
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。

電車用モーターのメンテナンスの営業で、全国の鉄道会社へ訪問してい
ます。鉄道というインフラを支えるとてもやりがいのある仕事です。自
らが手を挙げれば、必ずチャンスを与えてくれる環境で、女性も多く活
躍しています。

■設立（創業）／1951年
■資本金／3,000万円
■売上高／20億2,600万円
　（2020年12月期）
■従業員数／241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 主任

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
乗りこえ、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／24億3,000万円
　（2020年9月期）
■従業員数／102名
■平均年齢／38.8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

あまてい

アマテイ㈱

尼崎工場とアマテイ・ブランドのマークです

〒660-0845 尼崎市西高洲町9番地
TEL.06-6411-1236

　当社は100年以上の歴史を有する洋釘製造
のパイオニアとして釘をつくり続けてきまし
た。今日では、国内のトップメーカーとして
「アマテイ・ブランド」は、業界に深く浸透
しております。そして、その釘は、主に住宅
用や梱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おります。また、

尼崎にある工場では安全第一を優先しなが
ら「１本の釘・ネジで、ものともの、人と人
とを繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。」
を企業理念とし、全社員が使命感と誇りを持
ち、社会から信頼される製品を世に送りだす
ため、頑張っています。

左から2019年、2015年、2017年に入社した3人です。釘の製造は、熟
練した技術が必要なため、学ぶことがたくさんあり大変ですが、技術を
覚え、釘を製造することができたときは、達成感もあり、やりがいを感
じることができました。

■設立（創業）／1901年
■資本金／6億1,521万円
■売上高／33億9,903万円
　（2021年3月期）
■従業員数／101名
■平均年齢／43.5歳
■業態／金属加工業

中島 空哉、紺社 勇樹、河野 拓斗
生産本部 線釘部門

企業データ

住宅・梱包に使われる釘のトップメーカー

公式サイト

アマテイ㈱

尼
崎
市
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地元高校生へのメッセージ

西宮市の国道2号線沿いにある茶色いタイル張りの本社です

〒662-8502 西宮市池田町12-20
TEL.0798-26-3111

　新井組は、創業以来「建設事業を通じて新
たな価値を創造し、社会に貢献することを誇
りとする。」を基本方針の第一に、工場、学
校、病院などの建設や、道路、橋

きょうりょう

梁、トンネ
ルなどのインフラ整備、また阪神・淡路大震
災や東日本大震災などの復旧・復興工事など、
建設事業を通じて社会のニーズに応え、お客
様の満足と信頼を得てまいりました。新井組

は、これまで培ってきた技術やノウハウを活
かし、自らのフィールド、建設事業で少子高
齢化、防災、環境問題など現代社会の抱える
多様な問題の解決に取り組んでいます。これ
からも、もっと豊かな社会づくり、安心・安
全な地域づくりの担い手として社会に貢献し
続けることを目指していきます。

当社には、社員一人ひとりの個性を尊重し、知識や能力を向上させ、自
由闊

かったつ

達に活躍できる場があります。私たちと、建設業の未来をつくる夢
とチャレンジ精神を持って、ともに頑張ってみませんか。

■設立（創業）／1944年
　（創業1923年）
■資本金／5億円
■売上高／250億9,900万円
　（2020年12月期）
■従業員数／309名
■平均年齢／42.1歳
■業態／総合建設業

馬場 公勝
代表取締役社長

企業データ

建設事業通じ現代社会の多様な問題を解決

あらいぐみ

㈱新井組
公式サイト

㈱新井組

西
宮
市
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地元高校生へのメッセージ

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／60億2,800万円
　（2021年5月期）
■従業員数／185名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

北間 秀之
経営管理部 グループリーダー

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㈱

伊
丹
市
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地元高校生へのメッセージ

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／922億3,884万円
　（2020年12月期）
■従業員数／1,516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
丹
市
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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／84億7,846万円
　（2020年12月期）
■従業員数／231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2年目です。非常に活気のある職場で毎日充実した日々を送っ
ています。お客様においしいものをお届けするため、上司や先輩に教わ
りながら、日々努力を重ねています。ぜひ一度工場見学にきてください。

■設立（創業）／1950年
　（創業1947年）
■資本金／4,700万円
■売上高／約87億円
　（2021年5月期）
■従業員数／510名（宝塚工場
　のみ、パート・派遣含）
■平均年齢／40.6歳
　（全社、社員のみ）
■業態／惣菜製造業・製麺業

轟木 彩香
宝塚工場 製造部 製造課（盛付部門）

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／13億660万円
　（2021年2月期）
■取扱保険料／64億円
■従業員数／126名
■平均年齢／40.5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
市
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互いを尊重し、連携を大切にしています

〒665-0035 宝塚市逆瀬川1丁目14番39号
TEL.0797-74-7272

　当社は創業以来、この阪神間、そして隣接
する北摂を中心に住まいの売買、リフォーム、
住宅ローン・保険、広告、教育と事業を展開
してまいりました。そして、2018年には名
古屋エリアへ進出、東京への展開も計画中。
2021年には家具事業にも参入しました。住
まい・暮らしにとどまらず、人生に関わる総

合サービス企業を目指しています。
　ところで皆さんは、「働く」「社会人になる」
ということにどのようなイメージをお持ちで
すか？仕事とは、元来、「誰かの役に立つ」
ということ。私たちは、幅広い事業で人々の
暮らしに笑顔を増やし、社会から必要とされ
る企業として挑戦し続けています。

私たちは一人ひとりに対して真
しん

摯
し

に向き合うことを大事にしています。
「人に言えなくとも、きっとそれぞれの心の奥にある“志”を引き出す」
そんな会社です。一度きりの人生を豊かで面白いものにすべく、今を大
切に、一生懸命に過ごしてください！

■設立（創業）／1995年
　（創業1993年）
■資本金／2億7,778万円
■売上高／79億5,700万円
　（2020年12月期）
■従業員数／267名
■平均年齢／29.7歳
■業態／不動産業

堀内 祥次
難関国公立大学専門塾志信館・塾長

企業データ

人生に関わる総合サービス企業

うぃる

㈱ウィル
公式サイト

㈱ウィル

宝
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