
地元高校生へのメッセージ

事業所、ユニバーサルロボット社認定トレーニングセンター

〒675-1367 小野市敷地町811-1
TEL.0794-70-8407

　現在、人手不足が社会問題化しております
が、その解決策として“協働ロボット”の活
用が大いに期待されております。当社は、そ
んな協働ロボットの中でも世界シェアトップ
のユニバーサルロボットに特化した、兵庫県
で唯一のシステムインテグレーターです。
協働ロボットは安全柵が不要で、様々な作業
に対する汎用性があります。これまでロボッ

ト化できなかった作業や現場へのロボット適
応が可能で、今後ますます普及していくと予
想されています。
　当社は制御盤事業（設計・製作・施工）や、
板金事業（切断・曲げ・溶接）も展開してお
り、各事業の特色を活かして相乗効果を発揮
し、今後も事業の拡大を目指していきます。

当社の製品はすべて受注生産であり、客先とのコミュニケーションを通
して実際の製品を作る『オーダーメイドの製品』です。制御盤、板金加
工、ロボットシステムの全てにおいて、アイデアや思いを込めて製品を
作り上げる、このことが大切であると考えています。

■設立（創業）／2003年
■資本金／500万円
■売上高／非公開
■従業員数／24名
■平均年齢／35.0歳
■業態／協働ロボットシステム、

制御盤設計・製作、板金加工業

山口 知彦
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

協働ロボットを制御、人手不足を解決

あいこむぎけん

iCOM技研㈱
公式サイト

iCOM技研㈱

小
野
市
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地元高校生へのメッセージ

ありまほうこうどう

㈱有馬芳香堂

人気のナッツ・豆菓子を稲美工場で製造しています

〒675-1105 加古郡稲美町加古3627-3
TEL.079-492-0055

　1921年の創業以来、『素材にこだわり、鮮
度を大切に』する商いを続け、2021年に
100年企業の仲間入りをした会社です。当社
は各種ナッツ（木の実）加工製品をはじめ、
大豆、落花生を使った豆菓子の製造販売をし
ています。昔ながらの製法と最新の加工技術
をもっておいしさ、そして食の楽しみを皆様
に提供しています。

　有馬芳香堂は健康意識の高い皆様の期待に
応えるべく、体にやさしいモノづくりに取り
組み、健康な生活のサポートを心がけ研

けんさん

鑚を
続けています。従業員が一丸となり、みんな
で一緒に考え、　行動する会社を目指して、
こだわりのモノづくりで、オンリーワン、地
域ナンバーワンへの挑戦を続けています。

『働く』ことは、巡り巡ってどこかのお客様を喜ばせることと考えてい
ます。「お客様の喜びの声」は私たち製造スタッフの大きな励み、喜び
です。さらに喜んでいただけるような商品づくりを目指して取り組んで
います。

■設立（創業）／1921年
■資本金／3,000万円
■売上高／20億4,652万円
　（2022年2月期）
■従業員数／97名
■平均年齢／41.9歳
■業態／食品製造業

西條 太一
製造チームサブリーダー

企業データ

ナッツのおいしさと楽しさを伝えて100年

公式サイト

㈱有馬芳香堂

稲
美
町
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地元高校生へのメッセージ

いちかわちくろ

㈱市川築炉

いまだに機械化できない貴重な技術職「築炉工」

〒675-0025 加古川市尾上町養田1497-3
TEL.079-421-1421

　当社は1966年に創業し、高い技術力で日
本のものづくりを支えてきた企業です。50
年以上、脈々と受け継いできた技術を守りな
がら、最先端の技術も導入するなど、築炉工
事に特化した「多能工」集団として、製鉄メー
カーから抜群の信頼を得る優良企業です。当
社の仕事は、技術が進んだこの世界において、
いまだに手作業でのみ行う「築炉」という貴

重な専門技術職です。
　変化のスピードの早い現在には、自らの失
敗を認める勇気を持つことが明日への成功の
近道と考え、「失敗を認める勇気を持とう」
というスローガンを全社的に掲げ、「モノづ
くり」は「人づくり」、伝統と技術を受け継
ぐ人材育成に力を入れています。

築炉という職種の知名度は高くありませんが、携われば必ず築炉の奥深
さや仕事での達成感を感じることができるでしょう。仕事を通して人間
的成長を、そして技術という財産を手に入れませんか。日本一の職人を
一緒に目指しましょう。

■設立（創業）／1972年
　（創業1966年）
■資本金／3,600万円
■売上高／非公開
■従業員数／135名
　（協力会社23名含む）
■平均年齢／40.4歳
■業態／築炉業

柏原 裕也
築炉室 業務部（製鋼）作業リーダー

企業データ

築炉工事に特化した「多能工」集団

公式サイト

㈱市川築炉

加
古
川
市
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地元高校生へのメッセージ

いなさかはぐるませいさくしょ

㈱稲坂歯車製作所

2019年7月社員旅行でUSJ へ行く

〒679-0222 加東市高岡681
TEL.0795-48-2450

　当社は創業以来、歯車、ミッション、油圧
機器を中心に「ものづくり技術」の向上に努
め、高い技術力と品質管理のもとで作られた
各製品は、長年にわたり大手企業様より信頼
をいただいております。なかでもオートバイ、
建設・農業機械などに使用される各種歯車に
関して、設計から鍛造・機械加工・熱処理・

研削など一貫生産ができる企業です。グル－
プ企業に稲坂油圧機器㈱や㈱稲坂プレス工業
があり、多くの若い技術者たちが日々ものづ
くりに情熱を注いでいます。
　また、グループ対抗運動会、社員旅行、ボ
ウリング大会等社内行事（自由参加です）も
盛んで楽しく活気のある職場です。

社会人になると、学生時代にはないいろいろな勉強があります。「おは
ようございます」にはじまり「お先に失礼します」の挨

あいさつ

拶から始めましょ
う。元気とやる気と根気が大切です。若い力に期待しております。

■設立（創業）／1958年
■資本金／4,050万円
■売上高／67億円
　（2022年2月期）
■従業員数／271名
■平均年齢／45.4歳
■業態／輸送用機械器具製造業

吉田 博明
総務部 部長

企業データ

オートバイ、建設・農業機械に使われる歯車を製造

公式サイト

㈱稲坂歯車製作所

加
東
市
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地元高校生へのメッセージ

自社独自の技術開発

〒679-0222 加東市高岡880
TEL.0795-48-4366

　当社は油圧ショベル等に組み込まれている
油圧バルブを製造している会社です。
　油圧は小さな力で大きなモノを動かすこと
ができ、建設機械や産業機械・農業機械など
幅広く使用されています。当社は大手メー
カーから高い品質評価を受け、安定した受注
生産を行っています。特に油圧ショベルの比
例減圧弁は世界トップシェアを占めていま

す。
　加工から熱処理、組立、性能検査まで全工
程を社内でできる一貫生産が当社の強みで
す。最新鋭の機械設備と長年のノウハウで多
品種少量生産により様々なお客様のニーズに
お応えしております。AIロボットと人間との
協働に挑戦し続けます。

当社には、多種多様な種類の職場があります。自分でも気づいていな
かった隠れた才能を見つけ出し、当社でぜひその力を発揮させてくださ
い。

■設立（創業）／1972年
■資本金／3,000万円
■売上高／115億3,560万円
　（2021年9月期）
■従業員数／298名
■平均年齢／40.0歳
■業態／一般機器器具製造業

守口 昌秀
品質保証部品質管理課　2021年4月入社

企業データ

油圧ショベルの比例減圧弁は世界トップシェア

いなさかゆあつきき

稲坂油圧機器㈱
公式サイト

稲坂油圧機器㈱

加
東
市
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地元高校生へのメッセージ

おおくぼてっこうしょ

㈱大窪鐵工所

大窪鐵工所で一緒にミクロン単位の技術を身に付けませんか？

〒674-0093 明石市二見町南二見11-3
TEL.078-944-0003

　当社は、ショベルカーなどの世界で活躍す
る建設機械の精密部品を製造しているものづ
くりの会社です。1000分の1mmの精度にま
でこだわる高い技術力で、お客様の絶大な
信頼を得ており、大手建機メーカーの顧客
内シェアNo.1を占める製品が多数あります。
ショベルカーの連結部分に使われるピンや、
動力源である油圧機器の部品など、建設機械

の様々な主要部品を製造しています。材料の
切断、形を整える切削や穴あけ、表面を滑ら
かにする研磨、部品を接合する溶接等の様々
な加工を行っています。
　2024年には加西インター産業団地に新工
場が操業開始予定で、さらなる生産能力増強
と新製品開発に積極的に取り組んでいきま
す。

入社してすぐに機械加工に携わることができ、分からないことがあれば
フレンドリーな先輩方に気軽に相談できるので、楽しくものづくりをし
ながら社会貢献につながる仕事ができます。見学では職場の雰囲気が体
感できるので、ぜひお越しください！！

■設立（創業）／1948年
■資本金／1,500万円
■売上高／29億7,000万円
　（2022年1月期）
■従業員数／115名
■平均年齢／36.6歳
■業態／製造業

佐渡 颯人
本社工場 2 係溶接班

企業データ

世界で活躍する建設機械の精密部品を製造

公式サイト

㈱大窪鐵工所

明
石
市
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おおにしこるくこうぎょうしょ

㈱大西コルク工業所

高品質・高付加価値の製品づくりを実現しています

〒673-1451 加東市家原575番地
TEL.0795-42-1356

　当社は発泡スチロールとプラスチックの成
形加工において、長年にわたって培ってきた、
成形技術とノウハウを誇りとしています。魚
箱・野菜箱などの保冷箱をはじめ、炊飯器な
ど家電製品の緩衝材、そしてエアコンや冷蔵
庫などの機能部品として、また、住宅用の断
熱材など、当社の製品はさまざまな産業分野
で活躍しています。国内すべての原料メー

カーとの取引によって、多様な品種・発泡倍
率にも対応でき、金型の製作から製品の納品
までお客様のご要望にお応えいたします。
　また、多品種少量生産と「あらゆるサイズ
のあらゆる形状」を可能にする高度な技術開
発力があり、当社のセールスポイントでもあ
ります。

厚生労働大臣が認定するユースエールおよび、えるぼし認定、くるみん
認定を取得しました。有給取得率のアップ、ワークライフバランスの実
現を目指し会社を挙げて取り組んでいます。働きやすく創業100年を目
指します。

■設立（創業）／1948年
　（創業1928年）
■資本金／6,750万円
■売上高／51億2,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／75名
　（会社全体105名）
■平均年齢／40.0歳
■業態／発泡スチロール・プラ

スチック製造販売業

大西 洋輔
代表取締役社長

企業データ

発泡スチロール、プラスチックの成形技術に誇り

公式サイト

㈱大西コルク工業所

加
東
市

ユースエール認定企業
くるみん認定企業
えるぼし認定企業
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会社正門から。右側のゼットタワーは平成２年に完成

〒673-0404 三木市大村561番地
TEL.0794-83-1111

　昭和18年の創業以来「使う人に満足して
いただける製品づくり」を社是に掲げ、常に
より良いものづくりに取り組んできました。
1982年に発売した「ゼットソー 265」の誕
生も被切削材の変化への対応を望むお客様の
声に応えることから始まり、新建材に適切に
対応する工具としてプロの大工さんから圧倒
的支持を得て、一億枚の販売実績を誇る鋸

のこぎり

の

スタンダード製品となりました。さらなる成
長のため、新製品開発は国内向けのみならず、
海外のお客様のニーズを取り込んだ海外向け
製品の開発にも注力しています。
　生産設備のほとんどを社内で設計・製作す
ることで、国内外のニーズに迅速にきめ細か
く対応し、お客様に満足いただける製品づく
りを目指しています。

自社開発の生産設備で製品が作られていることに魅力を感じ、入社しま
した。先輩方に気軽に相談できる環境で、入社から5年働くことができ
ています。ぜひ、地場産業である金物に興味を持って、地元を盛り上げ
る人材になってください。

■設立（創業）／1943年
■資本金／5,000万円
■売上高／19億100万円
　（2021年11月期）
■従業員数／102名
■平均年齢／41.5歳
■業態／金属製品製造業

財田 拳臣
製造1課

企業データ

大工さんから圧倒的支持を受けるのこぎりを製造

おかだきんぞくこうぎょうしょ

㈱岡田金属工業所
公式サイト

㈱岡田金属工業所

三
木
市
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おくいでんき あかしこうじょう

奥井電機㈱ 明石工場

明石市大久保町の「明石工場」

〒674-0065 明石市大久保町西島310
TEL.078-946-2266

　当社は、1926年（大正15年）創業以来、
制御技術のプロフェッショナルとして、あら
ゆる産業、公共施設の電気制御を担い、高度
な技術・品質を誇る一貫生産体制を確立して
います。
　ISO9001認証取得による品質保証体制で、
火力・原子力発電プラント、公共施設、各種
産業プラント、超音波センサー、濃度計およ

びメカトロ製品などを受注開発し、「技術・
品質重視型企業」として高度な技術と品質で
業績拡大に努めています。
　公共上下水道、排水処理設備および発電所
等に超音波センサー、濃度計、レベル計、界
面計などのシステムを多数納入しています。
　また、汎

はんよう

用起動盤（OMS）などのOシリー
ズ製品も発売しています。

求める人物像は、「エンジンが付いている人」です。新しい事業展開を
する時、自ら考え行動するためには、エンジンが必要です。また、当社
は中小企業だけに仕事の幅が広く、「ものづくりの感動」が味わえます。

■設立（創業）／1926年
■資本金／5,000万円
■売上高／11億2,000万円
　（2022年5月期）
■従業員数／77名
■平均年齢／40.5歳
■業態／電気機械器具製造業

奥井 美智子
代表取締役社長

企業データ

日本で先駆けて制御盤を製造　配電・制御システムのプロフェッショナル

公式サイト

奥井電機㈱ 明石工場

明
石
市
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かごたに

㈱籠谷

浜風第二工場

〒676-0005 高砂市荒井町御旅2丁目1番17号
TEL.079-442-2405

　当社は鶏卵および鶏卵加工食品の製造、電
気設備工事の施工管理、飼料の販売の3分野
の事業に取り組んでいます。
　兵庫県内の自社養鶏場でとれるブランド卵
の販売、それを使用したジェラートの製造・
販売、身近な建物の電気工事や修繕工事など、
お客様へ満足と魅力的な商品を提供し、地域
社会で愛される企業を目指して、事業を展開

しています。
　2021年に創業100年を迎え、SDGｓの取
り組み強化、働きやすい職場作りなど、これ
からの100年を見据えた新たな活動を開始し
ています。“100年後の未来を紡ぐ企業”と
して、企業価値の向上と社会の発展に貢献し
ていきます。

一人ひとりが持つアイデアを取り入れてくれるので、常にチャレンジで
きる環境があります。考えたことを実現に向けて動かすことができ、能
力を発揮できる機会も多く、楽しく仕事に取り組めますよ！

■設立（創業）／1921年
■資本金／3,000万円
■売上高／91億9,000万円
　（2021年6月期）
■従業員数／404名
■平均年齢／37.5歳
■業態／食品製造・電気工事施

工管理・飼料販売業

岩佐 美沙
浜風事業部

企業データ

鶏卵、電気設備、飼料販売のハイブリッド企業

公式サイト

㈱籠谷

高
砂
市
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