
地元高校生へのメッセージ

白い床の工場で、雰囲気も見た目も明るいです！

〒671-1154 姫路市広畑区吾妻町1丁目39番地
TEL.079-239-2225

　お客様にお喜びいただけ頼りにされる会社
である続けるために、社員全員が成長をしな
がら、前向きにものづくりに向き合っていま
す。保有する約70台の工作機械をフル稼働
し、生活に大きく関わる発電・自動車関連部
品を製造し、世界の産業を支えています。
　社内には設計部隊も存在し、構想・設計・
製図・加工・電気配線・組立・アフターサー

ビスの全てをサワダで完結できる一気通貫生
産体制を実現。柔軟かつスピーディーにお客
様の「あったらいいな」を実現します。
　近年では、もっとお客様のお声にお答えし
たいという思いから、ロボットによる製造工
程の自動化や社内SEを導入するなど、現状
に満足することなく日々進化し続けていま
す。

若い社員が多く、大きな声の挨
あいさつ

拶や掛け声が響く活気あふれる現場。製
造業のイメージとは全然違うショールームのような綺

き

麗
れい

な工場。仕事も
遊びも成長も全部夢中になれること間違いなし。そんなサワダ精密で一
緒に働いてみませんか？

■設立（創業）／1988年
■資本金／4,250万円
■売上高／10億65万円
　（2021年10月期）
■従業員数／84名
■平均年齢／34.6歳
■業態／製造業

社員一同

企業データ

一気通貫生産体制でお客様の「あったらいいな」を実現

さわだせいみつ

サワダ精密㈱
公式サイト

サワダ精密㈱

姫
路
市

成長期待企業
令和2年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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地元高校生へのメッセージ

さわめっきこうぎょう

佐和鍍金工業㈱

第1工場・第2工場に分かれた全景

〒670-0804 姫路市保城753番地
TEL.079-281-1055

　創業以来、自動車部品を中心とした様々な
表面処理を行い、現在めっき装置の全自動化、
内製化により、お客様の多種・多様なニーズ
に即対応できる生産体制を構築するとともに
さらなる品質の安定化を推し進めています。
　また、生産活動によって排出される廃棄物

をなくし、循環型産業システムの構築を目指
すゼロ・エミッションを掲げ、「自然とテク
ノロジーの共生を目指します」の経営方針の
もと環境面へのやさしい配慮、高品質な機能
製品を提供する体制、お客様との信頼関係、
技術力の向上に日々努めています。

「めっき」と言っても、あまりイメージがわきませんでしたが入社後、様々
な製品の重要な部分に、めっきが施されていると学びました。佐和鍍金
には多くの加工ラインがあり、自分自身の「仕事」に対する向き合い方
を学べる会社です。ぜひ一緒に、めっき技術のプロを目指しましょう。

■設立（創業）／1954年
■資本金／5,100万円
■売上高／38億円
　（2022年1月期）
■従業員数／102名
■平均年齢／36.7歳
■業態／総合表面処理加工業

中筋 大貴
品質技術Sec.製造

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業

企業データ

ゼロ・エミッションを掲げる、表面処理加工会社

公式サイト

佐和鍍金工業㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

当社の製品を使って作られた商品です

〒670-0966 姫路市延末81番地
TEL.079-292-3366

　1931年、日本で最初の専業有機顔料メー
カーとして誕生し、以来、塗料、インキ、プ
ラスチック、繊維など幅広い業界の皆様にご
愛顧いただいています。身の回りにある液晶
ディスプレイやインクジェットプリンターに
ご使用いただいているナノレベルの色材も当
社の技術から生まれました。
　この21世紀、デジタル化が進み私たちの

次世代の色材が活躍する分野はさらに広がっ
ていきます。お届けする製品の品質管理にも
万全を期し、今後も永続的企業を目指してい
くためにも、SDGsが叫ばれるなか、当社も
豊かな暮らしづくり、持続可能な社会づくり
に貢献する企業であり続けたいと強く念じて
おります。

みなさんの高校生活を色に例えると何色ですか？色は生活を華やかに
し、心を豊かにする力を持っています。当社はそんな魅力ある色材を通
して社会の発展に貢献できるものづくり企業です。地元姫路に根差し世
界規模でビジネスを拡大中です。

■設立（創業）／1931年
■資本金／9,100万円
■売上高／225億円
　（2022年3月期）
■従業員数／294名
■平均年齢／42.0歳
■業態／化学工業

小川 哲司
品質保証部 部長

企業データ

色彩科学を通じて社会に貢献します

さんようしきそ

山陽色素㈱
公式サイト

山陽色素㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

さんようとくしゅせいこう

山陽特殊製鋼㈱

2023年は創業91年目にあたります

〒672-8677 姫路市飾磨区中島3007
TEL.079-235-6028

　当社は、“社会からの信頼”“お客様からの
信頼”“人と人との信頼”の確立を目指す「信
頼の経営」を経営理念としています。
　1933年の創業以来、長年にわたり培って
きた高清浄度鋼製造技術をベースに、お客様
のニーズに的確に応える高品質の特殊鋼製品
を提供しています。当社の製品は自動車や鉄
道、建設機械、エレクトロニクス製品、情報

通信機器など、さまざまな工業製品に組み込
まれ、活躍しています。特に、ベアリングの
素材として用いられる軸受用鋼のシェアは国
内ナンバーワンです。
　開発・品質・安定供給などすべての面にわ
たって市場から高い信頼を獲得する「高信頼
性鋼」の提供を通して、産業・社会の発展を
支えています。

社会人として働くことに不安はあると思いますが、気負わなくても大丈
夫です！会社の先輩たちがやさしく見守ってくれます。自らの目標を
しっかり持って頑張れば、自分を大きく成長させられる会社です。

■設立（創業）／1933年
■資本金／538億円
■売上高／1,688億2,600万円
　（2022年3月期）
■従業員数／1,611名
■平均年齢／41.9歳
■業態／鉄鋼業

津村 璃空
条鋼製造部大形・鍛造課

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

企業データ

高品質の特殊鋼製品を提供、軸受用鋼で国内シェアNo.1

公式サイト

山陽特殊製鋼㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

環境に配慮した太陽光発電で工場を運営しています

〒679-2325 神崎郡市川町奥603
TEL.0790-22-5500

　当社は各種口金具の専門メーカーとして、
国内外の自動車・建機・住宅設備・部品メー
カーの製品を提供しています。金型から設備・
治具類までの、設計・開発をグループ会社で
対応しており、カーエアコン用口金具業界で
は、国内生産シェアの約25％を誇っていま
す。
　日本を中心に東南アジア・中国など６カ国

でグローバル事業を展開しています。現地生
産を行い、アジアの主だった自動車生産国で
の生産が実現しています。
　世界中の自動車に当グループ会社で製造さ
れた部品が装着されています。「世界同一価
格」「世界同一品質」「世界同一納期管理」を
目指しています。

地元出身者も多いですが、国際色豊かな職場の中に、アットホームな雰
囲気があり、伸び伸びと楽しく仕事ができ、働きやすい職場です。

■設立（創業）／1975年
■資本金／1億4,300万円
■売上高／42億9,655万円
　（2021年12月期）
■従業員数／349名
■平均年齢／42.2歳
■業態／製造業

エイ テッ モン
品質管理部 品質保証課検査係 検査担当

企業データ

カーエアコン用口金具業界で、約25％の国内生産シェア

さんらいずこうぎょう

サンライズ工業㈱
公式サイト

サンライズ工業㈱

市
川
町

ユースエール認定企業
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地元高校生へのメッセージ

私たち、シーダムは『品質へのこだわり、顧客の信頼を得る』を企業方針とし、事業活動
をしております

〒678-1241 赤穂郡上郡町山野里357
TEL.0791-57-2511

　シーダム株式会社は、機能性フィルムにお
ける各種プラスチックシート、フィルムの製
造、販売を主力事業とし、その分野において
業界No.1のポジションを確立してきました。
　“お客様に信頼していただく”をモットー

に新しい価値の創造に努め、優れた品質と
サービスを提供すること、そして豊かな自然
環境を保全し、環境に優しい企業活動を行い、
地域社会との共存共栄を図ることを目標にし
ています。

私たちシーダムは、3つの“F”自由に発想する『Freedom』、未来を
見つめる『Future』、信頼しあう『Faith』を合言葉に、お客様のニー
ズにお応えしています。皆さんの『Fight』、若い力・無限の可能性を我々
と共にシーダムで発揮しましょう！

■設立（創業）／1990年
■資本金／1億 2,000万円
■売上高／49億6,459万円
　（2022年3月期）
■従業員数／121名
■平均年齢／37.9歳
■業態／プラスチック製品の製

造業

辻 元陽
事業支援部 部長

企業データ

各種プラスチックシート、フィルムを製造、販売

しーだむ

シーダム㈱
公式サイト

シーダム㈱

上
郡
町
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地元高校生へのメッセージ

当社製品「グラブ浚
しゅんせつ

渫船」

〒678-0041 相生市相生5292番地
TEL.0791-24-2499

　当社は1907年に播磨船
せんきょ

渠株式会社として
創立し、1990年にIHIから分社設立しました。 
現在はIHI、JFEホールディングスを株主と
する造船業界２位のジャパンマリンユナイ
テッド（略称 JMU）のグループ会社です。
　新造船の建造をはじめ、船舶の居住区、船
殼ブロックの製作、船舶・作業船舶などの検

査および修理・改造、海洋・陸上用構造物の
製作、環境に配慮した新技術の開発など、高
度な技術力を背景に成長を続けています。海
という広大な世界を舞台に、これからも、こ
こ播磨・相生の地において海事産業の発展に
関わり続けていきます。

ぜひ一度、当社にお越しいただいて、仕事のスケールの大きさを実感し
てほしいと思っています。
私たちが求めるのは「チャレンジしたい」という熱い思いです。会社説
明会や工場見学などで、あなたとの出会いを楽しみにしています！

■設立（創業）／1990年
■資本金／4億8,000万円
■売上高／88億円
　（2021年3月期）
■従業員数／271名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造（造船）業

小寺 三恵
管理部 人事グループ グループ長

企業データ

船舶の製造から修理、改造まで、高度な技術力で成長

じぇいえむゆーあむてっく

㈱JMUアムテック
公式サイト

㈱JMUアムテック

相
生
市
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地元高校生へのメッセージ

しょうわれきせいこうぎょう

昭和瀝青工業㈱

姫路市北条口にある本社ビル

〒670-0935 姫路市北条口4-26
TEL.079-226-2611

　昭和瀝青工業（SHOREKI）は創業以来「誠
意と技術で未来を拓く」を経営理念に、スト
レートアスファルトをコア事業として、安定
した事業基盤を確立してきました。当社がつ
くり出すアスファルトは、国内のあらゆる道
路や高速道路で使用され高い評価を獲得して

います。
　これからもSHOREKIは、アスファルトビ
ジネスを通じて、地球環境への貢献や社会イ
ンフラに携わる存在として、利便性の向上、
交通安全への寄与を徹底し、人と地球環境に

「やさしい道路」を提供していきます。

当社は社内の風通しがよく、様々なことにチャレンジできる環境です。
人の意見を「素直」に聞き、「向上心」をもって学び、変化をいとわな
い「チャレンジ」する気持ちを持った人材を求めています。

■設立（創業）／1965年
■資本金／9,980万円
■売上高／139億円
　（2022年3月期）
■従業員数／117名
■平均年齢／44.1歳
■業態／製造業

中澤 和貴
管理部

企業データ

あらゆる道路で使用されるアスファルトをつくる

公式サイト

昭和瀝青工業㈱

姫
路
市

令和元年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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地元高校生へのメッセージ

西日本のバス事業者で初めて燃料電池バスを導入しました。

〒670-0913 姫路市西駅前町一番地
TEL.079-223-1241

　当社はただの「バス会社」ではなく、事業
を通じて地域課題を解決する会社です。
　昭和2年の創業以来、路線バスを中心に、
不動産事業や旅行事業、レンタル・ロープウェ
イ・農業・公的施設の受託等の生活サービス
事業などを展開し、「まちづくり、地域づくり」

に貢献してきました。
　これからも地域の発展のために、多くの人
たちを巻き込みながら、関わる皆さんが楽し
め、地域が盛り上がる事業を展開していきた
いと考えています。

自分が生まれ育った地元で就職し、地域のみなさまの課題解決に向けた仕組
み作りを行えるのは当社ならではです。「誠実に、果敢に、おもしろく」を
行動指針とし、100周年に向け、地域に一番寄り添った企業になるべく取り
組んでいきますので、ぜひ私たちと一緒に地域を盛り上げていきましょう！

■設立（創業）／1927年
■資本金／31億4,000万円
■売上高／188億8,900万円
　（2022年3月期）
■従業員数／1,889名
■平均年齢／46.6歳
■業態／輸送サービス業

髙尾 裕斗
人事部人材課

くるみん認定企業

企業データ

お客様の豊かな暮らしの創造と地域社会の発展に貢献

しんきばす

神姫バス㈱
公式サイト

神姫バス㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

しんぐううんそう

㈱新宮運送

本社営業所です

〒679-4343 たつの市新宮町大屋668-12
TEL.0791-75-1212

　『小鳥』のマークの新宮運送。運んでいる
のは化学製品や発泡スチロール製品、トイ
レットペーパーなど私たちの生活に欠かせな
いものです。安全輸送を第一に様々な取り組
みを行っています。ドライバー自身が業務や
作業環境を改善する活動や、運転技術向上を
目的とした社内ドライバーコンテストを開
催。自分たちで考えた筆記試験や実技試験を

通して、『他のドライバーの運転技術を見る
ことができて大変参考になる』と好評です。
　また無事故・無違反・無トラブルの継続
4,000日達成を目指すS-DEC（エスデック）
運動を平成５年より実施。現在までに45人
の社員が4,000日を達成。社員一人ひとりが
こだわりと目標を持って日々仕事をしていま
す。

私は普通自動車免許しか持っていませんでしたが、入社後、準中型免許
を取得し2トントラックに乗っていました。その後、中型免許も取得し
現在は4トントラックに乗務しています。当初は経験も無かった私です
が、今ではドライバーの仕事に誇りを持って日々、仕事に励んでいます。

■設立（創業）／1962年
■資本金／3,000万円
■売上高／14億5,700万円
　（2022年3月期）
■従業員数／91名
■平均年齢／47.0歳
■業態／道路貨物運送業

藤岡 透壱
4 トントラック乗務員

企業データ

無事故・無違反・無トラブルの継続運動を展開

公式サイト

㈱新宮運送

た
つ
の
市
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