
地元高校生へのメッセージ

おおきさんぎょう

大木産業㈱

大木産業㈱ 本社

〒678-0175 赤穂市北野中11
TEL.0791-48-1000

　当社は「人間愛と豊かな生活の創造」を企
業理念として、化粧品類の卸売業をしていま
す。ミキモト化粧品西日本代理店として、赤
穂市に本社、中部・北陸から九州に支社を配
置し、取引先（特約店）にミキモト化粧品を
はじめ当社オリジナルの健康食品など、美と

健康に関する商品を卸しています。
　当社はBeauty & Healthサポート企業と
して、お客様のニーズを踏まえ取引先を通じ
て美と健康を提供し続けたいと考えておりま
す。

入社した時は支社に配属になり営業を経験し、現在は本社で働いており
ます。配属先においては仕事にやりがいを感じています。本社も支社も
気軽に相談できる明るい職場です。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

■設立（創業）／1962年
■資本金／5,000万円
■売上高／22億5,900万円
　（2021年12月期）
■従業員数／76名
■平均年齢／44.5歳
■業態／卸売業

西本 幸樹
本社 企画開発部 課長 ネット促進ラインマネージャー

企業データ

Beauty & Healthサポート企業

公式サイト

大木産業㈱

赤
穂
市
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地元高校生へのメッセージ

新設した第二工場です

〒679-4343 たつの市新宮町大屋705
TEL.0791-75-2253

　建物の外観がおしゃれになればなるほど、
鉄骨の設計も難しくなります。また建築物の
構造体には高度な耐震性が求められます。当
社は大型物件に対応するため鋼構造物の詳細
設計3Dソフトを使用し、ロボット溶接など
最先端のシステムを活用し、商業施設、マン
ション、公共施設などあらゆるタイプ、スケー
ルの建築工事においてファブリケーターとし

ての役割を発揮しビジネス展開ができるよう
に技術力の源であるスタッフの育成、技術継
承を進めてさらに飛躍を目指しています。
　技とパワーの融合により日進月歩を続ける
建築の世界において想いをかたちに、未来に
つなぐ誠実な取り組み、高品質な製品製作に
日々取り組んでいます。

私はCADソフトで鉄骨3Dモデル作成と鉄骨図面作成を行っています。
製品にするためには適切な鉄骨を組み合わせていくため毎回違った製品
となり、それぞれに合った加工方法や工夫が必要で、取り組みがいがあ
ります。 

■設立（創業）／1875年
■資本金／4,000万円
■売上高／37億9,165万円
　（2021年9月期）
■従業員数／62名
■平均年齢／44.4歳
■業態／金属加工業

薮中 正義
生産部 設計課

企業データ

甲子園球場の銀傘屋根もつくりました

おがたてっこうしょ

㈱緒方鉄工所
公式サイト

㈱緒方鉄工所

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

相生本店 店内売り場の様子

〒678-0052 相生市大島町1‐12
TEL.0791-23-3335

　食料品を中心に販売しているスーパーマー
ケットです。店舗数は4店舗、相生本店・竜
野店・山崎店・太子店と西播磨地区に展開し
ています。
　特に青果や鮮魚など生鮮食料品がお客様の
期待以上の商品を提供できるように頑張って
います。青果は生産地から直接仕入れ、鮮魚
は港から生きたまま仕入れる等、鮮度にこだ

わっています。商品・サービス・技術その他
いろいろな物で、お客様に感動を与えること、
そしてお客様の生活を守ること、商品を販売
する以外でも、地域の皆様に奉仕することを
モットーに、また、従業員が自分たちで店を
運営しながら感動を得られ、喜んで働けるこ
とを心がけています。

家庭的で自主性を重んじ、個性の出しやすい職場です。困ったとき、う
れしいときに一緒に分かち合える人たちばかりです。人と接することが
好きな方なら大丈夫です。仕事内容も、皆が優しく教えてくれます。

■設立（創業）／1953年
■資本金／1,000万円
■売上高／52億230万円
　（2022年1月期）
■従業員数／209名
■平均年齢／42.2歳
■業態／飲食料品小売業

佐々木 貴英
本部 専務取締役

企業データ

感動を与え、生活を守る食料品スーパーに

かわべ

㈱カワベ
公式サイト

㈱カワベ

相
生
市
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地元高校生へのメッセージ

かんざきそくりょうせっけい

㈱神崎測量設計

安心安全のまちづくり−未来を測る仕事−

〒679-2337 神崎郡市川町屋形723-1
TEL.0790-28-0456

　弊社ではお客様からの多種多様なニーズと
スピード化にお応えするため、最新の機器を
積極的に導入しております。
　全世界的衛星測位システムGNSS測量機
や高性能高機能なトータルステーション、電
子レベル、ドローンなどの最新機器を取り入

れ、作業の効率化を図っています。
　近年の測量技術のめまぐるしい進歩に対応
できるよう技術の習得や知識の向上に努め、
精度の高い高品質な成果をご提供できるよう
日々努力をしています。

仕事をやらされるのではなく、自分でやる感覚。当社では誰もが委縮せ
ず、自分をオープンにできます。困ったときには支え合い、嬉しい時に
は笑い合う。そんな気持ちの良い空気が当たり前になっています。

■設立（創業）／1983年
■資本金／1,000万円
■売上高／1億6,200万円
　（2021年10月期）
■従業員数／14名
■平均年齢／41.2歳
■業態／技術サービス業

青田 彬亨
測量部 主任

企業データ

測量技術の進歩に対応し、高品質な成果を提供

公式サイト

㈱神崎測量設計

市
川
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地元高校生へのメッセージ

天海の湯から眺める絶景の瀬戸内海

〒678-0215 赤穂市御崎2-8
TEL.0791-45-3355

　赤穂では老舗旅館として有名で赤穂御崎に
あり、目の前には瀬戸内の絶景が広がります。
　インフィニティ風呂として人気がある絶景
の露天風呂や、2017年８月に改修した絶景

ロビーがお客様をお迎えします。
　お風呂からの眺めは湯舟から海、そして空
までが一体化した景色を、新しいロビーから
は瀬戸内の多島美をお楽しみいただけます。

赤穂市には年間150万人を超える観光のお客様が来られています。赤穂
御崎という美しい観光地にある旅館でお客様をお迎えし、素晴らしい思
い出作りのお手伝いをしませんか。

■設立（創業）／1951年
■資本金／3,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／100名
■平均年齢／40.0歳
■業態／旅館・レストラン業

徳田 幸造
支配人

企業データ

瀬戸内の絶景に囲まれた老舗旅館

ぎんぱそう

㈱銀波荘
公式サイト

㈱銀波荘

赤
穂
市
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地元高校生へのメッセージ

ぎんびるすとあー（ぼんまるしぇ）

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）

兵庫県の播磨で創業67年を迎えるスーパー

〒670-0912 姫路市南町31番地
TEL.079-288-0001

　兵庫県の播磨地方を中心に、14店舗を展
開するスーパーマーケットです。1956年創
業時は、全国で2番目のセルフサービス形式
のスーパーマーケットとして誕生しました。
当時の銀ビルといえば「安売りのスーパー」
として遠くから買い物に来られたお客様から
喜ばれていたことが懐かしく感じられます。
　今は、「ボンマルシェ」の、5つのこだわ

りとして①安心、安全、健康②鮮度、おいし
さ③地産地消、世界の食文化④笑顔のおもて
なし⑤納得価格　お客様満足のために、我々
は価値を提供する企業でありたい。地域の皆
様に喜んでいただけるよう、お客様の豊かな
暮らしに役立つ、また従業員の豊かな暮らし
を樹立することを心がけています。

明（メイ）、元（ゲン）、素（ソ）=明るく、元気に、素直に。銀ビルの
社是です。銀ビルで働く社員は、「こうありたい」という、全社員の目
標であり、理念であり、心構えであります。明るく元気で素直な方待っ
ています。

■設立（創業）／1956年
■資本金／4,000万円
■売上高／121億円
　（2022年1月期）
■従業員数／800名
■平均年齢／40.7歳
■業態／小売業

大塚 兼史
専務取締役 執行役員 社長室長

企業データ

播磨地方を中心に展開するスーパーマーケット

公式サイト

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）
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地元高校生へのメッセージ

夏には猪篠川の水を利用した「じゃぶじゃぶ池」が人気です

〒679-2431 神崎郡神河町猪篠1868
TEL.0790-32-2911

　神河町の公の施設「神崎農村公園ヨーデル
の森」の指定管理者である共同事業体の代表
企業です。ヨーデルの森は2001年に開園し
た農村公園です。2009年のリニューアルオー
プンに際して、弊社がこの地を本店所在地と
して創業し、管理運営の受け皿となりました。

「お客様や子どもたちの笑顔の創造」を目指

して「はな、みず、き（生き物）」をテーマ
にコンテンツの充実に努めています。
　また、共同事業体のパートナーである地元
集落「猪篠区」にある約８千本の紫

あ じ さ い

陽花や棚
田などの地域資源を活かし、地元区全体を元
気にする取り組みを行っています。

「私たちは、地域を元気にします」を企業理念のひとつとして揚げ、地
域を愛し、地域に貢献する人材の育成に努めます。まずは自ら楽しみ、
常に新しいコトにチャレンジできる企業です。

■設立（創業）／2009年
■資本金／2,000万円
■売上高／3億9,800万円
 （2021年12月期）
■従業員数／70名
■平均年齢／35.9歳
■業態／テーマパーク管理運営業

細岡 友行
支配人

企業データ

「神崎農村公園ヨーデルの森」を管理運営

くらうでいと

㈱クラウデイト
公式サイト

㈱クラウデイト

神
河
町
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地元高校生へのメッセージ

本社・本社工場の概観を撮影したものです

〒670-8567 姫路市下手野１-３-１
TEL.079-294-6318

　1950年、国産初の硬貨計数機を開発。一
枚ずつ手で数えることがあたりまえだったお
金を、人に代わり機械が数える。私たちが開
発した数々の通貨処理機は、金融機関をはじ
め、スーパーマーケット、交通機関など、お
金を扱う幅広い分野で、厳正化、効率化に無
くてはならない存在になりました。今では国
内のみならず、100カ国以上の国で利用され

るまでに活躍の場を広げています。
　また、コア技術である『認識・識別技術』
を応用することで、『手書き文字認識技術』、

『生体認証（バイオメトリクス）技術』など
を開発。非現金分野にも事業領域を拡大して
います。創業100周年を迎えましたが、次の
100年も「新たな信頼」を創造します。

私たちが企業理念に掲げる「求める心とみんなの力」。これには、社員
全員が力を合わせて挑戦し、不可能を可能にしていくという想いが込め
られています。志を高く抱き、この想いを受け継ぐ仲間を求めています。

■設立（創業）／1944年
　（創業1918年）
■資本金／128億9,294万円
■売上高／2,265億6,200万円
　（2022年3月期）
■従業員数／3,506名
■平均年齢／44.3歳
■業態／製造業

村田 雅彦
総務本部 人材開発部 人材採用グループ グループマネージャー

平成25年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞 優秀賞
くるみん認定企業

企業データ

「認識・識別技術」を非現金分野にも応用

ぐろーりー

グローリー㈱
公式サイト

グローリー㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

こうりょうでんき

光菱電機㈱

上郡工場の全景

〒678-1252 赤穂郡上郡町船坂640番地
TEL.0791-55-0121

　光菱電機株式会社は1968年の創業以来、
三菱電機グループの一員として電気絶縁用マ
イカ(電車モータ、電力事業用発電機)および
各種モーター用モールド用整流子(自動車用、
家電用)、エンジニアリングプラスチック成
形品(自動車用)の製造に携っています。当社
の製品は、自動車や家電製品、発電所など私

たちの生活に欠かせない部分に使われていま
す。
　多様化する世界の中で皆の生活を支える縁
の下の力持ちとして、あなたも私たちの仲間
になりませんか。身につけた知識と技術で世
界の明日を支えていきましょう！

当社の将来を担う「実行力」と「熱意」のある方を募集しています。「で
きない理由」を考えず、とにかく「実行」してみる人、諦めずに挑戦し
ていく人を歓迎します。地元で就職したい方には最適の会社です。

（写真は2021年度新入社員）

■設立（創業）／1968年
■資本金／1億円
■売上高／77億2,000万円
 （2022年3月期）
■従業員数／283名
■平均年齢／43.5歳
■業態／電気機械器具製造業

石原 翔太
総務部 総務課

企業データ

市民の生活を支える縁の下の力持ち

公式サイト

光菱電機㈱

上
郡
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地元高校生へのメッセージ

大気遮断型試料輸送容器 「はやぶさ2」プロジェクト使用

〒671-1261 姫路市余部区下余部240-6
TEL.079-274-1047

　弊社は1955年の創業以来、金属の精密切
削加工を行ってきました。難切削の加工、形
状や要求制度が厳しい加工にも取り組んでお
り、県内のみならず国内外からも受注をいた
だいております。
　最先端の加工技術と工場環境を備えて、未
来に向けた“モノづくり”を日々行っており、

近年では、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ
2」が持ち帰った地球外試料を、2週間に渡
り真空で保存できる大気遮断用試料輸送容器
や時速300㎞超で走行するニスモのレーシン
グカー部品など、「精密加工のフロントラン
ナー」として、最先端の加工で未来へのモノ
づくりを支えています。

弊社は精密金属部品の加工を行う会社です。仕事内容は多岐に渡ります
が、どれも初心者の方への丁寧な指導と、自身の成長に合わせた各分野
のスペシャリストを目指す教育環境を整えております。ぜひ一度、会社
見学にお越しください。

■設立（創業）／1972年
　（創業1955年）
■資本金／1,800万円
■売上高／4億6,951万円
　（2021年9月期）
■従業員数／39名
■平均年齢／37.3歳
■業態／製造業

佐藤 有起
管理営業部

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
令和元年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 技術部門賞
成長期待企業
平成25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

精密加工のフロントランナー

さとうせいき

佐藤精機㈱
公式サイト

佐藤精機㈱
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