
地元高校生へのメッセージ

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

　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はじ
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。

■設立（創業）／創業1550年
■資本金／1億円
■売上高／22億円
　（2021年3月期）
■従業員数／125名
■平均年齢／46.0歳
■業態／食品製造業

佐野 浩之
富士山蔵醸造課 課長

企業データ

味づくり幸せづくりひとすじに

公式サイト

小西酒造㈱

伊
丹
市
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地元高校生へのメッセージ

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

　高層ビルや橋
きょうりょう

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いたる所で
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でき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、
ボルトに必要な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。

■設立（創業）／1948年
■資本金／1,100万円
■売上高／23億3,000万円
　（2020年6月期）
■従業員数／47名
■平均年齢／40.4歳
■業態／金属部品製造業

樹下 雄真
総務部 サブマネージャー（課長）

企業データ

ボルトやねじを、鋼線から完成品まで一貫生産

さんだてっく

㈱サンダテック
公式サイト

㈱サンダテック

三
田
市
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地元高校生へのメッセージ

さんわけんせつ

㈱三和建設

５階建ての本社 住まいの創造ショールーム

〒665-0827 宝塚市小浜3丁目11番11号
TEL.0797-84-3434

　宝塚を中心に、阪神間でご愛顧いただき
57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。楽しい暮らしを体感していただける、
大規模ショールームを備えた５階建ての本社
社屋も活用し、「お客様に幸せと安心をお届
けする住まいづくり、街づくり」を掲げて、
全社員が一丸となって取り組んでいます。社
会に誇れる人づくりを進め、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。

人と話すのが好きで、一生に一度の買物である建築営業を選びました。
社員が温かく、気軽に話せて質問に答えてくれ、入社して良かったと思っ
ています。お客様の人生経験談を聞けて勉強になり、まだ一人で契約で
きませんがやりがいと達成感を感じています。

■設立（創業）／1965年
■資本金／9,984万円
■売上高／60億円
　（2020年12月期）
■従業員数／90名
■平均年齢／38.0歳
■業態／建設業

市岡 天翔
本店営業部 営業

企業データ

お客様に幸せと安心をお届けする住まいづくり、街づくり

公式サイト

㈱三和建設

宝
塚
市
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西宮本社ビルです

〒662-0971 西宮市和上町1-31
TEL.0798-37-1280

　株式会社GEOソリューションズは兵庫県
西宮市に本社を置き、航空写真測量事業とシ
ステム開発を中心に地理情報のエキスパート
として2005年に設立しました。創業当初よ
り『誠実・発想力』を掲げて地理情報に関わ
る各種システムの開発を行い、2013年には

国土地理院から、UAV（ドローン）による
測量で日本で初めて公共測量としての承認を
いただきました。近年はレーザーを活用した
計測など３次元地形モデル作成やこれらに関
わるシステム開発にも力を入れています。

私は入社して今年で3年になります。仕事は難しいこともたくさんあり
ますが、やりがいがあり楽しく仕事をしています。皆様もこれから先、
楽しく仕事できることを願っております。通勤は楽なほうがいいです
よ！！

■設立（創業）／2005年
■資本金／1,300万円
■売上高／4億1,900万円
　（2020年9月期）
■従業員数／65名
■平均年齢／41.0歳
■業態／測量業

八田 滉平
開発部

企業データ

地理情報のエキスパート

じおそりゅーしょんず

㈱GEOソリューションズ
公式サイト

㈱GEOソリューションズ

西
宮
市
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しーばっく

SEAVAC㈱

素材を加工する工具とコーティング

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

　当社は、チタンやクロム等の金属を放電に
よって金属製品に蒸着させるプラズマコー
ティング（表面処理）の受託加工を手掛ける
メーカーです。
　プラズマコーティングは金属製品の耐熱性
や耐摩耗性、摺

しゅうどうせい

動性といった性能を向上させ、
自動車産業をはじめ、今やものづくりにはな

くてはならない技術です。
　自社で装置の開発・製造から受託加工まで
を手掛ける一貫生産体制が他社にはない特徴
で、時代が求める先端技術を持った会社です。
　70年の歴史を持つ当社ですが、100年企
業を目指し日々挑戦し続けています。

SEAVAC株式会社は、時代が求める先端技術で人にやさしく環境にや
さしく文化にやさしい企業を目指しています。尼崎市には独自技術で世
界を舞台に活躍する企業がたくさんあります。そんな魅力いっぱいの地
元企業にも興味を持ってほしいと思います。

■設立（創業）／1958年
　（創業1949年）
■資本金／6,300万円
■売上高／非公開
■従業員数／40名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

清水 博之
代表取締役

成長期待企業

企業データ

中小企業から中堅企業へ、100年企業を目指し変革中

公式サイト

ＳＥＡＶＡＣ㈱

尼
崎
市
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地元高校生へのメッセージ

スーパーの総菜コーナーで販売されている商品の一例です

〒662-0044 西宮市平松町2番32号
TEL.0798-36-7161

　海外にある工場で生産した鶏肉加工品、水
産加工品等の食品を日本へ輸入し、国内の商
社、問屋、スーパー、外食産業へ販売する食
品卸売企業です。海外製造工場では、鶏の飼
育生産から処理・製造・加工・物流・販売ま
で、一貫生産の体制を取っており、安心・安
全な食品の提供に取り組んでおります。
　国内の販売先は、大手食品商社への販売だ

けでなく、北海道から沖縄まで、地元の問屋
やスーパー等へ販売する末端営業にも力を入
れております。
　海外ではラオスなどの学校建設、奨学金制
度の導入、国内ではフードバンクへ商品の提
供、西宮市内の児童養護施設との交流などの
社会貢献活動にも力を入れている会社です。

食を通じて笑顔のある暮らしを提案するため、企業とともに社員も日々
成長しなければならないという経営理念を掲げております。
柔軟な発想にあふれており、成長することに貪欲な若い人材を必要とし
ています。

■設立（創業）／1977年
■資本金／2,000万円
■売上高／200億円
　（2021年3月期）
■従業員数／65名
■平均年齢／41.7歳
■業態／食品卸売業

青山 直樹
総務部 課長

企業データ

安心・安全な鶏肉を生産して輸入

じゃぱんふーどさーびす

㈱ジャパン・フード・サービス
公式サイト

㈱ジャパン・フード・サービス

西
宮
市
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地元高校生へのメッセージ

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

　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ーに不断
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
な楽しい職場をぜひ一度、笑顔で見学に来てみてください。

■設立（創業）／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

秋山 武弘
製造部 機械Ｇグル－プ長

成長期待企業

企業データ

技の可能性を引き出し、新しい技術に挑み続ける

公式サイト

㈱新征テクニカル

尼
崎
市
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US-２型救難飛行艇

〒665-8550 宝塚市新明和町1-1
TEL.0798-56-5000

　ダンプトラックや塵
じん

芥
かい

車
しゃ

（ごみ収集車）、
機械式駐車設備、空港ビルと旅客機をつなぐ
航空旅客搭乗橋をはじめ、「新明和」ブラン
ドの製品群は日々の生活で目にするものが多
くあります。
　1920年に誕生した川西機械製作所飛行機
部が源流。独力で航空機を製造した不屈のも
のづくりの精神は、戦後になって様々な分野

で開花しました。航空機事業では救難飛行艇
の他に機体のカバーや骨組みなどの生産を担
当し、ボーイング社から「ボーイング･サプ
ライヤー ･オブ･ザ・イヤー」を、「主要構造
部門」では世界で初めて2年連続（2013年度、
14年度）で受賞。ほかにもダンプトラック
等の特装車、水中ポンプ等の分野で国内トッ
プクラスのシェアを誇っています。

全国に9つの生産拠点を持ち、県内では宝塚市、神戸市東灘区、小野市
に産機システム・航空機・流体事業の工場を持ち、兵庫県内の学生の方
を多く採用しています。「やりたいことにチャレンジし、グローバルで
活躍したいという人にチャンスのある会社」です。

■設立（創業）／1949年
　（創業1920年）
■資本金／159億8,196万円
■売上高／2,092億2,600万円
　（2021年3月期）
■従業員数／3,096名
■平均年齢／43.6歳
■業態／輸送機器製造業

滝上 集

企業データ

不屈のものづくりの精神が、さまざまな分野で開花

しんめいわこうぎょう

新明和工業㈱
公式サイト

新明和工業㈱

宝
塚
市
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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

　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14工場、関連子会社９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ぜひ、見学しに来てく
ださい。

■設立（創業）／1999年
■資本金／4億円
■売上高／534億円
　（2021年3月期）
■従業員数／91名
■平均年齢／38.5歳
■業態／段ボール製造業

井ノ口 善隆
伊丹工場 総務部 総務課

企業データ

高品質の段ボール製品を提供

公式サイト

セッツカートン㈱ 伊丹工場

伊
丹
市
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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

　清酒「白鹿」の醸造元で、江戸時代寛文２
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、おいしくなる日本酒

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、皆さまが食と会話を楽
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。

私は高校卒業後に入社して今年で２年目になります。仕事はお酒の分析
を行っており、とても責任を感じる仕事ではありますが、その分達成感
もあります。世界中のお客様に安全でおいしいお酒をお届けするために、
日々様々な経験を積ませてもらっています。

■設立（創業）／1917年
　（創業1662年）
■資本金／9,000万円
■売上高／44億300万円
　（2021年3月期）
■従業員数／142名
　（支店・役員除く）
■平均年齢／46.3歳
■業態／清酒製造業

中山 なつみ
品質保証室

企業データ

「酒はつくるものではなく、育てるもの」を信念に

たつうまほんけしゅぞう

辰馬本家酒造㈱
公式サイト

辰馬本家酒造㈱

西
宮
市
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