
地元高校生へのメッセージ

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

　当社は2012年に世界三大タイヤメーカー
の一つであるGoodyearの一員になりまし
た。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、たつの市から世界
中の顧客へ提供しています。『世界を動かし
選ばれる自慢の工場』をビジョンに、世界経

済の根幹となる事業を足元から支える高品質
のタイヤを世界に提供します。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
員一人ひとりの時間を大切にする職場風土を
進めています。

安全とは、ただ与えられるものではありません。全員で作り上げるもの
です。巨大なタイヤを製造する当社では、「No One Gets Hurt（誰に
もケガさせない）」を合言葉に、全員参加型の安全活動を進めています。
貴方も私たちと一緒にゼロ災を追求しましょう！

■設立（創業）／1971年
■資本金／13億円
■売上高／136億円
　（2020年度）
■従業員数／350名
■平均年齢／38.7歳
■業態／製造業

アルトゥール・アンドリシュコ
工場長

平成29年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

企業データ

Goodyearブランドで建設車両用大型タイヤを製造

公式サイト

日本ジャイアントタイヤ㈱ 〈Goodyear〉
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地元高校生へのメッセージ

ニチフレ・グループの主力工場です

〒671-2551 宍粟市山崎町春安201
TEL.0790-62-6125

　コントロールケーブルの専門メーカーとし
て、兵庫県伊丹市の本社・伊丹工場をはじめ
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。その中で私たち山崎工
場（兵庫県宍粟市）はモノづくりの主力工場
として中心的役割を果たしており、ここで生
産された高性能・高品質のコントロールケー
ブルは自動車や自転車、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。

■設立（創業）／1962年
■資本金／8,349万円
■売上高／29億円
　（2021年3月期）
■従業員数／156名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

仲井 梓
山崎工場 山崎製造課 リーダー

企業データ

コントロールケーブルの専門メーカー

にっぽんふれっくすこうぎょう やまさきこうじょう

日本フレックス工業㈱ 山崎工場
公式サイト

日本フレックス工業㈱ 山崎工場

宍
粟
市
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地元高校生へのメッセージ

のばっく

㈱ノバック

確かな品質でお客様に、応えていきます

〒670-0947 姫路市北条1丁目92番地
TEL.079-225-0251

　ノバックは創業以来55年間黒字経営の安
定した企業です。総合建設業として全国展開
しており、兵庫県に本社、東京都に本店を構
え二大拠点にて活動しています。土木工事に
おいては、道路・橋

きょうりょう

梁・河川の設備等の公共
性の高いものをつくり、建築工事においては、
住宅（マンション）・商業施設・病院・学校
など住環境に必要不可欠なものをつくってお

ります。若手の社員の方には意見が言える・
チャレンジ精神を持ち挑める環境を整えてい
ます。技術者として様々な可能性を広げられ
る会社です。
　完全週休二日制、定年65歳に引き上げ、
社員全員で行く海外旅行などの福利厚生を充
実させ、働きやすい環境づくりにも尽力して
います。

将来のことをしっかりと考えてから仕事選びをしてください。たとえ今
はまだやりたいことが決まっていなくても、入社して仕事を続けていく
うちにやりがいや達成感を得られると思います。

■設立（創業）／1965年
■資本金／4億6,500万円
■売上高／305億円
　（2021年4月期）
■従業員数／290名
■平均年齢／40.3歳
■業態／建設業

富田 和希
土木部 技術員

企業データ

創業来50年以上黒字経営を続ける総合建設業

公式サイト

㈱ノバック

姫
路
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地元高校生へのメッセージ

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

〒672-8023 姫路市白浜町甲770番地
TEL.079-245-5151

　「海の命綱」を作り続けて85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

いかり

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。

■設立（創業）／1950年
　（創業1936年）
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／69名
■平均年齢／43.2歳
■業態／錨鎖製造業

森田 浩光
総務部 総務課長

平成28年度 ひょうごオンリーワン認定企業

企業データ

「海の命綱」を作り続けて85年

はまなかせいさこうぎょう

濱中製鎖工業㈱
公式サイト

濱中製鎖工業㈱

姫
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地元高校生へのメッセージ

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

　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
油は素材の持ち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。

■設立（創業）／1942年
　（創業天正年間〈1580年頃〉）
■資本金／1億円
■売上高／非公開
■従業員数／345名
■平均年齢／42.7歳
■業態／食品製造業

一鷹 栄二
執行役員 生産本部副本部長兼業務部長

企業データ

淡
うすくちしょうゆ

口醤油のおいしさを多くの方々へ

公式サイト

ヒガシマル醤油㈱
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地元高校生へのメッセージ

ヒガシマル食品

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

　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ISO9001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。

■設立（創業）／1965年
■資本金／4,600万円
■売上高／非公開
■従業員数／74名
■平均年齢／37.0歳
■業態／食品製造業

久保 秀明
取締役 工場長兼開発部長

企業データ

粉末調味料で食卓を豊かに

ひがしまるしょくひん

ヒガシマル食品㈱
公式サイト

ヒガシマル食品㈱
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地元高校生へのメッセージ

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

　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いたしてま
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、現在若い人材の採用を進めており、私も採用された一人です。
若い社員が増え、今後の当社を発展させていく、貴重な戦力となってい
ます。ぜひ、一緒に働いて当社を盛り上げていきませんか？

■設立（創業）／1939年
■資本金／8,400万円
■売上高／151億3,692万円
　（2021年3月期）
■従業員数／1,091名
■平均年齢／46.9歳
■業態／道路貨物運送業

名倉 昌矢
調査部 システム開発課 事務員

企業データ

保管・流通加工をも行う総合物流会社として発展

公式サイト

姫路合同貨物自動車㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

世界の最先端技術と未来を支える会社

〒671-2111 姫路市夢前町杉之内17
TEL.079-336-3221

　AI、自動運転、５G…。これら最先端技術
やハイテク製品の頭脳の役割を果たす半導体
は今後ますます需要が拡大します。この半導
体を生産するためには、当社が製造する石英
ガラス製品が必要不可欠です。ヒメジ理化は、
石英ガラスを通じて世界の最先端技術と未来
を支えている会社です。
　売上100億円が視野に入り、次なる目標の

売上200億円に向けて、新工場の建設やM＆
Aによるグループ会社の増加など、積極的な
事業展開によって未来を切り開く会社で、自
分自身の成長と会社の成長が同時に実感でき
る環境があります。未来志向の仲間と、明る
く・楽しく・前向きに仕事をしたい方を待っ
てます。

『ハンドメイドのものづくり』　このフレーズが気になった方は、ぜひ工
場見学にお越しください。一人前になるには何年もかかる難しい仕事で
すが、ものづくりの好きな方にはとてもおもしろい仕事です。

■設立（創業）／1965年
■資本金／5,898万円
■売上高／69億4,184万円
　（2020年12月期）
■従業員数／430名
■平均年齢／40.2歳
■業態／製造業

井上 英毅
総務課

企業データ

石英ガラスを通じて世界の最先端技術を支える

ひめじりか

ヒメジ理化㈱
公式サイト

ヒメジ理化㈱

姫
路
市

平成26年度 ひょうごＮｏ.1ものづくり大賞 技術部門賞
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ひめぷら

㈱ヒメプラ

本社は姫路駅から徒歩約10分のところにあります

〒670-0947 姫路市北条448-8
TEL.079-222-5651

　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。

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。各種懇親会やボウリング大会・
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。

■設立（創業）／1955年
■資本金／5,940万円
■売上高／104億円
　（2021年2月期）
■従業員数／195名
■平均年齢／47.0歳
■業態／卸売業

竹田 樹奈
総務人事課

企業データ

多様なニーズに徹底対応。幅広い商品を提案します

公式サイト

㈱ヒメプラ
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地元高校生へのメッセージ

本部事務所 平成23年11月竣工

〒679-4167 たつの市龍野町富永219-2
TEL.0791-62-0826

　兵庫県手延素麵協同組合は手延べそうめん
『揖保乃糸』の製造・販売を行っています。
手延べ業界No.1の売り上げで国内シェア約
40％になります。組合員400名が丹精こめ
て作った手延べそうめんを全国の消費者の皆
様に喜んでいただけるように商品提供を続け
ています。『揖保乃糸』は、昔のままの伝統
製法を守り、製品は全て検査指導員が検査し、

全量を弊組合の専用倉庫24棟に入庫、弊組
合責任で製品管理をしています。これを消費
シーズンに出荷、全国の特約店を通じ、消費
者のお手元へお届けする販売システムをとっ
ております。近年ではそうめん文化を海外に
発信するために展示会に出展し、手延べそう
めん『揖保乃糸』を世界に広めています。

組合は明治20年9月に創立され、西播磨の地場産業として手延べ業界を
けん引しております。地元の企業で働き、日本の伝統産業である手延べ
そうめんを世界に発信しましょう。

■設立（創業）／1887年
■資本金／13億6,254万円
■売上高／156億円
　（2021年8月期）
■従業員数／158名
■平均年齢／42.3歳
■業態／製造業

高橋 一祥
営業部 営業課 課長補佐

企業データ

手延べそうめん『揖保乃糸』を世界に

ひょうごけんてのべそうめんきょうどうくみあい

兵庫県手延素麵協同組合
公式サイト

兵庫県手延素麵協同組合
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