
地元高校生へのメッセージ

あいけーでんき

アイケー電機㈱

インフラ整備に携わり、70年を迎えました

〒664-0845 伊丹市東有岡3丁目204番地
TEL.072-782-1861

　私たちは創業以来70年培った技術を活か
し、電車用モーター・リアクトルの製造、各
種電子制御プリント基板・ユニット組立、浄
水場・工場の工事メンテナンスといった3事
業で各種インフラに携わっている会社です。
　“電車”は、地域の生活や経済の基盤の要
であり、社会にあって欠くことのできない大
切な存在です。高い安全性や環境問題からも

世界的に注目され、社会貢献の度合いも年々
増しています。
　“水”は生命の源、私たちの生活に必要な
安全な飲み水は日々絶えることなく供給され
続けています。そんな設備をメンテナンスす
る役割も私たちの使命です。日本のみならず
世界的に社会インフラ整備に貢献する企業と
して歩んでいます。

電車用モーターの整備等を行っており、全国の鉄道会社に訪問して、整
備以外のお困りごともお伺いしながら、より親身な営業を心掛けていま
す。経験や年齢に関係なく、やりたいことがあれば、積極的に挑戦でき
る環境です。

■設立（創業）／1951年
■資本金／3,000万円
■売上高／17億1,200万円
　（2021年12月期）
■従業員数／224名
■平均年齢／43.0歳
■業態／製造業

池田 紫瑛
電機事業部 営業部 係長

企業データ

社会・交通インフラの安全性を守るテクノロジー

公式サイト

アイケー電機㈱

伊
丹
市
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地元高校生へのメッセージ

製品の完成間近です。最終チェックは期待と緊張の瞬間です！

〒660-0806 尼崎市金楽寺町1丁目6番15号
TEL.06-6482-1881

　当社は、1913年に創業し100年を超える
会社ですが、関わる案件は時代を反映する機
械ばかり。近年では、最新の自動車やスマー
トフォンの生産設備などの「旬」な案件か
ら、液晶ガラスや衛生用品の生産設備など身
近な分野までオールマイティーに活躍してい
ます。
　最先端の案件に関わることの多い当社。案

件はお客さまから相談をもちかけられること
でスタートすることが多く、ゼロから新しい
ものをつくるということも珍しくありませ
ん。技術面での課題を様々な角度から検討し、
社員一丸となって取り組みます。新しい案件
では困難に直面することもありますが、それ
を乗り越え、機械が稼働した時の達成感は何
ものにも代えられません。

当社は長い歴史のなかで培った高度な技術力を持っています。しかし、技
術力だけでは新たな未来はありません。「技術力」×「人間力」で、日本
のモノづくりに貢献し続けていきたい。そのためには次代を担う若い力が
必要です。あなたのモノづくりに対する情熱を当社で発揮してみませんか。

■設立（創業）／1945年
　（創業1913年）
■資本金／7,986万円
■売上高／20億6,000万円
　（2021年9月期）
■従業員数／101名
■平均年齢／39.7歳
■業態／製造業

山村 孝之
代表取締役社長

企業データ

最先端の案件をゼロからともにつくりだす

あまがさきこうさくしょ

㈱尼﨑工作所
公式サイト

㈱尼﨑工作所

尼
崎
市
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地元高校生へのメッセージ

あましんうんゆ

尼神運輸㈱

若手からベテランまで、幅広い世代が活躍しています

〒663-8142 西宮市鳴尾浜3丁目7-6
TEL.0798-44-0116

　当社は関西・近畿エリアを中心に食料
品・日用雑貨をお届けする物流会社です。約
3,000坪の倉庫を拠点に、毎日みなさんの食
卓へ並ぶ商品をトラックで配送しています。
　昭和49年(1974年)の創業以来、地域密着
で阪神間の物流を担ってきた当社。約80名
のドライバー・倉庫員が、ライフラインを支
える縁の下の力持ちとして日々活躍していま

す。経営理念である「選ばれる会社」を常に
追求し、お客様だけでなく働く従業員、地域
の方々からも末永く信頼される会社づくりを
目指しています。
　「西日本の食品物流は尼神運輸へ任せれば
安心」「尼神運輸に頼んでよかった」そう言っ
ていただけるよう、これからも邁

まい

進
しん

していき
ます。

阪神間のスーパーやファストフード店へ商品をお届けしている当社。大
手メーカー様の見慣れた商品が多く、私生活で店舗に並ぶ商品を見ると
地域貢献できていると感じうれしくなります。地元へ貢献したい方、当
社でドライバーとして活躍してみませんか？

■設立（創業）／1974年
■資本金／2,500万円
■売上高／10億3,900万円
　（2022年3月期）
■従業員数／92名
■平均年齢／48.0歳
■業態／運輸倉庫業

中村 咲月
管理部 採用担当

企業データ

公式サイト

尼神運輸㈱

西
宮
市
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あまてい

アマテイ㈱

当社新製品「木割れ最強釘Ⅱ杉対応」

〒660-0845 尼崎市西高洲町9番地
TEL.06-6411-1236

　当社は120年以上の歴史を有する洋釘（よ
うてい）製造のリーディングカンパニーです。
　当社の釘は、主に住宅用や梱

こんぽう

包用として利
用されており、木が割れにくい釘の特許も取
得しています。
　また工場では、安全第一を優先し、経営理

念「１本の釘・ねじで、ものともの、人と人
を繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。」
を掲げ、サステナブル社会の実現、カーボン
ニュートラルへの対応、SDGsへの取り組み
にもチャレンジし、社会から信頼され続ける
企業を目指していきます。

釘の製造は熟練した技術が必要なため、学ぶことが多いですが、ひとつ
ずつ覚えていくことで仕事のやりがいを感じています。モノづくりに興
味のある人、ぜひ工場見学に来てください！

■設立（創業）／1901年
■資本金／6億1,521万円
■売上高／38億円
　（2022年3月期）
■従業員数／97名
■平均年齢／44.6歳
■業態／金属加工業

佐藤 巧実　　 中井 智也　　 竹原 良亮
線釘部門:2021年入社　品質管理室:2021年入社　線釘部門:2020年入社

企業データ

住宅・梱包に使用される釘のトップメーカー

公式サイト

アマテイ㈱

尼
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いしざきぷれすこうぎょう

石崎プレス工業㈱

当社が製造している電池外装缶をはじめ、様々な精密部品

〒664-0842 伊丹市森本1丁目98番地2
TEL.072-782-6715

　当社は1931年国内初のスナップ釦
ぼたん

メー
カーとして操業を開始いたしました。現在は
電池・電子・車載用部品などの精密金属プレ
ス加工メーカーとして、精度の高い仕事が特
徴です。得意とする「絞り加工」は、加工技

術の中でも独特のノウハウが必要な分野で、
様々な「特許」も取得しております。
　また、金型設計・製作から製品の製造・販
売まで、自社での一貫対応ができる当社なら
ではの様々な提案が可能です。

当社の技術は、普段はあまりお目にかかりませんが、世界でも注目を集
めるリチウムイオン電池用の円筒缶、今後ますます必要となる車載用精
密部品など、「日本のものづくり」で世界中の人々の暮らしを支えてい
ます。

■設立（創業）／1931年
■資本金／4,500万円
■売上高／73億6,700万円
　（2022年5月期）
■従業員数／194名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

北間 秀之
経営管理部 次長

企業データ

独特のノウハウが必要な「絞り加工」で特許も取得

公式サイト

石崎プレス工業㈱
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本社屋

〒664-0851 伊丹市中央5-5-10
TEL.072-778-7031

　当社は、創業以来一貫して地域社会と人々
の生活に密着したものばかりを取り扱ってい
ます。家庭用・工業用・自動車用燃料である
ＬＰガス・都市ガスの供給・販売を中心とし
たガス事業部、サービスステーションを拠点
とし、ガソリン・軽油等を販売する石油事業
部、日本人の主食を取り扱う米穀事業部、情
報とコミュニケーションの要である携帯端末

を扱うモバイル事業部。また、電力小売全面
自由化を受け、一般家庭等への電力小売にも
本格参入。生活総合企業体として、また一歩
前進しました。
　今後も全社員が「和」の精神のもと、心を
一つにしてお客様のニーズに即応し、全てに
バランスのとれた“生活総合商社”の構築に
努めていきます。

私たちは、地元に根差して、生活になくてはならないものを取り扱って
います。「安全・安心の付加価値を付けて、地域のライフラインを支える」
という、責任感・やりがいのある企業です。

■設立（創業）／1948年
■資本金／5,000万円
■売上高／1,021億円
　（2021年12月期）
■従業員数／1,531名
■平均年齢／40.8歳
■業態／卸売・小売業

平井 晴也
人事部

企業データ

地域密着型の生活総合商社としてライフラインを支えています

いたみさんぎょう

伊丹産業㈱
公式サイト

伊丹産業㈱

伊
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いたみさんぎょうでんせつ

伊丹産業電設㈱

本社屋

〒664-0836 伊丹市北本町2-255
TEL.072-777-0001

　ガス設備部…ＬＰガス工事のほか大阪ガス
の指定工事店としてガス配管工事、住宅設備
工事、ガス空調工事を行っています。近年家
庭用燃料電池「エネファーム」と太陽光発電
のＷ発電等多様なエネルギー供給を手掛けて
います。空調衛生設備部…学校、病院、事務
所、工場等各種施設の給排水設備、空調設備、

消火設備を手掛けています。電気設備部…建
物の電気を主体として、街路灯、信号機の設
置、防災、防犯、情報、通信設備等あらゆる
電気工事に取り組んでいます。
　2019年11月に伊丹産業電気工事㈱と合併
し、総合設備企業として今後ますます発展し
ていきます。

「ものづくり」を通して、安全・安心で快適なくらしを提供する会社です。
若い社員が多く、目標に向かって一致団結して頑張っています。努力が
正しく評価されるやりがいのある職場です。

■設立（創業）／1971年
■資本金／6,000万円
■売上高／93億2,363万円
　（2021年12月期）
■従業員数／243名
■平均年齢／40.0歳
■業態／建設業

斎藤 翼
総務部

企業データ

ガス・水道・空調・電気と全てのライフライン整備を担う総合設備企業

公式サイト

伊丹産業電設㈱

伊
丹
市
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製品と工場内の様子

〒665-0051 宝塚市高司5-1-52
TEL.0797-76-3221

　「おいしい調理麺」なら今里食品。
　私たちの強みは何といっても製麺屋として
譲れない「本物の味」です。麺は調理麺専用
に自社開発してできたてのおいしさを届けま
す。具材は素材の良さを引き出す独自工程で
高級料理店に負けない本格的な調理で作りま
す。おつゆも自家製で化学調味料に頼らない
本物のおいしさを追求しています。その味を

認めてくださるお客様の声が私たちのプライ
ドです。
　私たちは日本の食文化の担い手として、お
客様の健康と幸せのために、コンビニや大手
量販店等、全国のお惣菜コーナーに調理麺を
供給しています。ますます進化する私たち今
里食品にぜひご期待ください。

私は入社4年目です。社内は部署を超えた交流が多いため、社員同士の
仲が良く、雰囲気は良いです。上司や先輩から細かい所まで師事を受け
ることができ、安全でおいしいものを提供することにやりがいを感じる
ことができます。

■設立（創業）／1950年
　（創業1947年）
■資本金／4,700万円
■売上高／約93億円
　（2022年5月期）
■従業員数／520名（宝塚工場
　のみ、パート・派遣含）
■平均年齢／42.7歳
　（全社、社員のみ）
■業態／惣菜製造業・製麺業

古川 大貴
宝塚工場 品質管理室

企業データ

製麺屋として譲れない「本物の味」を追求

いまざとしょくひん たからづかこうじょう

㈱今里食品 宝塚工場
公式サイト

㈱今里食品 宝塚工場

宝
塚
市
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いんしゅあらんすさーびす

㈱インシュアランスサービス

本社エントランス

〒659-0094 芦屋市松ノ内町1-10
TEL.0797-32-8080

　保険は、人生をより安心に過ごすため、経
済的なリスクにあらかじめ備え、また、偶然
のリスクによって生じた経済的な損害や人的
な損失をカバーするための仕組みです。当社
は40年以上の歴史を歩む保険代理店で、お
客様や保険会社との強固な信頼関係を構築
し、お客様の安全と安心、ならびに地域への
貢献に努めてまいりました。40社以上の保

険商品を取り扱っており、多様なニーズに、
最適な保険商品・サービスをご提供していま
す。
　グループ会社には 危機管理会社やシステ
ム会社があり、ワンストップでサービスを提
供することで、他社にはない『保険＋α』の
付加価値の高いコンサルティング活動を実現
しています。

お客様とともに新たな価値を創造し、安全と安心を真剣に考えるやりが
いのある仕事です。持続的な成長を実現するため、変化を楽しみ、チャ
ンスと捉えることができれば非常にやりがいを感じられる環境といえま
す。

■設立（創業）／1975年
■資本金／2,485万円
■売上高／13億5,000万円
　（2022年2月期）
■取扱保険料／64億円
■従業員数／127名
■平均年齢／40.6歳
■業態／保険業

清水 丈嗣
代表取締役社長

企業データ

最適な保険商品・サービスをワンストップで

公式サイト

㈱インシュアランスサービス

芦
屋
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おおさかふじこうぎょう

大阪富士工業㈱

2020年3月で創立65周年を迎えました

〒660-0811 尼崎市常光寺1-9-1
TEL.06-6487-1865

　創業以来、大手鉄鋼メーカー（日本製鉄株
式会社、JFEスチール株式会社、株式会社神
戸製鋼所）のパートナー企業として生産工程
を担い、全国に８つの支店を構えております。
　また、国内にある５つの自社工場では、肉
盛溶接や溶射といった独自の技術を用いて製
品の加工を行っており、お客様の多種多様な
ニーズにお応えしております。現在の取引先

は、鉄鋼メーカーにとどまらず、電機・重工・
製紙・IT関連企業など多方面に進出しており
ます。
　創業者から受け継がれている『常に誠実で
あれ』という言葉を胸に、従業員一同、“時
代とともに成長する企業”を目指しておりま
す。

JR尼崎駅南口から大阪方面へ歩いて10分のところに本社があります。
現場の技術の高さと人を大切にする社風にひかれて入社を決めました。
ものづくりに興味がある人はぜひ工場見学に来て、雰囲気を体感してく
ださい。

■設立（創業）／1955年
■資本金／9,447万円
■売上高／217億円
　（2022年3月期）
■従業員数／2,257名
■平均年齢／41.9歳
■業態／金属加工業

坂井 靖彦
尼崎工場 工場長

企業データ

『常に誠実であれ』を胸に、独自技術を磨く 

公式サイト

大阪富士工業㈱

尼
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