
地元高校生へのメッセージ

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

　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。
　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。

私は、ものづくりの経験がほとんどありませんでしたが、社員の方々が業務
について丁寧に教えてくれたり、相談に乗ってくれたりしたおかげで、仕事
を任せられることも増えました。毎日新たな発見があり、よりよい結果につ
ながった時にやりがいを感じます。ぜひ私たちと一緒に働きませんか。

■設立（創業）／1974年
■資本金／1,500万円
■売上高／43億8,026万円
　（2021年6月期）
■従業員数／128名
■平均年齢／45.6歳
■業態／製造業

近藤 海斗
研究開発室 所属

成長期待企業

企業データ

ホームセンター向けエクステリア品を製造

公式サイト

マツモト産業㈱

南
あ
わ
じ
市
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地元高校生へのメッセージ

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

　企画・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
★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

★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、荷物の受け渡しができる機能等を持っ
た次世代型ロッカーの開発・製造

■設立（創業）／1971年
■資本金／6,750万円
■売上高／55億4,500万円
　（2021年8月期）
■従業員数／256名
■平均年齢／40.8歳
■業態／照明器具製造業

藤井 佑
企画グループ

企業データ

照明器具から次世代コインロッカーまで

みさきでんき

ミサキ電機㈱
公式サイト

ミサキ電機㈱

洲
本
市

部署も多くあり各部署全員が良い商品をお客様に供給できるよう頑張っ
ています。若手でもいろいろなことを経験でき、難しい仕事やわからな
いことがあっても上司、先輩たちが親切に教えてくれ、いい環境で仕事
ができています。

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

みつせいき

ミツ精機㈱

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

　当社は創業89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、豊富な工作機械をそろえ、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。

当社は創業以来、真面目に誠心誠意、仕事に取り組んできました。そん
な真面目な社風を活かしつつ、もう一歩踏み出した新たな取り組みや考
え方を求めています。基本は堅物な会社ですが、そんな会社からオモロ
いことにチャレンジしたい方、ぜひ一緒に頑張りましょう！

■設立（創業）／1962年
　（創業1933年）
■資本金／4,950万円
■売上高／26億7,400万円
　（2022年3月期）
■従業員数／240名
■平均年齢／42.4歳
■業態／はん用機械器具製造業

小川 隆史
総務課 グループリーダー（採用担当）

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業（令和3年度再認定）
平成28年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
兵庫県立地支援企業

企業データ

航空・宇宙機器部品をはじめ、精密部品を手掛ける職人集団

公式サイト

ミツ精機㈱

淡
路
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

社員とともに成長できる会社を目指しています

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

　当社は、自動車、バッテリー、電気・電
子、医薬品など、様々な産業分野に向けて自
動化装置を開発・製造・販売するメーカーで
す。自動化装置というのは、検査や組立、計
測、画像処理などを自動で行う機械のことで
す。当社では、検査工程、組立搬送工程を中
心に、製造現場に応じた製品やシステムをカ
スタムメイドで提供して、お客様の製品の品

質・生産性の向上に貢献しています。 一方で、
外観検査・計測技術を生かした自社製品の開
発・製造・販売にも力を入れています。
　このような事業活動を通じて、社員が「夢
に向かって生き生きと働ける職場」「成長す
る喜びを感じられる職場」でありたいと考え
ています。

■設立（創業）／1987年
■資本金／5,000万円
■売上高／16億6,000万円
　（2021年12月期）
■従業員数／83名
■平均年齢／43.4歳
■業態／生産用機械器具製造業

三澤 健
取締役

成長期待企業

企業データ

画像処理技術に強み、検査工程の自動化に貢献

みつてっく

ミツテック㈱
公式サイト

ミツテック㈱

淡
路
市

コミュニケーションを大切にチームで仕事をしています。モノづくりの
楽しみ、やりがいや達成感を日々感じています。一から親身になって教
えてくれる先輩がたくさんいますので、一度、工場見学にお越しくださ
い。

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

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

　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

かんちょう

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”は発売から累計4,000万本
を突破、全国のドラッグストアー 10,000店

以上で販売されている人気商品です。2016
年には、さらに改良した“ひとおし40”を
発売。2019年には、医薬品では珍しいグッ
ドデザイン賞を受賞しました。2021年には、
ドイツユニバーサルデザイン賞をOTC医薬
品では初受賞しました。

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ことができます。

■設立（創業）／1906年
■資本金／1,700万円
■売上高／12億3,439万円
　（2022年7月期）
■従業員数／85名
■平均年齢／40.4歳
■業態／医薬品製造販売業

西岡 一輝
代表取締役社長

令和元年度 ひょうごオンリーワン企業
成長期待企業
平成26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

使いやすい浣腸薬で新たな顧客を開拓！ 

公式サイト

ムネ製薬㈱

淡
路
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

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

　(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。

■設立（創業）／1956年
　（創業1920年）
■資本金／4億8,000万円
■売上高／97億4,569万円
　（2022年5月期）
■従業員数／253名
■平均年齢／46.4歳
■業態／総合建設業

大傍 理希
本店 土木部 土木課 副主査

企業データ

海洋土木工事が強み、活躍の場はグローバルに

もりちょうぐみ

㈱森長組
公式サイト

㈱森長組

南
あ
わ
じ
市

建設業は危険が多く大変な仕事だと思います。しかし、現場では作業員
さんと協力し、多くの試行錯誤を経て、工事が無事に完了した時は最高
の達成感と喜びを得ることができるとてもやりがいのある仕事だと思い
ます。

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

やまぜん ふくらえいぎょうしょ

㈱山全 福良営業所

風通しの良い社員思いの会社。従業員のチャレンジを積極的に応援

〒656-0501 南あわじ市福良甲512-215　
河野マンション1階

TEL.0883-74-1670

　株式会社山全は、現場の経験に基づく創意
工夫や環境対策への取り組み、そこから生ま
れた新しい提案で社会に貢献し地域の方々に
信頼される会社を目指している総合建設会社
です。徳島県三好市に本社があり、一人ひと
りの個性を伸ばし、地域と環境保全を大切に
しています。

　これまで培ってきた技術や実績を活かし、
兵庫県内でも事業を拡大していきたいと思っ
ていますので、兵庫県での就職を目指す方や
Uターンを考えている方で、“何事にもポジ
ティブな方”“人間関係を大切にできる方”“も
のづくりに興味がある方”の応募をお待ちし
ています。

非常に風通しの良い職場で、先輩方がよく声をかけてくれます。建設工
事や商品開発など、様々な分野を展開しており、資格取得費用や研修費
用の全額補助や通勤用車両支給など、福利厚生面も充実しています。

■設立（創業）／1977年
■資本金／5,000万円
■売上高／26億6,000万円
　（2021年5月期）
■従業員数／70名
■平均年齢／42.6歳
■業態／総合建設業

五所尾 光輝
工務部

企業データ

兵庫県内でも事業拡大を目指す

公式サイト

㈱山全　福良営業所

南
あ
わ
じ
市
（
三
好
市
）
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地元高校生へのメッセージ

透明性、耐衝撃性などに優れたレンズを採用

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

　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
ランドでスノーゴーグル･スイミングゴーグ
ル ､ スポーツグラスを製造販売しトップア
スリートなどに愛用されています。産業用と

しては「YAMAMOTO」ブランドにて産業
用保護具、レーザー保護具、呼吸用保護具（マ
スク）等の安全用品を手がけています。
　2021年に創業110周年を迎え「快適な安
全」を企業メッセージとして快適創造企業を
目指します。

入社３年目になりますが、困ったときには助けていただきながら経験を
積み、少しづつ新しい知識と技能が身につきやりがいや達成感を感じて
います。また改善活動にも積極的に取り組んでいます。

■設立（創業）／1935年
　（創業1911年）
■資本金／2億3,088万円
■売上高／80億6,551万円
　（2021年7月期）
■従業員数／347名
■平均年齢／41.3歳
■業態／製造業

米谷 弘輝　
生産技術部 淡路生産技術課

企業データ

トップアスリートが愛用する世界有数のレンズ技術

やまもとこうがく

山本光学㈱
公式サイト

山本光学㈱

淡
路
市
（
東
大
阪
市
）
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地元高校生へのメッセージ

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

　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。
　淡路島内だけでなく垂水パーキングエリ
ア・瀬戸パーキングエリア・安富パーキング

エリアなど島外でも店舗を運営しておりま
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。

淡路ハイウェイオアシスの仕事は、様々なお客様とお会いし、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。人と接するこ
とが好きな方、一緒に働いてみませんか？

■設立（創業）／1963年
■資本金／5,000万円
■売上高／34億円
　（2022年3月期）
■従業員数／660名
■平均年齢／38.0歳
■業態／飲食サービス業

スタッフ
淡路ハイウェイオアシス

企業データ

淡路島の情報発信基地を目指す

公式サイト

ユーアールエー㈱

淡
路
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

海と緑豊かなロケーションに建つホテル

〒656-2306 淡路市夢舞台2番地
TEL.0799-74-1111

　当社は、淡路夢舞台の施設群を経営・管理
運営しております。なかでも中核施設である
グランドニッコー淡路は「花の香りと海の風
が織りなす最上級のくつろぎ」をテーマに、
軽やかな風につつまれ、青い海と空を眺めな
がら、リゾートならではの贅沢なひとときを
提供する客室をはじめ、古来より、朝廷に食

材を献上する「御食国（みけつくに）」と称
される淡路島の大地の恵みを活かした、季節
感あふれる料理を提供するレストランなどを
有しております。
　来館されるお客様に非日常を感じていただ
き、最上級のくつろぎを提供するために、『お
もてなしの心』を大切にしています。

■設立（創業）／2000年
■資本金／15億855万円
■売上高／24億9,203万円
　（2022年3月期）
■従業員数／219名
■平均年齢／40.7歳
■業態／宿泊業

星野 美奈子
取締役総支配人

企業データ

「おもてなし」のさらなる向上に努める

ゆめぶたい ぐらんどにっこーあわじ

㈱夢舞台 グランドニッコー淡路
公式サイト

㈱夢舞台 グランドニッコー淡路

淡
路
市

多くのお客様が楽しみに来られるホテルはいわば平和を支える産業で
す。その仕事に誇りを持ち、プロとして基本の「挨

あいさつ

拶と笑顔」を大切に、
ゲスト一人ひとりの気持ちに想いをはせ、寄り添うようなホテリエを目
指しましょう。

淡路島
ブリッジ
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