
地元高校生へのメッセージ

いーえすぷらんにんぐ

㈱イーエスプランニング

三宮にそびえる弊社のランドマーク「P－CLUB中山手通り」

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

　弊社は神戸の資産を活かす不動産コンサル
ティング会社です。マンション・テナントビ
ル・駐車場等の不動産を所有するオーナーの
収益を最大化することが私たちの仕事です。
なかでも駐車場経営においては兵庫県No.1
の実績を誇り、120カ所以上の運営実績がご
ざいます。「うちにしかないサービスを、う

ちにしか出来ない提供の仕方で」をスローガ
ンに新しいことに挑戦し続ける会社です。
　人口減少化のなか、「現状維持は衰退であ
る」という共通理解のもと、平均年齢29歳
の若い社員たちが仕事を通してお客様と感動
を共有し、地域社会にとって必要な会社とな
るため日々の事業活動を行っております。

神戸を中心とした不動産オーナーとの仕事を通じ、「神戸を元気にした
い」「神戸にとって必要な会社になりたい」という思いのある方を歓迎
いたします。また、弊社はWLB表彰企業のため安心して働いていただ
けます。

■設立（創業）／1992年
■資本金／4,000万円
■売上高／11億8,000万円
　（2021年2月期）
■従業員数／72名
■平均年齢／29.4歳
■業態／不動産コンサルティン

グ業

社員一同

成長期待企業
令和元年度 仕事と生活のバランス企業表彰

企業データ

駐車場経営で兵庫県No.1の実績

公式サイト

㈱イーエスプランニング

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

当社は「味の感動」を作り続けています

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

　当社は調理缶詰・レトルト食品・冷凍食品
の製造・販売を行う、神戸の調理食品専業メー
カーです。もうすぐ創業100周年を迎える当
社は、神戸の地で長きにわたり、安全でおい
しい商品を作り続けてきました。
　そんな当社の生産姿勢は、【調合（ブレン
ド）ではなく料理（クッキング）をする】こと。
プロの厨房さながらに、調理手順を守りなが

ら手作りに近い形で商品化をしています。こ
うした高い調理技術が認められ、当社ブラン
ドの業務用・家庭用商品や学校給食のほか、
生協用商品・大手企業のOEM商品等、多種
多様な商品を製造しています。
　これからも商品作りに妥協することなくま
い進し、食を通して、お客様の食卓や健康、
笑顔を支えてまいります。

当社では業務用・家庭用、学校給食など、様々な形で人々の生活を支え
ることができます。地元への貢献はもちろん、生きる上で欠かすことの
できない「食」に関わる大切な仕事ですので、やりがいを持って働くこ
とができると思います。

■設立（創業）／1954年
　（創業1923年）
■資本金／9,000万円
■売上高／126億円
　（2021年8月期）
■従業員数／294名
■平均年齢／44.0歳
■業態／食品製造・販売業

小嶋　拓
管理本部 人事総務グループ 部長

企業データ

味の感動を伝える―

えむ・しーしーしょくひん

エム・シーシー食品㈱
公式サイト

エム・シーシー食品㈱

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

かこてくのす

㈱カコテクノス

カコテラス（社員の憩いの場）のイメージ図

〒654-0024 神戸市須磨区大田町7丁目4-2
TEL.078-732-3851

　鉄道車両向け電気制御機器（ブレーキ電気
制御機器は国内シェア50％を占める）や大
電力用変電設備の制御・周辺機器など社会イ
ンフラに特化した機器を製造しており、災害
時に安全に「止める」という技術で社会に貢
献している会社です。また近年はそれらの技
術を応用し、高速道路のETC装置や人工衛
星（はやぶさ2号）にも搭載された製品を開

発・製造しています。
　また、小野工場は1980年開業以来40年を
経過し、老朽化対策として機械工場を2021
年5月建設移設し、2022年1月には板金工
場を移設、カコテラスを新たに建設中です。
2022年度中には旧工場建屋も改修し、利便
性アップと社員コミュニケーションの向上を
図ります。

ほぼ全員、社会インフラの知識がないまま入社しています。しかし入社
1年後には集合・階層別研修や諸先輩からの指導により、任された業務
をこなすことで自信がつき、やりがいを感じています。そんな私たちが
サポートをしますので、安心して応募ください。

■設立（創業）／1961年
　（創業1935年）
■資本金／7,700万円
■売上高／60億4,992万円
　（2020年11月期）
■従業員数／243人
■平均年齢／42.7歳
■業態／製造業

村本 紘一
営業部

企業データ

「止める」という技術で社会に貢献

公式サイト

㈱カコテクノス

須
磨
区

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業
平成28年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 大賞
成長期待企業
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地元高校生へのメッセージ

神戸市中央区にある本社工場

〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通3丁目3番25号
TEL.078-231-1455

　株式会社加美乃素本舗は、1932年に日本
初の養毛毛生剤「加美乃素」を発売した、育
毛剤業界のパイオニア企業です。国内は、神
戸本社と東京支社の2拠点で、商品はすべて、
神戸の本社工場で生産されております。海外
は、中東・東南アジアを中心に44カ国に輸
出実績があり、グローバルに展開中。「美と
健康に奉仕する」を社是に掲げ、安心で安全

な「モノづくり」に励んでおります。
　今後は、長年培った技術力を生かし、ヘア
ケア商品にとどまらず、女性用の商品やスキ
ンケア商品など新たな分野にも積極的に挑戦
し、100年ブランド企業を構築すべく、若手
社員を中心に、全社一丸となって取り組んで
まいります。

入社してからの研修期間が4カ月もあり、どの部署に行っても先輩方が
優しく指導してくれました。私も会社の一員として、日々精進していき
ます。活気と優しさのある当社で一緒に働きませんか？

■設立（創業）／1953年
　（創業1908年）
■資本金／1億3,400万円
■売上高／非公開
■従業員数／135名
■平均年齢／40.2歳
■業態／化粧品・医薬部外品製

造販売業

梅宮 百花
生産本部 製造部 充填包装課

企業データ

育毛剤業界のパイオニアとしてグローバル展開

かみのもとほんぽ

㈱加美乃素本舗
公式サイト

㈱加美乃素本舗

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

こうべせんかんこうぎょう

神戸洗管工業㈱

本社ならびにリフォームセンター

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

　弊社は昭和51年に設立し創業45年を経過
した会社です。業務は工場、学校、病院、飲
食店、住宅等の排水詰まり工事からのスター
トでした。当時はマンションの建設ラッシュ
で新しいビジネスを模索して年1回の洗管を
含め、建物全般の設備管理契約を提案した結
果、好評を得ることができ、その後、他のマ
ンションにも伝達するところとなって、現在

では近畿圏で約600棟5万世帯とお取り引き
できるようになりました。
　建物が古くなるのに伴い、給排水管の劣化
による取替工事、室内でのトータルリフォー
ム等多角的な事業拡大により、弊社の業務内
容も多角的に対応できる体制へと変化した結
果、社名とは異なった総合的な会社体制へと
脱皮している事業所です。

比較的年齢層が若く年の近い先輩が多いため、接しやすい職場です。
お客様と接する機会が多く、お客様より直接喜びの声をいただく事がで
き、やりがいをじかに感じることができます。
そんな職場で一緒に働いてみませんか？

■設立（創業）／1976年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／65名
■平均年齢／32.0歳
■業態／ビルメンテナンス業

小原 一凪
設備事業部 工事課

企業データ

洗管、管取替、トータルリフォームまで

公式サイト

神戸洗管工業㈱

兵
庫
区
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地元高校生へのメッセージ

フリーアドレスで綺麗なオフィスです

〒650-0034 神戸市中央区京町72番地 
新クレセントビル

TEL.078-327-2280

　神戸デジタル・ラボ（以下、KDL）は、「デ
ジタルで未来を創る」をスローガンに活動し
ているIT企業です。
　多くの人が持つスマートフォンや家にある
スマートスピーカー、インターネットにつな
がる家電製品、それに関連したアプリやサー
ビスなどが次々と登場しています。KDLは、
そうしたテクノロジーをお客様企業のビジネ

スに活用できるよう、お客様と共に考え、課
題を解決するために、デジタル技術の提供・
支援をしています。
　設立から27年目を迎え、これまで蓄積し
た経験やノウハウをもとに、アイデアをお客
様に提供し、デジタルテクノロジーを活用し
て社会をよりよくすることが我々のミッショ
ンです。

今はまだ判断材料が少なくて、将来を考えることが難しいかもしれません。
何をするのが楽しいか、何をして人に喜んでもらいたいか、色々な挑戦を
通じて自分自身をよく知ってください。趣味でも遊びでも構いません。も
しそれがITだった場合は、ぜひ弊社の選考に挑戦していただきたいです。

■設立（創業）／1995年
■資本金／2億995万円
■売上高／19億1,729万円
　（2020年9月期）
■従業員数／151名
■平均年齢／37.1歳
■業態／IT・通信業

真鍋 太輔
総務部 人事戦略チーム リーダー

企業データ

デジタルテクノロジーで社会をよりよく

こうべでじたる・らぼ

㈱神戸デジタル・ラボ
公式サイト

㈱神戸デジタル・ラボ

中
央
区

平成22年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業
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地元高校生へのメッセージ

せいかつきょうどうくみあい こーぷこうべ

生活協同組合 コープこうべ

あいさつが多い明るい雰囲気の事務所です

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

　地域の方々から「コープさん」の愛称で親
しまれてきた、コープこうべは、2021年に
創立100周年を迎えた歴史ある生協です。「一
人は万人のために、万人は一人のために」の
精神のもと、安全・安心で豊かな暮らしを守
るための事業活動を展開しています。
　ただ利益を追求するのではなく、商品の供
給（販売）はもちろん、安全・安心な商品を

開発・供給したり、環境・福祉・子育て・文
化的なサービスまで幅広い事業活動を展開し
て、171万人の組合員の豊かな暮らしに貢献
しています。
　これからも地域の住民に必要とされる、そ
んな組織であるべく、様々な取り組みを行っ
ていきます。

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

■設立（創業）／1921年
■出資金／359億1,000万円
■供給高／2,694億4,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／9,492名
■平均年齢／47.5歳
■業態／生活協同組合業

中田 一志
人事部 企画・労政

平成22年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
平成28年度 ひょうご女性の活躍企業表彰
くるみん認定企業
えるぼし認定企業
平成9年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞 優秀賞

企業データ

171万組合員の豊かな暮らしに貢献

公式サイト

生活協同組合 コープこうべ

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

神戸三宮の中心街にある当社本社

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

　弊社は創業以来、設備専門の工事会社とし
て、阪神間を中心に県内No.1企業としての
実績を誇り、近年では神戸ハーバーランド
umieの商業施設やアンパンマンミュージア
ム、ミント神戸、神戸オリエンタルホテルと
いった兵庫・神戸のランドマークとなる名だ

たる建物を多数施工してまいりました。
　今後もお客様をはじめ、地域社会の様々な
ニーズに合った最適な設備空間を提供し、地
元の活性化に少しでも寄与できるよう、若い
力を積極的に取り入れ、ますます精進してま
いりたいと考えております。

現在は、姫路に建設中の県立総合病院建築現場で設備工事の現場監督
（施工管理者）として日々、汗を流しております。「自分が描いた図面が、
実際に形（建物）になる」大変な仕事ですが、やりがいもそれ以上に感
じております。若くエネルギッシュな方の入社、お待ちしております。

■設立（創業）／1952年
　（創業1948年）
■資本金／4,000万円
■売上高／42億6,700万円
　（2021年9月期）
■従業員数／60名
■平均年齢／43.7歳
■業態／建設業

屋田 晋
営業工務部

企業データ

設備専門工事で県内No.1 あのランドマークも

さんしんこうぎょう

三神工業㈱
公式サイト

三神工業㈱

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

さんようでんきてつどう

山陽電気鉄道㈱

地域のお客さまとともに、これからも山陽電車は走り続けます！

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

　山陽電気鉄道株式会社は、兵庫県南部の交
通ネットワークの一翼を担う鉄道会社です。
当社には駅係員や乗務員、また鉄道技術員（車
両や各種設備・施設の保守を担当）など、様々
な活躍の場があります。
　さらに、仕事とプライベートを両立させら
れる環境が整っており、育児休業制度が充実
しているほか、有給休暇の取得率は99％です。

　地元である兵庫県で働き続けたい、地域に
貢献できる仕事をしたいという方は、男女問
わず大歓迎です！地域のお客さまの足として
生活を支え続け、2017年に創立110周年を
迎えた歴史ある山陽電車で、あなたも鉄道の
プロフェッショナルを目指してみませんか？
私たちと共に、山陽電車の新たな歴史を創っ
ていきましょう！

海沿いを走る風光明媚な山陽電車。運輸業を中心に沿線の人々の生活に
寄り添った様々な事業を行っています。沿線の自治体や企業とも連携し
たイベントや旅客誘致などを通して、多くのお客さまと触れ合う機会も
多いです。我々と一緒に地域を盛り上げていきませんか。

■設立（創業）／1907年
■資本金／100億9,029万円
■売上高／190億8,700万円
　（2021年3月期）
■従業員数／724名
■平均年齢／41.9歳
■業態／鉄道業

福井 秀樹
鉄道営業部 部長

企業データ

鉄道のプロフェッショナルを目指してみませんか？

公式サイト

山陽電気鉄道㈱

長
田
区
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地元高校生へのメッセージ

オートバックスは、豊富な品揃えが特徴！

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

　皆さん「オートバックス」をご存知ですか。
TVコマーシャルで見られた事があるかもし
れませんが、クルマに関する全てのサービス
を行っている総合カー用品店です。商品は国
内・海外の一流メーカーからプライベートブ
ランドまで豊富なラインアップを揃えてお
り、「ワクワク」「安心」を地域の自動車ユー
ザーに提供しています。

　さらに、「オートバックス」はカー用品店
における市場シェアの実に「50％」を超え
る業界の最大手グループです。
　そんな当社のフィールドで共に励み、成長
できる仲間に巡り合えることを楽しみにして
いますのでぜひご応募ください。職場見学も
歓迎いたします。

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

■設立（創業）／2006年
■資本金／3億8,000万円
■売上高／318億8,300万円
　（2021年3月期）
■従業員数／1,395名
■平均年齢／36.2歳
■業態／自動車関連小売・整備業

スタッフ一同

企業データ

「ワクワク」「安心」を地域の自動車ユーザーに

じーせぶん・おーと・さーびす

㈱Ｇ－7・オート・サービス
公式サイト

㈱Ｇ－7・オート・サービス

須
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