また、尼崎にある工場では安全第一を優先しながら「１本の釘・ネジで、も
のともの、人と人とを繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。」を企業理念
とし、全社員が使命感と誇りを持ち、社会から信頼される製品を世に送りだ
すため、頑張っています。

釘は一見、単純なものですが、知れば知るほど魅力があるも
のです。建物などで使われる釘は、人からは見えないところ
で壁や柱などを繋ぎとめ、重要な役割を果たしています。そ
んな釘の魅力を是非知ってください。

アマテイ（株）

■創業・創立／1901年
■資本金／ 6億1,521万円
■売上高／ 40億1,449万円（2015年3月期）
 42億4,280万円（2016年3月期）
 41億3,985万円（2017年3月期）
■従業員数／114名
■平均年齢／43.6歳
■業態／金属加工業

生産本部 副工場長

門田 孝司さん
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あみだいけだいこく

㈱あみだ池大黒

マシュマロを使った柔らかいおこし「Matthew&Chris.P」

〒662-0934 西宮市西宮浜1-4-1  TEL.0798-36-1854

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

『歴史と伝統は守るものではなく、「進化」させていくもの』創業以来200
年、当社は挑戦し続けることで歴史を築いてきました。
これからの目標は、「大阪NO.1」企業になること。おこしにとらわれるこ
となく、「大阪のテッパン名物を作ろう！」と、日々新たな商品開発に取り
組んでいます。
あなたも、未来の名物商品を作りませんか？

当社では若いパワーが活躍しています！若い方が仕事を覚え
て、成長していくことが一番うれしいです。今まで培ってき
た伝統を守りつつも、積極的に新たなチャレンジをしてくだ
さい！お待ちしております。

（株）あみだ池大黒

■創業・創立／1805年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 29億5,000万円（2015年3月期）
 24億7,000万円（2016年3月期）
 23億7,000万円（2017年3月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／31.0歳
■業態／菓子製造販売業

製造部 工場長

相模 靖弘さん
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あらいぐみ

㈱新井組

西宮市の国道 2 号線沿いにある茶色いタイル張りの本社です

〒662-8502 西宮市池田町12-20　TEL.0798-26-3111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

新井組は、創業以来「建設事業を通じて新たな価値を創造し、社会に貢献す
ることを誇りとする。」を基本方針の第一に、工場、学校、病院などの建設
や、道路、橋梁、トンネルなどのインフラ整備、また阪神・淡路大震災や東
日本大震災などの復旧・復興工事など、建設事業を通じて社会のニーズに応
え、お客様の満足と信頼を得てまいりました。新井組は、これまで培ってき
た技術やノウハウを活かし、自らのフィールド、建設事業で少子高齢化、防
災、環境問題など現代社会の抱える多様な問題の解決に取り組んでいます。
これからも、もっと豊かな社会づくり、安心・安全な地域づくりの担い手と
して社会に貢献し続けることを目指していきます。

当社には、社員一人ひとりの個性を活かし、知識や能力を向
上させ、自由闊達に活躍できる場があります。私たちと、建
設業の未来をつくる夢とチャレンジ精神を持って、ともに頑
張ってみませんか。

（株）新井組

■創業・創立／1944 年
■資本金／ 3億2,000 万円
■売上高／ 219億6,066万円（2014年12月期）
 227億5,250万円（2015年12月期）
 208億8,291万円（2016年12月期）
■従業員数／291名
■平均年齢／45.6歳
■業態／総合建設業

代表取締役社長
梶原　卓さん
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いしざきぷれすこうぎょう

石崎プレス工業㈱

当社が製造している電池外装缶をはじめ、様々な精密部品

〒664-0842 伊丹市森本1丁目98番地2  TEL.072-782-6715

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

当社は1931年国内初のスナップ釦
ぼたん

メーカーとして操業を開始いたしまし
た。現在は電池・電子・車載用部品などの精密金属プレス加工メーカーとし
て、精度の高い仕事が特徴です。得意とする「絞り加工」は、加工技術の中
でも独特のノウハウが必要な分野で、様々な「特許」も取得しております。
また、金型設計・製作から製品の製造・販売まで、自社での一貫対応が出来
る当社ならではの様々な提案が可能です。

当社の技術は、普段はあまりお目にかかりませんが、世界で
も注目を集めるリチウムイオン電池用の円筒缶、今後ますま
す必要となる車載用精密部品など、「日本のものづくり」で
世界中の人々の暮らしを支えています。

石崎プレス工業（株）

■創業・創立／1931年
■資本金／ 4,500万円
■売上高／ 49億8,100万円（2015年5月期）
 54億4,100万円（2016年5月期）
 59億8,000万円（2017年5月期）
■従業員数／183名
■平均年齢／42.0歳
■業態／製造業

経営管理部 グループリーダー

北間 秀之さん
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いたみさんぎょう

伊丹産業㈱

本社屋

〒664-0851 伊丹市中央5-5-10  TEL.072-783-0001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

当社は、創業以来一貫して地域社会と人々の生活に密着したものばかりを取
り扱っています。家庭用・工業用・自動車用燃料であるＬＰガス・都市ガス
の供給・販売を中心としたガス事業部、サービスステーションを拠点とし、
ガソリン・軽油等を販売する石油事業部、日本人の主食を取り扱う米穀事業
部、情報とコミュニケーションの要である携帯端末を扱うモバイル事業部。
また、電力小売全面自由化を受け、一般家庭等への電力小売にも本格参入。
生活総合企業体として、また一歩前進しました。

私たちは、地元に根差して、生活に無くてはならないものを
取り扱っています。「安全・安心の付加価値を付けて、地域
のライフラインを支える」という、責任感・やりがいのある
企業です。

伊丹産業（株）

■創業・創立／1948年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 1,564億9,583万円（2014年12月期）
 1,266億6,979万円（2015年12月期）
 1,095億7,845万円（2016年12月期）
■従業員数／1,463名
■平均年齢／39.0歳
■業態／卸売・小売業

人事部

宮川 真弘さん
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いたみさんぎょうせつび

伊丹産業設備㈱

本社屋

〒664-0836 伊丹市北本町2-255  TEL.072-777-0001

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

当社は、官公庁をはじめ民間のガス設備・給排水衛生・空調設備工事等の総
合設備工事を行っています。
ガス設備部では、導管・内管工事、住宅設備工事、家庭用燃料電池「エネ
ファーム」と「太陽光発電」によるＷ発電などの多様なエネルギー設備工事
を手掛け、空調衛生設備部では、給排水衛生工事はもとより各種学校、産業
用・業務用のガス空調設備工事を含む施工管理にも携わっています。

“ ものづくり”の面から、便利・快適なくらしの提供をして
います。自分が手掛けた施工の一つ一つが、仕事の功績とし
て街に残っていくというやりがいがあります。

伊丹産業設備（株）

■創業・創立／1971年
■資本金／ 6,000万円
■売上高／ 82億5,960万円（2014年9月期）
 79億6,356万円（2015年9月期）
 68億2,125万円（2016年9月期）
■従業員数／160名
■平均年齢／39.3歳
■業態／建設業

総務部 課長

中西 豊一さん
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いたみさんぎょうでんきこうじ

伊丹産業電気工事㈱

本社屋

〒664-0836 伊丹市北本町2-259  TEL.072-785-1200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

当社は、ビル・マンション・工場等の総合電気設備施工のみならず、通信・
消防施設施工等の分野でも「安心・安全・信頼」をモットーに優秀な技術者
の育成に努め、責任施工で高い評価を得ています。
平成21年からは太陽光発電システムの販売・施工に取り組み、伊丹市役
所をはじめとした公共物件や民間物件を多数施工し着実に実績を積んでい
ます。
また、平成23年からは電気設備の災害対応として需要が高まっている非常
用発電設備の販売・設置にも力を入れています。

太陽光発電システムや、非常用発電設備の販売・施工を行う
など、積極的に時代のニーズを取り入れ、地元兵庫の「安全・
安心・便利・快適」な、より良き社会に貢献できるよう日々
企業努力を続けています。

伊丹産業電気工事（株）

■創業・創立／1958年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 19億7,956 万円（2014年8月期）
 18億1,771 万円（2015年8月期）
 14億　126万円（2016年8月期）
■従業員数／28名
■平均年齢／40.6歳
■業態／建設業

工事部 係長

木田 勝也さん
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いなさかめりやすせいぞう

稲坂莫大小製造㈱

阪神・淡路大震災も乗り越えてきた本社

〒659-0068 芦屋市業平町6番7号  TEL.0797-31-3898

地元高校生へのメッセージ

企業データ

芦屋市

創業は昭和３年。靴下製造販売一筋で90年の歴史があります。本社工場へ
は毎年、市内の小学生が社会見学の場として訪れ、一本の糸から靴下が出来
上がるまでを見学しています。古くからの機械を使い、職人による手作業の
工程も多く見られるのが特徴です。毎日履いている靴下が作られていく各工
程に、みんな興味をもって見学していきます。
【靴下職人の会社】として【良質な靴下】を作り続け激動の時代をかけぬけ
てきた歴史を誇りに、国際文化・住宅都市「芦屋」に立地する唯一の靴下の
【ものづくり企業】として、芦屋の文化風土に根差した感性で、“上質、美し
さ、機能”を凝縮した本物の靴下をこれからも作り続けたいと考えています。

私が小さい頃は国内生産がほとんどでしたが、近年ではほと
んどが海外での生産に移り、販売もインターネットでの販売
など多種化しています。いろいろな事が求められる時代です。
若いうちにいろいろな経験をしてもらいたいです。

稲坂莫大小製造（株）

■創業・創立／1928年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 7億1,000万円（2015年3月期）
 8億6,500万円（2016年3月期）
 11億3,000万円（2017年3月期）
■従業員数／60名（うち芦屋本社30名）
■平均年齢／50.0歳
■業態／製造販売業

次長

稲坂 大悟さん
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いまざとしょくひん たからづかこうじょう

㈱今里食品 宝塚工場

製品と工場内の様子

〒665-0051 宝塚市高司5-1-52  TEL.0797-76-3221

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

「美味しい調理麺」なら今里食品。
私たちの強みは何といっても製麺屋として譲れない「本物の味」です。麺は
調理麺専用に自社開発して出来たての美味しさを届けます。具材は素材の良
さを引き出す独自工程で高級料理店にも負けない本格的な調理です。おつゆ
も自家製で化学調味料に頼らない本物の美味しさを追求しています。その味
を認めてくださるお客様の声が私たちのプライドです。
私たちは日本の食文化の担い手として、お客様の健康と幸せのために、大手
コンビニや量販店等、西日本全域のお惣菜コーナーに調理麺を供給していま
す。ますます進化する私たち今里食品に是非ご期待ください。

味と品質にこだわった商品を地元宝塚から全国に発信する志
のもと、めん、つゆ、具材を自社開発した商品を製造してい
ます。興味のある方は近くのコンビニやスーパーで売ってい
る当社商品を一度食べてください。

（株）今里食品 宝塚工場

■創業・創立／1950年 (創業1947年）
■資本金／4,700万円
■売上高／約71億円（2017年5月期）
■従業員数／573名
　　　　　　（宝塚工場、パート・派遣含）
■平均年齢／42.9歳（社員のみ）
■業態／惣菜製造業・製麺業

宝塚工場 製造部 製造課（調理部門）

中井 篤志さん
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おおさかちたにうむてくのろじーず

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ

ポリシリコン製造プラントの全景

〒660-8533 尼崎市東浜町1番地　TEL.06-6413-4300

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

当社は1952年に日本で初めてスポンジチタン製造の工業化に成功し、業界の
パイオニアとして歩み始めました。以来、チタンとポリシリコンという現代
文明を支える先端素材メーカーとして、技術開発、ノウハウの蓄積を重ねてい
ます。一般的にはまだまだなじみの少ないチタンですが、実は航空機や宇宙ロ
ケット、化学・発電・海水淡水化プラント、熱交換器、建築材料、医療機器か
らスポーツ用品や眼鏡のフレームまで、私たちの生活の様々なところで利用さ
れています。そして近年、チタンの用途はますます広がっています。
当社はチタン・ポリシリコンが秘める素材の力を引き出すトップメーカーとし
て、その限りない可能性に挑み続けます。

目立たないけれど縁の下の力持ち。そんな先端素材のトップメー
カーとして、私たちは尼崎から世界中に製品を供給しています。
当社のほかにも兵庫には独自技術を持つユニークな企業が多く
ありますので、ぜひいろいろな会社に目を向けてみてください。

（株）大阪チタニウムテクノロジーズ

■創業・創立／1952年
■資本金／ 87億3,962万円
■売上高／ 403億5,600万円（2015年3月期）
 411億4,900万円（2016年3月期）
 391億8,000万円（2017年3月期）
■従業員数／864名
■平均年齢／39.5歳
■業態／非鉄金属製造業

人事労政部長
田中 康男さん
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おおさかふじこうぎょう

大阪富士工業㈱

2015年３月で創立 60 周年を迎えました

〒660-0811 尼崎市常光寺1-9-1  TEL.06-6487-1865

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

創業以来、大手鉄鋼メーカー（新日鐵住金株式会社、JFEスチール株式会
社、株式会社神戸製鋼所）のパートナー企業として生産工程を担い、全国に
７つの支店を構えております。
また、国内にある４つの自社工場では、肉盛溶接や溶射といった独自の技術
を用いて製品の加工を行っており、お客様の多種多様なニーズにお応えして
おります。現在の取引先は、鉄鋼メーカーにとどまらず、電機・重工・製
紙・ＩＴ関連企業など多方面に進出しております。
創業者から受け継がれている『常に誠実であれ』という言葉を胸に、従業員
一同、“時代とともに成長する企業”を目指しております。

JR 尼崎駅南口から大阪方面へ歩いて 10 分のところに本社
があります。現場の技術の高さと人を大切にする社風に魅か
れて入社を決めました。ものづくりに興味がある人は是非工
場見学に来て、雰囲気を体感してください。

大阪富士工業（株）

■創業・創立／1955年
■資本金／9,447万円
■売上高／257億円（2016年3月期）
■従業員数／2,502名
■平均年齢／36.8歳
■業態／金属加工業

尼崎工場 工場長

坂井 靖彦さん
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おおぜき

大関㈱

大関の本社工場です

〒663-8227 西宮市今津出在家町4-9  TEL.0798-32-2011

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

大関は清酒製造販売において300年以上の歴史を誇り、この長い歴史の中で
培われてきた魁

さきがけ

精神と技と知恵の結集により楽しい暮らしのあり方を提案
し、未来を展望する生活文化の創造に貢献する事を企業理念としています。
主力商品は発売から50年以上を経過した、手軽に飲めるワンカップ大関
です。
また、醸造副産物を利用した化粧品素材や食品分野にも進出し、総合食品
メーカーを目指しています。

皆さんのご家族は清酒をお飲みになりますか。国内では長らく需要
が減少していましたが、海外では日本の文化として清酒が注目され
てきています。日本の伝統文化である清酒を我々とともに造り、世
界に広めていきませんか。熱意のある皆さんをお待ちしております。

大関（株）

■創業・創立／1935年（創業1711年）
■資本金／ 1億円
■売上高／ 175億2,000万円（2015年3月期）
 167億9,000万円（2016年3月期）
 163億7,000万円（2017年3月期）
■従業員数／395名
■平均年齢／42.2歳
■業態／清酒製造業

代表取締役社長

長部 訓子さん
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おおとよせいさくしょ

㈱大豊製作所

大型生産設備（冷間圧造フォーマー）

〒669-1339 三田市テクノパーク10番5号  TEL.079-568-5858

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

高層ビルや橋梁の骨組みをつなぐ。機械や自動車の部品を取り付ける。私た
ちの作るボルト、ねじや各種の部品は生活の至る所で世界を支えています。
材料である鋼線から、完成品まで一貫生産出来るのが私たちの強みです。
2017年、大阪のグループ会社の生産設備を三田工場に集約し、本格生産を
開始しました。2017年からは隣接する新工場で、ボルトの相手部品である
ナットの生産も開始し、今後も生産の拠点として拡張を続けます。

今はやりの最先端ではないけれど、常に最先端を陰で支える
高精度部品！それが私たちの作るボルトやねじといった締結
部品です。長年の技術力がその高い精度を支え、モノとモノ、
人と人をつないでいます。一度工場を見に来てください。

（株）大豊製作所

■創業・創立／1948年
■資本金／ 1,100万円
■売上高／  9 億2,900 万円（2014年6月期）
 10 億   600 万円（2015年6月期）
 15 億5,000 万円（2016年6月期）
■従業員数／40名
■平均年齢／42.0歳
■業態／金属部品製造業

技術管理部 主任

草深 祥平さん
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かないじゅうようこうぎょう

金井重要工業㈱

当社の製品と製造機械

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-2-9  TEL.06-6346-1471

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

124年続いている繊維機器と不織布の製造メーカーです。繊維機器とは糸や
衣服を作る機械または部品のことで、日本の紡績業を支えるまさに「重要」
な部品を創業から作り続けています。不織布とはその名の通り織らない布で
タワシやビルの空調で使用されるフィルターなどがあります。
また、弊社の遊休地を利用した不動産・飲食事業も行っております。グルー
プ企業の中には有馬温泉の老舗旅館・古泉閣やトクセン工業があります。

あまり聞きなれない社名かもしれませんが、120 年以上続
く老舗メーカーで伊丹という地元から日本国内はもちろん世
界各国に向けて活躍する製品を作り続けています。日々モノ
づくりのプライドを胸に働いています！

金井重要工業（株）

■創業・創立／1894年
■資本金／ 4億6,700万円
■売上高／ 54億1,900万円（2015年3月期）
 50億円　　　  （2016年3月期）
 53億円　　　  （2017年3月期）
■従業員数／257名
■平均年齢／41.4歳
■業態／製造業

管理部 総務グループ

岡本 充裕さん
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かぶとこうぎょう

カブト工業㈱

ミクロン単位の作業風景

〒666-0121 川西市平野1-5-13　TEL.072-793-2351

地元高校生へのメッセージ

企業データ

川西市

当社は1946年に創業し、主に大手農機具メーカー様の関連会社向け工作機
械を製造しておりました。現在は工作機械に付属する備品で「先端取替式回
転センター」を開発、国内外で特許を取得する事によりグローバルな精密機
械器具メーカーとなりました。先端が交換できるメリットを利用して、今ま
でにない製品やお客様のニーズに対応した製品を作る事により、低コスト、
効率化にも成功しています。
今までは男性が主に働く場所とされておりましたが、現在は女性も働きやす
い環境整備や効率のよい生産方式を取り入れる事で、女性ならではの多彩な
アイデアが生まれる事により新製品の開発が加速しております。

社訓に「名を惜しむ、誠の武士の心意気」とあり、自分より相
手の事を考え、自分には「心やさしく」「意志をしっかり持って」

「常に前向きな気持ち」が重要だとする、自分自身に誇りを持
てる会社です。創業 100 年に向けて一緒に成長しましょう。

カブト工業（株）

■創業・創立／1946年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／20名
■平均年齢／34.6歳
■業態／精密機械器具製造業

代表取締役社長
片原　勲さん
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かみつせいさくしょ

㈱神津製作所

本社社屋

〒669-1339 三田市テクノパーク16-1  TEL.079-560-7730

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

我が社は、創業以来一貫して糸を巻き取る機械“ワインダー”の開発に取り
組んできました。特に航空機や自動車へ採用され、今後大きな成長が見込ま
れる炭素繊維向けに開発したワインダーをはじめ、高機能繊維向けのワイン
ダー、ユーザー様からの要望に合わせた独自のワインダーなど、多種多様な
ワインダーを数多く製造・販売しています。
今後もお客様のニーズに真摯に向き合い、共に成長できるような会社であり
たいと考えています。

皆さんにとって会社とはどのように映っていますか？私たちは、会社は
人間力を磨く場所と考えています。単に働いて給料をもらうというだけ
でなく、仕事を通して自分のスキルや価値を高めると同時に、多くの出
会いを通して、一生の財産を作っていただきたいと思っています。

（株）神津製作所

■創業・創立／1936年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 12億7,200 万円（2015年3月期）
 10億       4 万円（2016年3月期）
 15億6,300 万円（2017年3月期）
■従業員数／42名
■平均年齢／41.7歳
■業態／機械器具製造業

代表取締役社長

仲下 正一さん
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からたにこうむてん

㈱柄谷工務店

「難波の梅小学校改築工事」建築竣工物件

〒660-0873 尼崎市玄番南之町4番地  TEL.06-6415-2812

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

昭和21年創立以来、お客様との信頼関係を大切に「誠心・堅実」をモッ
トーに、数多くの建設事業を通じて地域社会に貢献してまいりました。この
間、建築・土木の事業分野にとどまることなく、鉄工エンジニアリング・デ
ンマークハウス・倉庫物流・不動産事業など関連する様々な分野に挑戦し、
今日の「ＫＡＲＡＴＡＮＩグループ」へと成長してきました。
これからも「“ＩＦ”から“ＴＲＹ”に」のスローガンのもと、チャレンジ精神
で変革の時代を乗り切っていきます。

建築の仕事を志したのは阪神大震災がきっかけ。震災で倒れ
た家の立て直しが進む様子を見て、7 歳の時、建築現場での
施工管理の道に興味を持ちました。図面に沿って建物を創る
のが私たちの仕事。地図に残る仕事のやりがいは最高です。

 （株）柄谷工務店

■創業・創立／1946年
■資本金／ 3億8,580万円
■売上高／ 118億1,824万円（2014年9月期）
 129億6,925万円（2015年9月期）
 164億4,270万円（2016年9月期）
■従業員数／103名
■平均年齢／43.7歳
■業態／総合建設業

建築部 建築施工管理職

髙田　圭さん
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かわにしこうくうききこうぎょう

川西航空機器工業㈱

航空宇宙関連部品を発信しています

〒666-0022 川西市下加茂2丁目1番6号  TEL.072-759-4145

地元高校生へのメッセージ

企業データ

川西市

わが社は、航空・宇宙業界にその高い技術力とノウハウを提供することによっ
て社会に貢献しています。その製品は災害救助や国土防衛の際に活躍する自
衛隊などの航空機やヘリコプターの他、様々な部分で使用され、厳密な基準
に適合する精密な製品を供給し続ける技術は常に高い評価を受けています。
また、宇宙で使用する機材も製作し、高い技術を用いてロケットが大気圏を
離脱する際の大きな負荷にも決して負けないパーツを低コストで生み出して
います。
今後も高い品質と信頼を守りながら新しい分野へ挑戦を続けてまいります。

航空機の機体、エンジン、装備品等の航空宇宙分野の様々な
お客様へ製品を提供し、地域の活性化に貢献しております。
地元の方、特に高校生の方で当社に興味をお持ちの方はお問
い合わせください。随時対応させていただきます。

川西航空機器工業（株）

■創業・創立／1966年
■資本金／ 6,000万円
■売上高／ 12億3,770万円（2014年5月期）
 11億2,350万円（2015年5月期）
 12億3,270万円（2016年5月期）
■従業員数／104名
■平均年齢／35.5歳
■業態／航空宇宙部品製造業

マネジメントシステム課 課長

吉原　健さん
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かんさいかがくきかいせいさく

関西化学機械製作㈱

本社管理棟：太陽光発電を壁に施工して省エネ

〒660-0053 尼崎市南七松町2-9-7  TEL.06-6419-7121

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

関西化学は溶剤の回収、精製に使われる蒸留・蒸発・抽出・晶析などの技術
を用いた分離精製プラントや酵母・酵素・アルコール生産などのバイオプラ
ントを中心に事業展開しているプラント・エンジニアリングメーカーです。
プラントの設計、製作、施工、試運転まで一貫して行っています。プラント
の効率を上げるために、お客様のニーズにマッチした装置やシステムを多数
開発してきました。例として、高性能蒸留塔（リフトトレイやチェンジトレ
イ）、溶剤回収で高い省エネ効果を発揮するウォールウェッター、多室蒸発
装置などがあります。これらは化学工学会学会賞や分離技術賞、発明大賞、
科学技術長官表彰などを受賞しています。

工場向けの装置・プラントを設計製作する会社で、顧客のニー
ズを解決するシステムや装置を開発しています。目には見え
ないがシンプルそして確かな技術で世界に貢献でき、やりが
いのある仕事と思っています。

関西化学機械製作（株）

■創業・創立／1948年
■資本金／ 4,400万円
■売上高／ 18 億5,400 万円（2015年6月期）
 12 億3,900 万円（2016年6月期）
 40 億   485 万円（2017年6月期）
■従業員数／63名
■平均年齢／45.3歳
■業態／一般機械製造業

代表取締役社長

野田 秀夫さん
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かんざきこうきゅうこうきせいさくしょ

㈱神崎高級工機製作所（ヤンマーグループ）

JR 猪名寺駅から徒歩 5 分の場所にある本社ビル

〒661-0981 尼崎市猪名寺2丁目18-1  TEL.06-6494-6703

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

エンジン、農業機械を主軸に建設、エネルギーなど、さまざまな事業を展開
している国内大手企業ヤンマー㈱。そのヤンマーグループの一員として、ト
ランスミッションなどの「動力を伝える」製品を開発・製造しているのが私
たち、神崎高級工機製作所です。
1947年の創業以来、歯車仕上げ機や縦型旋盤などを中心とした工作機械も
開発。世界の自動車業界のニーズに応える“工作機械メーカー”としての一
面も持っています。
基本的に尼崎本社での勤務となるため、兵庫県で働き続けたい方や生まれ
育った土地に恩返しをしたい方にはぴったりの会社です。

神崎高級工機製作所は昨年 70 周年を迎えました。ヤンマー
グループの中核企業として「他社に真似できない技術」にチャ
レンジし続け、国内外のお客様に選ばれ続けてまいりました。
当社に一度見学に来てみてください。

（株）神崎高級工機製作所（ヤンマーグループ）

■創業・創立／1947年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 492億円（2014年3月期）
 603億円（2015年3月期）
 529億円（2016年3月期）
■従業員数／623名
■平均年齢／41.2歳
■業態／製造業

経営統括部 人材開発グループ 採用担当

嘉藤 美菜子さん
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きりばいこばやしせいやく さんだこうじょう

桐灰小林製薬㈱三田工場

豊かな自然、美しい景観、冬のお供にきりばいはる

〒669-1339 三田市テクノパーク18-9  TEL.079-568-4531

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

「人と社会に素晴らしい『快』を提供する」という経営理念に基づき、
「ISO9001」「ISO13485」の厳しい品質管理のもと、より良いカイロを製
造し供給するだけでなく、周辺地域の環境整備やエコ活動を行い、良き企業
市民として『あった快』を皆様に提供していきます。
小林製薬グループの一員としてお客様が満足し、喜んで使い続けてもらうこ
とが我々の使命です。地域の皆様に長く愛される企業を目指しています。

寒い冬・痛む体になくてはならないものといえば .. そう、カ
イロです！皆さんに“あった快”笑顔と幸せを届ける、そん
な仕事を一緒にやってみませんか？ベテランから若手まで分
け隔てなく、社員一丸となって仕事が出来る会社です。

桐灰小林製薬（株）三田工場

■創業・創立／2008年
■資本金／ 4,950万円
■売上高／ 53億2,700万円 （2015年3月期）
 49億円 （2016年3月期）
 46億円 （2016年12月期）
■従業員数／102名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

QC グループ

松原 成孝さん

33



こうなんでんき　

甲南電機㈱

商品開発は、皆で試作品を評価

〒663-8133 西宮市上田東町4番97号  TEL.0798-40-6600

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

私たちの会社は、1940年の創業以来、空気圧・油圧をベースとした流体制
御技術を用いて、工場や生産設備の自動化、省力化機器を製造・販売してい
ます。
長年にわたり日本国内の電力・製鉄・製紙・機械産業など基幹産業をはじ
め、あらゆる「ものづくり」現場の発展を支えるとともに、世界の生産プラ
ントや製造設備でその信頼性を実証し続けています。

昭和 17 年、西宮市上鳴尾に最初の工場を建設以来、軸足（本
社・本社工場）は西宮市においてきました。舞台を日本国中
そして世界に広げてきましたが、生まれ育った西宮市を大切
にしています。地元出身の先輩方も多く活躍しています。

甲南電機（株）

■創業・創立／1940年
■資本金／ 4億7,900万円
■売上高／ 54億7,600万円（2014年8月期）
 55億6,800万円（2015年8月期）
 53億   200万円（2016年8月期）

■従業員数／180名
■平均年齢／47.4歳
■業態／一般機械器具製造業

代表取締役会長（CEO）

宮内 壽一さん
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こにしいんさつしょ

㈱小西印刷所

西宮本社社屋

〒663-8225 西宮市今津西浜町２番60号  TEL.0798-35-1331

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

株式会社小西印刷所は、1926年（大正15年）創業の西宮市に本社を構える総
合印刷会社です。おかげさまで2016年（平成28年）に創業90周年を迎えまし
た。これまでの感謝と100周年へ向けて、“90年に感謝をこめて-伝える「人と
技術」を未来へ”をスローガンとし、原点回帰を図り「ゼロからの出発」の
意味を込めて「老舗刷新」を念頭にこれからも経営基盤を強化し、一方で先
進の印刷・情報テクノロジーを構築したビジネスを展開してまいります。

印刷物は生活の一部です。新聞・雑誌、広告・看板、電車の中吊り、
皆さんの教科書もそうです。この業界も完全機械化およびＩＴ化
されて久しいですが、それらを動かす人の職人気質は今も変わり
なく、お客様に満足と感動を与えられる職業だと感じています。

（株）小西印刷所

■創業・創立／1926年
■資本金／6,050万円
■売上高／非公開
■従業員数／85名
■平均年齢／43.5歳
■業態／印刷業

生産部 次長

古田 和久さん
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こにししゅぞう

小西酒造㈱

本社・富士山蔵

〒664-0845 伊丹市東有岡2丁目13番地  TEL.072-775-0524

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

創業1550年。清酒「白雪」の販売を通じて未来志向の伝統酒類総合食品企
業を目指す当社では「座・コミュニケーション」という消費者の視点に立っ
た発想のもと、お酒を飲む機会と場面を新しく創造し、それに即した商品を
提供しています。
また、クラフトビールを核とした複合施設「白雪ブルワリービレッジ長寿
蔵」もこの視点に立ち、消費者との具体的な接点づくりを意図して運営して
います。
1988年よりベルギービールの輸入を始め全国に人気を博しています。

1550 年 ( 天文 19 年 ) 清酒発祥の地「伊丹」で創業しました。
歴史と伝統を守りつつ、日本酒だけでなくビールやワイン造
りも行う「ユニークな創造醸造メーカー」を目指して、今も
なお革新を続けています。

小西酒造（株）

■創業・創立／1550年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 55億円（2015年3月期）
 50億円（2016年3月期）
 45億円（2017年3月期）
■従業員数／160名
■平均年齢／45.0歳
■業態／食品製造業

取締役 総務部長

山村 徳廣さん
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さんわけんせつ

㈱三和建設

宝塚市旭町の本社社屋　CI マークのツタが目印

〒665-0835 宝塚市旭町3丁目2番10号  TEL.0797-84-3411

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

宝塚を中心に、阪神間でご愛顧いただき53年。地元密着の建設会社とし
て、戸建住宅（木造、鉄筋コンクリート造）、マンション、テナントビル、
教育・医療・介護施設等、幅広い建築の提案、設計、施工を行い、不動産仲
介、賃貸管理、リフォームに至るまで、あらゆるご要望にお応えしていま
す。堅実に無借金経営を継続し、西宮、伊丹に住宅展示場を出展。2018年
１月には、楽しい暮らしを体感していただくことが出来る大規模ショールー
ムを備えた５階建の本社新社屋が完成。
「お客様に幸せを届ける住まいづくり街づくり」を掲げて、全社員が一丸と
なって取り組んでおり、これからも風通しの良い社風で、若い仲間をお待ち
しています。

自宅のある宝塚で、地域に根ざした企業で働きたいと思い入社し、
優しい先輩方に仕事を教わっています。自社で建てた建物が街のあ
ちらこちらにあり、設計施工一貫の対応で、大工さんや専門分野の
方々とも協力して建物を作り上げていくことに喜びを感じています。

（株）三和建設

■創業・創立／1965年
■資本金／ 9,984万円
■売上高／ 60億円（2014年12月期）
 60億円（2015年12月期）
 60億円（2016年12月期）
■従業員数／87名
■平均年齢／35.0歳
■業態／建設業

木造建設部 施工管理

福永　遼さん
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しみずでんせつこうぎょう

清水電設工業㈱

尼崎本社

〒660-0822 尼崎市杭瀬南新町1-12-6  TEL.06-6488-1501

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

創業者の清水春義がこの尼崎に生活拠点と会社を立ち上げ、最初は生活のた
めからお客様のため、さらに従業員のため、地域貢献へと当社の存在意義が
変わってきています。
当社は企業としての成長が企業にとっても地域にとってもプラスになること
と信じています。当社は創業より69年ですが、100年企業を目指して、た
くさんの方々に当社を知っていただこうと日々努力しています。

尼崎市には世界で活躍する企業が弊社以外にもたくさんあり
ます。そんな魅力いっぱいの地元企業にも興味を持って欲し
いと思います。

清水電設工業（株）

■創業・創立／1958年（創業1949年）
■資本金／6,300万円
■売上高／非公開
■従業員数／33名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

代表取締役

清水 博之さん
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しんこうけんざいこうぎょう

神鋼建材工業㈱

2013 年 5 月 本社所在地内に新社屋が竣工

〒660-0086 尼崎市丸島町46番地  TEL.06-6418-2621

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

当社は、神戸製鋼グループの一員として、主に公共事業の分野で、ガード
レール等の道路土木製品、落石を防ぐ防災製品等を提供する総合建材メー
カーです。
私たちは、安全・安心・快適な「美しい国づくり」を目指して、人と環境に
やさしいオンリーワン商品を提供すべく、開発・製造に取り組んでいます。

私が携わった製品を道路などの身近な場所で目にした時、大きな喜
びとやりがいを感じます。また、兵庫県尼崎市で作られた製品が全
国各地で人々の役に立っていることも誇りに感じています。皆さん
も是非、私たちと一緒に「美しい国づくり」を目指しましょう。

神鋼建材工業（株）

■創業・創立／1949年
■資本金／35億56万円
■売上高／非公開
■従業員数／252名
■平均年齢／39.8歳
■業態／金属製品製造業

製造部 景観・防音室長　　

濱田 秀徳さん
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しんせいてくにかる

㈱新征テクニカル

平成29年４月１日 新入社員入社式後　集合写真

〒660-0805 尼崎市西長洲町2丁目2番48号　TEL.06-6482-6887

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

弊社は創業以来、お客様の要求に即答できる工場、信頼される企業を目指し
ております。
製造業として最も大切な人の持つ技の最大限の可能性を引き出し、創業時の
心をいつまでも忘れることなく、激しく変化していく時代に乗り遅れないよ
うに、常に新しい技術に挑戦していく企業でありたい。難しいとされる仕事
であっても断らないをモット－に不断の努力を続けております。

もの作り尼崎の鉄工所です。お客様が笑顔で納得してくださるよう、
日々製品作りをしています。信頼される製品作りで一番大切なのは人
と人の信頼関係です。社員全員がいつも笑顔で製品作りに励んでいま
す。そんな楽しい職場を是非一度、笑顔で見学に来てみてください。

（株）新征テクニカル

■創業・創立／1965年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 非公開
■従業員数／16名
■平均年齢／35.0歳
■業態／製造業

製造部 機械Ｇグル－プ長

秋山 武弘さん
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せっつかーとん いたみこうじょう

セッツカートン㈱伊丹工場

セッツカートン㈱　本社および伊丹工場事務所棟

〒664-0845 伊丹市東有岡5丁目33番地  TEL.072-782-6701

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

私たちセッツカートン株式会社は、1947年に段ボール原紙等の板紙製造を
目的として創業した旧セッツ株式会社の段ボール部門を継承し、1999年３
月に設立されました。
総合パッケージメーカーとして技術力を活かし、自社・直営13工場、関連
子会社７社の製造拠点から、全国のお客様に高品質の段ボール製品を提供し
ています。この「古くて新しい素材」段ボールを通して、広く社会に貢献で
きる企業として歩み続けてまいります。

伊丹工場は、2011 年にリニューアル更新工事を実施、その
後も最新の生産設備を導入している「歴史ある新しい工場」
です。日々多くのお得意先様に製品を供給し、いつも活気の
ある工場を是非、見学しに来てください。

セッツカートン（株）伊丹工場

■創業・創立／1999年
■資本金／ 4億円
■売上高／ 401億円（2015年3月期）
 428億円（2016年3月期）
 447億円（2017年3月期）
■従業員数／82名
■平均年齢／38.0歳
■業態／段ボール製造業

伊丹工場 総務部 総務課

井ノ口 善隆さん
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たかまるこうぎょう

髙丸工業㈱
〒662-0925 西宮市朝凪町1-50 JFE西宮工場内  TEL.0798-38-9200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

髙丸工業㈱は、1985年からロボットメーカにこだわらない独立系システム
インテグレーターとして、各種産業用ロボットシステムの設計製作やロボッ
トシステムの導入支援を行っている会社です。
また、株式会社ロボットテクニカルセンターも運営しており、産業用ロボッ
ト特別安全教育を実施し、ロボット人材の育成に取り組んでいます。経済
産業省はじめ各方面からの注目度も高く、2017年秋には東京に「ＲＴＣ東
京」を開設しました。
当社は『自立したロボットシステムインテグレーターとして誇りを持ち、特徴
ある製品を創り出し、あらゆる製造業の生産性の向上に貢献し、社会の発展に
寄与する』という経営理念のもとに、ロボット利活用時代を目指しています。

日本政府は、アジア諸国との競合により発生するコストリスクと、少
子高齢化での生産年齢人口の減少による生産性停滞解消のため、ロ
ボットによる新たな産業革命を提案し、様々な施策を打ち出していま
す。当社の技術が日本の産業界の発展に寄与できると確信しています。

髙丸工業（株）

■創業・創立／1967年
■資本金／ 8,500万円
■売上高／ 4億4,581万円（2014年8月期）
 5億8,996万円（2015年8月期）
 6億5,701万円（2016年8月期）
■従業員数／27名
■平均年齢／39.6歳
■業態／生産用機械製造業

代表取締役

髙丸　正さん

平成25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
ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2012 兵庫県知事賞 受賞
兵庫県立地支援企業

生産性の向上に挑戦するロボットシステムインテグレーター
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たからづかさざんかふくしかい

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

ケーキなど法人製品の直売店「SanQ」

〒665-0825 宝塚市安倉西3-1-5  TEL.0797-83-6544

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

宝塚さざんか福祉会は、1977年に設立された法人で、知的障がいのある方
を支援する施設等を運営しています。
７か所の通所施設、１か所の入所施設、そして20か所のグループホームを運
営し、企業就職を支援する就業・生活支援センター、生活相談等を行う相談
支援センター、さらにはヘルパーステーションを運営するなど、知的障がい
者への支援を総合的、包括的に行っています。

仕事は楽しいです。いつも笑わせてくれる利用者さんとの生
活も楽しいです。話しかけ、望みをかなえてあげられると笑
顔が見られます。それがまた発見や工夫につながっています。
すべて利用者さんが教えてくれます。

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

■創業・創立／1977年
■資本金／ 100万円
■売上高／ 11億2,000万円（2015年3月期）
 11億9,300万円（2016年3月期）
 12億2,700万円（2017年3月期）
■従業員数／216名
■平均年齢／41.9歳
■業態／知的障害者支援サービス業

宝塚くるみの里

元治 里恵さん
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たけぞの （ほてるたけぞのあしや）

㈱竹園（ホテル竹園芦屋）

『ホテル竹園芦屋』の全景

〒659-0092 芦屋市大原町10-1-101  TEL.0797-31-2341

地元高校生へのメッセージ

企業データ

芦屋市

1946年に但馬牛専門の精肉店として創業以来、ホテル事業、レストラン事
業も展開しています。精肉店は芦屋本店の他、『阪急百貨店うめだ本店』内
にも出店しており、長年継承されてきた職人の目利きと技術による“こだわ
り”のお肉を提供しています。ホテルは芦屋の玄関口であるＪＲ芦屋駅前に
立地し、地域コミュニティの場として地元の皆様にもご支持をいただいてお
ります。
また、プロ野球球団に指定宿舎としてご利用いただいております。１階には
気軽に立ち寄れるカフェレストラン、３階には本格的なお肉料理を楽しめる
メインダイニング、９階には芦屋の眺望を楽しめるバーがあり、お客様のご
希望に応じて様々な食の愉しみを提供しております。

企業説明会で“竹園”を知りました。「ホテル」ということ
で厳しいイメージもありましたが、先輩、お客様が愛情を持っ
て接してくださるので楽しく働いています。日々勉強、日々
成長です。是非、一緒に働きましょう。

（株）竹園（ホテル竹園芦屋）

■創業・創立／1946年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 19億1,300万円（2015年1月期）
 20億9,300万円（2016年1月期）
 21億 39万円（2017年1月期）
■従業員数／276名
■平均年齢／39.3歳
■業態／ホテル業、精肉販売業

料飲部 料飲課

豊島 優子さん
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たつうまほんけしゅぞう

辰馬本家酒造㈱

左：本社、中央左：瓶詰工場、右：醸造工場

〒662-8510 西宮市建石町2番10号  TEL.0798-32-2701

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

清酒「白鹿」の醸造元で、江戸時代寛文二年（1662年）から350年以上に
わたり西宮の地で本業を変えることなく日本酒を造りつづけています。
「酒はつくるものではなく、育てるもの」を信念に、食が楽しく、美味しく
なる日本酒を目指しています。四季折々の様々な料理に合ったお酒を提案し
たり、食卓を豊かに彩るデザイン性のある商品を提供する事で、皆様が食と
会話を楽しむ、そんなシーンに寄り添える企業でありたいと考えています。

米からお酒を造りますが、当社はそれだけでなくお酒のある
食卓で皆様が笑顔になれることを目指しています。クール
ジャパンとして注目を浴びる日本文化の一翼を担い「米」を

「笑い」に変えるべく日々頑張っています。

辰馬本家酒造（株）

■創業・創立／1917年（創業1662年）
■資本金／ 9,000万円
■売上高／ 68億7,200 万円（2015年3月期）
 63億9,000 万円（2016年3月期）
 60億6,300 万円（2017年3月期）
■従業員数／144名
■平均年齢／43.7歳
■業態／清酒製造業

代表取締役社長

辰馬 健仁さん
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つかさこうぎょう

㈱司興業

関連会社を含め総勢 32 名で日々活動中です

〒665-0834 宝塚市美座2丁目15番15号  TEL.0797-86-6635

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

30年間積み重ねた信頼と実績で、鉄道土木工事・官公庁工事から一般土木
工事まで土木・外構・リフォーム・解体工事等を行っている会社です。
技術者・職人ともに直営班で仕事をすることにこだわり、安全・的確・誠実
をモットーに力を合わせ24時間体制で仕事をしています。土木技術者は営
業を兼任し、プランニング・設計・施工管理まで行っており、職人は大工・
左官・鍜治工・鳶・重機オペレーター等幅広く活躍しております。

地元で、地域に密着して働いてみませんか。近くに親が、友
達がいるこの街で、土木・建築技術者を目指したい方、職人
を目指したい方、創業以来赤字を出したことが無い、そんな
会社で共に働いてみませんか。

（株）司興業

■創業・創立／1985年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 6億9,000万円（2014年9月期）
 5億5,000万円（2015年9月期）
 6億2,000万円（2016年9月期）
■従業員数／15名
■平均年齢／49.0歳
■業態／総合建設業・不動産業・リテール事業

代表取締役社長

海山 鐘海さん

46



とうり

東リ㈱

カーペットや壁紙、カーテンなどの内装材メーカー

〒664-8610 伊丹市東有岡5-125  TEL.06-6494-1533

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

東リは来年、創業100年を迎えるトータルインテリアメーカーです。タイル
カーペットやプラスチック床材の分野でシェアNo.１を獲得しています。近
年では、技術力だけでなくデザイン力も高く評価され、これまでに数多くの
製品において“グッドデザイン賞”を受賞してきました。
オフィスにも、大型ショッピングセンターにも、空港にも、そしてみなさん
の学校にも…。普段何気なく過ごしている空間に東リの製品はあふれていま
す。

『自分が苦労して成し遂げた成果を、製品として“かたちに
残す”ことができる』、それが私たちの仕事のやりがいです。

「人々の生活に役立つ仕事がしたい」と考えている方、創業
100 年に向けて新しい東リを一緒に創っていきましょう！

東リ（株）

■創業・創立／1919年
■資本金／ 68億5,500万円
■売上高／ 560億3,400万円（2015年3月期）
 565億3,500万円（2016年3月期）
 553億8,700万円（2017年3月期）
■従業員数／826名
■平均年齢／40.2歳
■業態／製造業

人事部 人材企画グループ

黒﨑 裕之さん
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とくはつさんきょうせいさくしょ

㈱特発三協製作所

社屋正面

〒661-0975 尼崎市下坂部3丁目6番1号  TEL.06-4960-4300

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

創業1955年４月より60年に渡り兵庫県尼崎市において薄板金属バネの試
作、金型製造、量産加工までの一貫生産を行ってまいりました。
当社の特色としては、お客様のニーズに対応した薄板バネの形状提案や作業
効率の高効率化、低コスト化を図り、高精度の薄板バネをマルチフォーミン
グ機や精密プレス機により製造・販売いたしております。数量１個から数
十万個単位のロットまで、小ロット多品種生産が可能。
“お客様の想いをカタチに！”品質・環境の国際標準ISO９００１・
１４００１を認証取得済みです。　

私達のつくる ｢薄板金属ばね｣ は自動車、家電製品、医療製品、
レジャー製品の中に組み込まれ、表に出ることは少ないですが重
要な機能を果たし製品を支えるなくてはならない重要な存在で
す。私達の“ものづくり”は素直で真面目な諸君を応援しています。

（株）特発三協製作所

■創業・創立／1955年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 6億7,400 万円（2015年3月期）
 7億　140万円（2016年3月期）
 6億8,859万円（2017年3月期）
■従業員数／50名
■平均年齢／36.1歳
■業態／製造業

代表取締役社長

片谷　勉さん

ひょうごの成長企業
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とよた えるあんどえふ ひょうご

トヨタＬ＆Ｆ兵庫㈱

目指せ！地域一番の物流ドクター

〒662-0934 西宮市西宮浜2丁目29番地  TEL.0798-38-1678

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

自然豊かで多様な産業をもつ兵庫県。私たちのお客様は、食品・機械などの
メーカーや、物流・倉庫会社など多岐にわたります。そこで一番重要なこと
は「お客様の現場ニーズ」を把握することです。しっかりと現場を確認・調
査して、実際に働いている方々にヒアリングを行い、改善点や効率化できる
ポイントを洗い出して、お客様にご提案します。
私たちトヨタL&F兵庫の想いは、
・いつもお客様のために
・社員が、「自分の仕事に誇りをもてる」会社に
・人が育ち、会社が育つ
そんな想いを胸に、日々活動しています。

地元兵庫のさらなる発展を願って、生活しやすい、働きやす
い、楽しみやすい。
そんな兵庫にしていくために、若い力を発揮してください。

トヨタＬ＆Ｆ兵庫（株）

■創業・創立／1970年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 71億 7,231 万円（2015年3月期）
 80億1,307 万円（2016年3月期）
 83億5,285 万円（2017年3月期）
■従業員数／231名
■平均年齢／40.4歳
■業態／小売業

総務部 チームリーダー

吉岡 一夫さん
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ながせ

㈱永瀬

本社ビル

〒659-0064 芦屋市精道町10-12  TEL.0797-31-1644

地元高校生へのメッセージ

企業データ

芦屋市

「技術にきびしく。表現にやさしく。」芦屋市を中心に阪神間において建設
事業を通じて、地域社会の発展に貢献し続け90余年となります。
常にお客様に喜んでいただける建物の提供を心掛け、建物の設計・新築・増
改築からリフォーム、そして、百貨店やスーパーマーケットなどの商業施設
やホテル・オフィスビルなどの内装・改築工事も施工しております。施工技
術に妥協することなく、お客様の価値感を最優先し、あらゆるニーズに応え
られるようさらなる成長を目指します。

建設業界は、お客様目線・現場目線・経営目線、この３つの
目線が大切です。また、資格の世界と言っても過言ではあり
ません。目指せ資格取得。

（株）永瀬

■創業・創立／1925年
■資本金／ 4,000万円
■売上高／ 11億1,089万円（2014年1月期）
    9億3,787万円（2015年1月期）
    9億3,073万円（2016年1月期）
■従業員数／17名
■平均年齢／51.0歳
■業態／総合建設業

代表取締役社長

永瀬 隆一さん
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なかむら

㈱ナカムラ

全国のマンションに取付けられている当社製品

〒660-0803 尼崎市長洲本通1-11-10 TEL.06-6488-0801

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

当社は1966年10月に尼崎で創業し、2016年に50周年を迎えました。
住まいの｢安全･安心･快適生活｣をキーワードに、マンション向けのオリジナ
ル製品を自社開発している建材メーカーです。｢トビデール｣や｢ツバーサ｣と
いった多くのヒット商品を生み出し、全国に向けて販売しております。大手
デベロッパーや大手ゼネコンとの太いパイプを活かし、多様化するお客様の
ニーズに応えた新製品開発に取り組んでおります。
さらなる50年に向け「Try to Challenge」をスローガンに新しい事業領域
に挑戦していきます。

面格子の開発設計を担当しています。防犯が目的の面格子で
すが、脱出機能等の付加価値のある新製品の開発に携わって
います。ものづくりを通じて、社会に貢献していくことがや
りがいです。

（株）ナカムラ

■創業・創立／1966年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 11億   700万円（2014年7月期）
 11億1,200万円（2015年7月期）
 10億   400万円（2016年7月期）
■従業員数／20名
■平均年齢／43.2歳
■業態／製造業

開発設計部

山下 真一さん

ひょうごの成長企業
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なるとしざー

㈱ナルトシザー

（上）高級モデル：ティーガ・グレイン／（下）社屋

〒665-0821 宝塚市安倉北2-19-23  TEL.0797-81-1263

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

当社は理美容専門の鋏メーカーです。宝塚市の築40年近い社屋に、鋏の最
終仕上げを施すための業界最高峰とも呼ばれる職人技が凝縮された工場と事
務所を構えております。
ヘアスタイルの変化に伴い、カットの技術はこれまでどんどん進化してきま
した。理容師さん美容師さんが求める切れ味に合った鋏、刃の角度、持った
ときのフィット感など、多様化されたご要望にできるだけ対応し続けており
ます。
これからも鋏を通して、世界中の綺麗・格好いい、に「感動」をお届けして
いきます。

日本製の理美容鋏は世界のヘアスタイリストから品質が良く
使いやすいと高い評価をいただいています。そのなかでもナ
ルトシザーズは憧れの鋏と言われています。他にはない魅力
あるモノ造りの会社です。

（株）ナルトシザー

■創業・創立／1963年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 5億円　　　  （2015年5月期）
 5億4,000万円（2016年5月期）
 5億3,000万円（2017年5月期）
■従業員数／48名
■平均年齢／45.0歳
■業態／製造卸業

代表取締役社長

長谷川 敏雄さん
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にちわでんき

ニチワ電機㈱

兵庫本社及び本社工場の外観

〒669-1339 三田市テクノパーク12番地の5  TEL.079-568-0581

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

当社は創業以来、業務用電気厨房機器に特化して「食」業界の発展と共に歩
んできました。全国展開の有名外食・コンビニチェーン店や、有名ホテル・
スーパー・医療福祉施設・学校などに製品を提供しています。
製品のデザイン・寸法から小さなパーツに至るまで、全て自社で設計開発し
ています。こうしたこだわりがお客様に評価され、業務用電気厨房機器ブラ
ンドにおいて、トップクラスのシェアを誇るまでになりました。

プライベートでの食事や買い物で、自身で作った“NICHIWA”
製品を見かけることもしばしばあります。食の世界に貢献し
ていることを感じることで、日々の仕事にもやりがいを実感
できることでしょう。

ニチワ電機（株）

■創業・創立／1964年（創業1949年）
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 95億2,471 万円（2014年12月期）
 95億2,609 万円（2015年12月期）
 93億6,325 万円（2016年12月期）
■従業員数／210名
■平均年齢／39.8歳
■業態／製造業

代表取締役社長

岡田　望さん
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にっきせいさくしょ

㈱日輝製作所

職人と呼ばれる技術で、時代のニーズに応えていきます

〒666-0227 川辺郡猪名川町笹尾材ノ前11-1  TEL.072-768-1346

地元高校生へのメッセージ

企業データ

猪名川町

弊社は、金属プレス金型の設計・製作・加工会社として、昭和55年３月に
創業いたしました。
弊社の製品は、エレベーターや電子工作機械、エアコンのインバーターに使
用されています。車では、ハイブリット車のモーターやブレーキ部品、バッ
テリーヒューズなどに使用され、皆さまの身近な製品の中に組み込まれてい
ます。海外では、中国とベトナムの２拠点に進出し、現地企業にも納入し
ております。弊社の高い技術力が世界で必要とされています。

自然豊かな北摂・猪名川町で、国内だけでなく海外に視野を持ち、
事業展開をしております。また、若手社員を中心に「仕事わくわく
プロジェクト」を立ち上げ、新たな企業カルチャーを進めています。
高校 3 年生の皆さまには、求人応募前の職場見学を歓迎しています。

（株）日輝製作所

■創業・創立／1980年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 13億8,643 万円（2014年12月期）
 13億9,511 万円（2015年12月期）
 15億2,348 万円（2016年12月期）
■従業員数／110名
■平均年齢／39.0歳
■業態／電気部品器具製造業

生産企画部 部長

水落 輝孝さん
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 にぷろん

㈱ニプロン

平成 20 年に新社屋として尼崎市臨海地区に建設

〒660-0095 尼崎市大浜町2丁目57番地  TEL.06-6430-1101

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

ニプロンは産業用途で活躍する「電源」の専業メーカーです。「電源」とは
コンセントの電気を変換する装置で、パソコン・銀行ＡＴＭ・コンビニＰＯ
Ｓレジ・券売機・医療ＭＲＩ・通信用サーバー・太陽光発電装置など、さま
ざまな分野の機器に入って、社会全体を電気の分野で支えています。
ｌｏＴ時代に必要不可欠な、高信頼性・長寿命・高付加価値を大切にした製品
作りにこだわりを持っており、特許を多数取得した技術力にも自信がありま
す。
100億円の売上を目指して「まじめ」に頑張る会社です。

ニプロンでは毎年 5 ～ 10 名を採用し続けています。20 歳
代の若手社員が多く活躍しています。①製造リーダーになっ
てグループをまとめる人 ②ひたすら黙々と作業に打ち込む
人、どちらを選ぶかは、あなた次第ですよ。

（株）ニプロン

■創業・創立／1968年
■資本金／ 4億3,675万円
■売上高／ 48億8,000万円（2015年6月期）
 45億1,000万円（2016年6月期）
 45億9,000万円（2017年6月期）
■従業員数／214名
■平均年齢／35.5歳
■業態／電気機器製造業

総務部 係長

今井 雄一郎さん

兵庫県立地支援企業
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にほんさかり

日本盛㈱

西宮本社工場から全国へ清酒を出荷しています

〒662-8521 西宮市用海町4番57号  TEL.0798-32-2501

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

創業126年を超える清酒「日本盛」の蔵元である酒造メーカーです。
丹波杜氏の伝統の技と最新の醸造技術の調和が生みだす新しい酒造りに挑戦
しています。これまで非常にデリケートで品質管理が難しいとされてきた
「生原酒」をボトル缶にて発売。
また、酒造りのノウハウを活かした自然派基礎化粧品「米ぬか美人」シリー
ズや健康食品の企画・販売にも力を注いでいます。
ものづくりだけに終わらないお客様へのサービスや新しい施策の提案・企
画・開発を行っていき、「もっと」成長できる企業を目指しています。

「伝統のある古い会社」「日本酒の会社」と言われることもあ
りますが、日本酒だけでなく化粧品や健康食品の販売など新
しい分野へも常にチャレンジしています。地元の企業を一緒
に盛り上げていきましょう。

日本盛（株）

■創業・創立／1889年
■資本金／5億7,900万円
■売上高／非公開
■従業員数／255名
■平均年齢／43.3歳
■業態／製造業

人事総務部

小澤 美夏さん
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にっぽんふれっくすこうぎょう

日本フレックス工業㈱

＜本社・伊丹工場＞ＪＲ伊丹駅から徒歩 7 分です

〒664-0845 伊丹市東有岡3-64　TEL.072-782-6521

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

私たちはコントロールケーブルの専門メーカーとして、兵庫県伊丹市にあり
ます本社・伊丹工場をはじめ、山崎工場（兵庫県宍粟市）、関連会社のニチ
フレ千草（兵庫県宍粟市）、ニチフレ島根（島根県飯南町）の各拠点より、
世界に通用する優れた製品を開発・供給しています。その高性能・高品質の
コントロールケーブルは、自動車をはじめ自転車や農業機械などの分野で重
要な機能部品として利用されています。そして「吾々は、フレキシブルケー
ブルの新たな付加価値を創造し、そのマーケットの第一人者となる」の経営
理念のもと、医療・福祉機器や事務機器、鉄道といった新たな分野へ挑戦す
ることで、コントロールケーブルが持つ無限の可能性を広げていきます。

私たち若手社員は貴重な戦力として最前線で活躍していま
す。「メーカーで働いてみたい！」「社会に役立つモノづくり
に挑戦したい！」「世の中にないモノを開発したい！」とい
う意欲ある方に、ぜひ来ていただきたいと思っています。

日本フレックス工業（株）

■創業・創立／1962年
■資本金／ 8,349万円
■売上高／ 30億円（2015年3月期）
 29億円（2016年3月期）
 29億円（2017年3月期）
■従業員数／92名
■平均年齢／43.1歳
■業態／製造業

ケーブル技術課

森岡 みずきさん
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のせでんてつ

能勢電鉄㈱

絹延橋駅～滝山駅間を走行する 5100 系車両

〒666-0121 川西市平野一丁目35番2号  TEL.072-792-7200

地元高校生へのメッセージ

企業データ

川西市

当社は1908年に能勢妙見宮への参拝者と能勢地方の産物の輸送を目的に創
立した会社です。
1913年、川西能勢口駅～一の鳥居駅間で営業を開始し、その後、妙見口駅
まで延長するとともに、1978年には山下駅～日生中央駅の運転を開始し、
現在、妙見線・日生線の2路線の鉄道事業を行っています。
また、兼業として賃貸事業ならびに貸農園事業、妙見の森ケーブル・リフ
ト、妙見の森バーベキューテラス等の営業を行うなど事業領域を拡大してい
ます。

当社は、鉄道事業を営む当社の信用の源泉である「輸送の安
全の確保」に係る行動規範を遵守し、社会人としてやるべき
こと・決められたことを愚直に実行でき、常に向上心を持っ
て行動できる人材を求めています。

能勢電鉄（株）

■創業・創立／1908年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 40億2,763万円（2015年3月期）
 40億5,829万円（2016年3月期）
 40億6,361万円（2017年3月期）
■従業員数／179名
■平均年齢／47.7歳
■業態／鉄道業

総務部 総務人事課 総務係長

久保田 圭吾さん
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はーどぐらすこうぎょう

ハードグラス工業㈱

エコガラス（複層ガラス）生産：空港第１工場

〒664-0831 伊丹市北伊丹7丁目79番地  TEL.072-784-2506

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

創業以来、強化ガラス・建築用ガラスへの需要に的確に応えるため、製品品
質と機能向上に注力してまいりました。強化ガラスドア国内シェアNo.１企
業として、人と環境に配慮した高機能性に加え、高い安全性と次の世代につ
なげるエコロジーな製品作りに取り組んでおります。
安全ガラス（強化ガラス、合わせガラス）、エコガラス（複層ガラス）の総
合メーカーとして、社会とお客様と共存、共栄する企業であり続けたいと考
えております。

会社と共に成長したいという、前向きな意欲のある方には、
最適な環境がそろっていると思います。共に挑戦し、喜びを
分かち合える仲間を求めています。活気ある職場を一緒につ
くりましょう。

ハードグラス工業（株）

■創業・創立／1970年
■資本金／ 2億120万円
■売上高／ 36億1,000 万円（2015年3月期）
 38億5,000 万円（2016年3月期）
 36億6,800 万円（2017年3月期）
■従業員数／208名
■平均年齢／40.1歳
■業態／安全ガラス製造業

専務取締役

下岡 正典さん
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ぱっく・みずたに いたみじぎょうしょ

パック・ミズタニ㈱伊丹事業所

関西でも数少ない特殊大型印刷機が活躍

〒664-0831 伊丹市北伊丹6-44-5　TEL.072-782-6501

地元高校生へのメッセージ

企業データ

伊丹市

平成30年、創業110年を迎える「トータルパッケージング」の会社です。
兵庫県伊丹市にある伊丹事業所を中心に、西宮市、九州は大分県宇佐市の３
拠点で、一般段ボールおよび特殊強化段ボールの加工、販売を手掛けます。
ものづくりから物流まで多種多様な業態に挑戦し続けています。
東日本大震災の際には、宮城県の避難所にパーテーションを送りました。そ
ういう実績を踏まえ、兵庫県伊丹市、大分県、大分県宇佐市と防災協定を結
び、ダンボールベッドなどの要請に応える準備も怠りません。
「包む」というメッセージを大事に、お客様を含め広く社会に貢献しており
ます。

高校卒業後 10 年を経ていま、大型印刷機の操作、指導を任
されています。やる気があれば、いろいろな機会を与えてく
れます。是非、わが社でいろいろなことにチャレンジしてく
ださい。

パック・ミズタニ（株）伊丹事業所

■創業・創立／1909年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 15億8,380万円（2015年3月期）
 14億8,646万円（2016年3月期）
 15億4,504万円（2017年3月期）
■従業員数／32名
■平均年齢／42.3歳
■業態／製造業

製造部

寺西 慶祐さん
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はんしんていおん

阪神低温㈱

西宮に本社のある冷凍食品メーカーです

〒662-0977 西宮市神楽町12-19  TEL.0798-36-1101

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

当社は、世界中の農水産品を自社工場で加工し、シーフードミックスやイカ
リングフライなど魚介を中心とした冷凍食品を皆様に提供しています。単に
おいしいだけではなく、安全・安心できる新鮮な商品作りにこだわり、徹底
した品質管理体制の工場で生産しています。
また、『皆様に必要とされる企業』を目指し、地域社会の一員としてスポーツ
チームの公式スポンサーなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

自分が高校生の頃に食べた学校給食での思い出の冷凍食品の
会社です。冷凍食品について興味・関心のある皆さん、ぜひ
故郷のすごい冷凍食品会社を知っていただけると嬉しいです。

阪神低温（株）

■創業・創立／1967年
■資本金／ 7,900万円
■売上高／ 66億2,547万円（2015年3月期）
 58億8,563万円（2016年3月期）
 60億3,349万円（2017年3月期）
■従業員数／80名
■平均年齢／46.5歳
■業態／食品製造業

総務部 主任

塩貝 武史さん
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ぴかそびかがくけんきゅうしょ こすめぱーくこうべべい

㈱ピカソ美化学研究所 コスメパーク神戸ベイ

西宮浜の工場には、およそ 300 人のスタッフがいます

〒662-0934 西宮市西宮浜3丁目9番1号  TEL.0798-38-7752

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

当社は創業83年と歴史のある、化粧品のODMメーカーです。ODMとは、
取引先企業のブランド商品を当社がゼロから企画提案し製造することです。
社名こそ表には出ませんが、店頭販売や通信販売を問わず、誰もが知る有名
化粧品を数多く手がけており、実は業界では知名度・シェアともに抜群の経
団連加盟企業です。
異業種参入してきた企業とのコラボや、海外展開も非常に好調です。これか
らもトレンド商品を数多く提案し続けていきます。

化粧品とは、みんなに笑顔や元気を与えるものだと思います。
地元の先輩は男女問わず非常に多く、仲のいいアットホーム
な会社です。社内でのイベントも盛りだくさんで、夏祭りや、
社員旅行等、毎年楽しく実施しています。

（株）ピカソ美化学研究所 コスメパーク神戸ベイ

■創業・創立／1935年
■資本金／ 8,000万円
■売上高／ 104億   600万円（2014年3月期）
 104億   800万円（2015年3月期）
 106億4,900万円（2016年3月期）
■従業員数／350名
■平均年齢／42.7歳
■業態／製造業

管理本部 総務部

柴田 浩年さん
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ふくすけ（ふくすけぐるーぷ）

㈲福助（福助グループ）

本店「福助」

〒669-1535 三田市南が丘1-50-3　TEL.079-563-1660

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

１店舗の屋台からはじまった福助グループは、現在、三田市内を中心に、和
食５店、居酒屋６店、食堂２店、ラーメン店10店を運営しています。
また、グループに農業法人を持ち、自社農園にて酒米や野菜作りもしていま
す。「食を通じて周囲の全ての人々に笑顔を提供する」を理念にし、三田の
食材を積極的に使って四季折々のお料理を提供しています。
スタッフには充実した研修制度を設け、独立支援制度も整備。どのような
キャリア展開を望む方にも会社として応援する体制を整えています。創業
23年目ですが、まだまだ若さ、チャレンジ精神を忘れずに、新しいことに
貪欲に取り組み、地域に「おもろい」を提供できる企業を目指します。

高校生の時のアルバイトからスタートして、未経験でしたが、一生懸命やって
いるうちに、５年目に新店舗の店長業務を任されることになりました。やる気
のある人を評価してくれるこの会社でよかったなと思っています。周りの人は
見てくれているので、皆さんも一生懸命になれる仕事を探してください。

（有）福助（福助グループ）

■創業・創立／1995年
■資本金／ 1,500万円（グループ計）
■売上高／ 非公開
■従業員数／350名
　　　　　（グループ計：パート・アルバイト含む）
■平均年齢／32.0歳
■業態／飲食業

三田市役所内さんさん食堂 店長代理

藤沢 毬生さん

ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2012 産業労働部長賞 受賞
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ふじ・でーた・しすてむ

㈱フジ・データ・システム

本社屋上　集合写真

〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目21番14号  TEL.06-6401-1211

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

当社は技術力と品質の高さで多くのお取引様と長年の信頼関係を構築してい
ます。同時に従来のソフトウェア開発企業の枠組みにとらわれず、様々な
メーカーとのコラボレーションを通して、お客様の多様なニーズに応えてい
くことができるソリューション提供型企業として、日々成長しています。
技術者集団の会社として矜持を保ち続けるため、人材教育には特に力を入れ
ています。技術者レベルが一目でわかる保有技術表により、技術を明確にし
て目標を設定することで、スキルアップに役立てています。これにより社内
の意欲的な技術力の向上とモチベーションの維持につなげています。

「人」の成長なくして、「企業」の成長なし。
単なるソフトウェア、ハードウェアの技術者に留まることは
なく、当社の社員はお客様のお困りごとを解決提案できる幅
広い技術と能力を身につけた技術者として活躍しています。

（株）フジ・データ・システム

■創業・創立／1978年
■資本金／ 4,000万円
■売上高／ 8億     63万円（2015年3月期）
 6億5,058万円（2016年3月期）
 8億7,522万円（2017年3月期）
■従業員数／40名
■平均年齢／43.0歳
■業態／ソフトウェア業

代表取締役社長

藤嶋 純子さん
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ふるのそふてっく

㈱フルノソフテック

アットホームながら活気あふれる職場です

〒662-8580 西宮市芦原町9番52号  TEL.0798-63-1168

地元高校生へのメッセージ

企業データ

西宮市

私たちは1990年５月に古野電気株式会社（東証一部上場）の全額出資によ
り、コンピュータシステムとソフトウエア開発のスペシャリスト集団の会社
として誕生しました。
これまで私たちは、最新の技術にチャレンジし、高度なシステムやソフト
ウェアの開発を行ってまいりました。そして、開発したソフトウエアは様々
な製品に組み込まれ、世界中の国々で利用されております。
今後も、すべてのお客様から満足いただけるよう、品質、価格、納期に優
れ、使う人の立場に立った製品の提供を目指してまいります。

私たちは「ソフトウエア」を「ハードウエア」と「人」を繋ぐ通訳者であ
ると考え、グローバル市場へ向け、多角的視点をもって開発に取り組
んでおります。皆さんが今後どのような仕事に就くにせよ、グローバ
ル化を見据えた多角的な視点と柔軟な思考をぜひ心掛けてください。

（株）フルノソフテック

■創業・創立／1990年
■資本金／ 3,000万円
■売上高／ 7億8,730 万円（2015年2月期）
 8億4,543 万円（2016年2月期）
 7億8,577 万円（2017年2月期）
■従業員数／60名
■平均年齢／36.6歳
■業態／情報通信業

代表取締役社長

村越 英之さん
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まつだぽんぷせいさくしょ

㈱松田ポンプ製作所

神崎サマンダ工場にて鋳造中の様子

〒665-0022 宝塚市野上2-6-14  TEL.0797-71-8585

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

約100年間、一貫して耐酸耐蝕耐摩耗ポンプを製作してきました。
耐酸ポンプ：塩酸、硫酸のような強酸に耐えるポンプ
耐蝕ポンプ：錆びにくい材料で作ったポンプ
耐磨耗ポンプ：小さい粒子が混ざった液に耐えるポンプ　の事です。
弊社のポンプはこのように特殊で、普段私たちが目にしないけれど重要な産
業（製鉄・発電・重化学工業等）で使用されています。海外でも東南アジ
ア・中国・東アフリカ・南米等のプラントで数多く使用されています。
また、火力発電所内の排煙脱硫装置（石炭等を燃やした後の空気をキレイに
する装置）への納入実績が多数あり、地球環境保全に一役かっています。
2014年には宝塚市では初めて、ひょうご仕事とバランスの10企業に選ばれ
ました。

中小企業はやる気があれば自分で会社を変えていけます。材
料から研究開発し、全工程を社内製作しているポンプメーカー
は弊社だけです。ポンプって何？と少しでも気になったなら、
ぜひ気軽に工場見学へ来てください。お待ちしています。

（株）松田ポンプ製作所

■創業・創立／1916年
■資本金／ 4,950万円
■売上高／ 14億3,480万円（2015年3月期）
 14億4,284万円（2016年3月期）
 15億2,047万円（2017年3月期）
■従業員数／53名
■平均年齢／45.5歳
■業態／製造業

総務部

松田 侑子さん

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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みつわ

㈱ミツワ

川西市に本社、丹波市と神戸市北区に支店があります

〒666-0024 川西市久代2丁目2-1  TEL.072-759-4424

地元高校生へのメッセージ

企業データ

川西市

私たち株式会社ミツワは、約60年前に薪や炭など固形燃料の販売から商売
を始めました。そしてガソリンスタンドやＬＰガスの販売に移行し、お客様
を広げていきました。今では、太陽光を含めた総合的なエネルギー提案とと
もに、リフォーム事業、バナジウム天然水の宅配事業、ドコモショップの運
営、販売から車検・整備・鈑金まで全部任せていただけるカーライフ事業な
ど、暮らしの中で必要な商品は何でも提案できる充実したラインアップで
す。2015年には初めての飲食事業として、カフェ珈乃香（かのか）をオー
プンし、続いて2017年、２号店となるKANOKAオアシスタウン伊丹鴻池
店をオープンしました。これからも常にお客様のご要望にお応えできるよう
努力していきます。

川西市には規模は小さくても、地元に根差して個性的かつ精
力的に活動されている企業がたくさんあります。ぜひ、皆さ
んの持てる若い力を、皆さんを育ててくれた地元で発揮して
ください。

（株）ミツワ

■創業・創立／1960年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 123億9,100万円（2014年6月期）
 102億9,800万円（2015年6月期）
   89億3,800万円（2016年6月期）
■従業員数／272名
■平均年齢／40.0歳
■業態／卸売・小売業

執行役員 総務部 部長

細谷　英さん
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みやもとこうむせっけいじむしょほーるでぃんぐす

㈱宮本工務設計事務所HD

環境と調和の新空間を創造する技術者集団

〒665-0022 宝塚市野上1丁目2番34号（宮本ビル）  TEL.0797-71-0431（代）

地元高校生へのメッセージ

企業データ

宝塚市

㈱宮本工務設計事務所HDの、建築設計部門と補償分析部門の全てを㈱宮本
設計に、土木設計部門と測量設計部門の全てを㈱アアク設計に移行。73年
の伝統と実績全てを分社し引き継ぎさし、関連会社を含む６社からなる綜合
設計事務所で住宅設計から公共建物・教育施設・福祉施設等の設計、測量設
計から街づくり設計まで幅広く専門組織として地域社会に貢献し、おかげさ
まで官公庁・民間等多方面の方々にご愛顧いただき感謝しております。ま
た、阪神大震災に際し、被災地内にある当事務所半世紀の作品（大型物件約
1000件）においては、ほとんど被害はありませんでした。CADのパイオニ
ア（３次元）A I に向かって努力中です。

①技術・研修（社会研修・海外研修）②信用（無借金）③地域貢献（地
域に 70 年余り）これら３つを柱に歴史を刻み、世の中で人の役に立つ
実績を積んでまいりました。好奇心のある若者には創造する希望を持ち、
将来、世の中に喜んでもらえる職業を見つける努力をしてほしいです。

（株）宮本工務設計事務所HD

■創業・創立／1946年
■資本金／ 4,900万円（グループ計）
■売上高／ 5億4,000万円（2014年8月期）
 5億5,000万円（2015年8月期）
 5億9,000万円（2016年8月期）
■従業員数／約70名（グループ計）
■平均年齢／45.0歳
■業態／技術サービス業

代表取締役

宮本 博司さん

（グループ計）
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もりた

㈱モリタ

アジア最大級の消防車工場

〒 669-1339 三田市テクノパーク1番地の5  TEL.079-568-7800

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

株式会社モリタは、日本国内シェアNo.1、売上高世界３位の消防車メー
カーです。
1907年に創業し、日本で初めてガソリンエンジン付き消防車の開発に成功
して以来、日本初・世界初の製品開発に取り組んできました。
「一人でも多くのいのちを救いたい」という願いのもと、各地域に最適な１
台を提供するため、お客様の要望に基づいて１台１台オーダーメイドで消防
車を生産しています。いまや、私たちの活躍フィールドは日本だけでなく、
アジア・中近東・欧米へと海外100か国以上に広がっています。
日本で販売される消防車の半分、そして日本から海外へ輸出される消防車た
ちが、兵庫県三田市の工場で造られています！

日本の消防車の約６割、そしてモリタが海外へ輸出する消防車のすべてが、兵
庫県三田市の工場でつくられています。人の命を守る製品をつくる使命感と、
モリタの技術者たちの熟練の技巧が、消防車となり街を守っています。兵庫県
の皆さん、私たちと一緒に世界の人々の「いのちを守る」仕事をしましょう！

（株）モリタ

■創業・創立／1907年
■資本金／10億円
■売上高／非公開
■従業員数／366名
■平均年齢／39.9歳
■業態／製造業

人事部 人事課 課長代理

東尾　薫さん
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もりたてくのす

㈱モリタテクノス

工場内の作業風景です

〒669-1339 三田市テクノパーク32番地  TEL.079-568-7171

地元高校生へのメッセージ

企業データ

三田市

総合防災企業㈱モリタホールディングスのグループ会社です。主な業務内容
は消防はしご車をメインとする消防車両のメンテナンスやアフターサービス
および制御装置の製造販売です。
また、国際商品部では、ドイツの消防はしご車および海外製品の輸入販売も
しております。
心をこめたモノづくりと、絶えざる技術革新によって『安全で住みよい豊か
な社会』に貢献することを企業理念とし、日々業務に奮闘しております。

今年、モリタテクノスに入社しました。この会社を志望した理由は、人の
命を守るための消防車を作るという事が素晴しい事だと思ったからです。
会社の雰囲気は若い社員も多く、活気があり、皆が協力し合いアットホー
ムな職場環境です。誰から見ても良い感じでとてもいい職場だと思います。

（株）モリタテクノス

■創業・創立／1997年
■資本金／1億円
■売上高／ 非公開
■従業員数／139名
■平均年齢／43.4歳
■業態／修理・サービス業

整備調達課 整備

中村 汰世さん
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よどがわかこういんさつ

淀川加工印刷㈱

本社で 42 名　近隣コスモ工場 27 名、物流センター 26 名

〒660-0834 尼崎市北初島町16-6  TEL.06-6488-2451

地元高校生へのメッセージ

企業データ

尼崎市

社長が40代、幹部社員も30代～40代と若い会社です。食品包装用フィルム
の印刷加工販売をメインとしており、大手製パンメーカー様と直接のお取引
をさせていただいております。
また、2016年７月より食品事業部を立ち上げ、お客様の販促に繋がるよう
な原料等の提案もさせていただいております。
また、店舗運営課といたしまして宝塚にてコールドプレスジュースを主体と
した健康をキーワードにした販売を「LASANTE（健康）」という店名で展
開しております。

当社は、京セラ創業者であり経営の神様である稲盛和夫氏の
経営手法を取り入れ、ただいま勉強・実践中であります。企
業は、人なりです。学歴では、ありません。人の成長無くし
て企業の成長は、ありません。利他の心を育みましょう。

淀川加工印刷（株）

■創業・創立／1957年
■資本金／ 3,200万円
■売上高／ 24億3,631万円（2015年5月期）
 24億8,833万円（2016年5月期）
 24億3,000万円（2017年5月期）
■従業員数／95名
■平均年齢／39.5歳
■業態／製造業

代表取締役社長

田中 規貴さん
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