
地元高校生へのメッセージ

つかさこうぎょう

㈱司興業

関連会社を含め総勢29名で日々活動中です

〒665-0834 宝塚市美座2丁目15番15号
TEL.0797-86-6635

　37年間積み重ねた信頼と実績で、鉄道土
木工事・官公庁工事から一般土木工事まで土
木・外構・リフォーム・解体工事等を行って
いる会社です。
　技術者・職人ともに直営班で仕事をするこ
とにこだわり、安全・的確・誠実をモットー

に力を合わせ24時間体制で仕事をしていま
す。土木技術者は営業を兼任し、プランニン
グ・設計・施工管理まで行っており、職人は
大工・左官・鍜治工・鳶

とび

・重機オペレーター
等幅広く活躍しております。

地元で、地域に密着して働いてみませんか。近くに親が、友達がいるこ
の街で、土木・建築技術者を目指したい方、職人を目指したい方、創業
以来赤字を出したことが無い、そんな会社で共に働いてみませんか。

■設立（創業）／1985年
■資本金／3,000万円
■売上高／6億円
　（2020年9月期）
■従業員数／14名
■平均年齢／52.8歳
■業態／総合建設業・不動産業・

リテール事業

海山 鐘海
代表取締役社長

企業データ

鉄道土木工事・官公庁工事から一般土木工事まで

公式サイト

㈱司興業

宝
塚
市
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地元高校生へのメッセージ

カーペットや壁紙、カーテンなどの内装材メーカー

〒664-8610 伊丹市東有岡5-125
TEL.06-6494-1533

　東リは2019年12月に創業100年を迎えた
トータルインテリアメーカーです。タイル
カーペットやプラスチック床材の分野でシェ
アNo.1を獲得しています。近年では、技術
力だけでなくデザイン力も高く評価され、こ
れまでに数多くの製品において“グッドデザ

イン賞”を受賞してきました。
　オフィスにも、大型ショッピングセンター
にも、空港にも、そしてみなさんの学校にも
…。普段何気なく過ごしている空間に東リの
製品はあふれています。

『自分が苦労して成し遂げた成果を、製品として“かたちに残す”こと
ができる』、それが私たちの仕事のやりがいです。「人々の生活に役立つ
仕事がしたい」と考えている方、次の100年に向けて新しい東リを一緒
に創っていきましょう！

■設立（創業）／1919年
■資本金／68億5,500万円
■売上高／511億5,600万円
　（2021年3月期）
■従業員数／874名
■平均年齢／40.1歳
■業態／製造業

黒﨑 裕之
人事部 人材企画グループ

企業データ

創業100年を迎えたトータルインテリアメーカー

とうり

東リ㈱
公式サイト

東リ㈱

伊
丹
市
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地元高校生へのメッセージ

とくはつさんきょうせいさくしょ

㈱特発三協製作所

社屋全景

〒661-0975 尼崎市下坂部3丁目6番1号
TEL.06-4960-4300

　1955年の創業以来、｢薄板ばね｣ の試作か
ら金型製作、量産までを一貫して自社で行っ
てきました。このモノづくりの中で、私たち
が最もこだわってきたのは ｢お客様の想いを
カタチにする｣ ことです。お客様の要望の奥
深い部分までをつかみ取り、長年培ってきた
技術とノウハウでお客様が求める以上の性能
と品質を担保する。そのため、時にはお客様

の図面を見て、設計や材料、加工方法を変え
る提案を行うこともあります。単なるサプラ
イヤーではなく、お客様から信頼して ｢任せ
てもらえる｣ モノづくりをするのが私たちの
役割。こうした姿勢が評価され、自動車部品
では国内シェア80％を獲得しているものも
あります。

私たちが手掛けるのは、オーダーメイドの薄板ばね。｢薄板ばね｣ そのものを目
にする機会はあまりないと思いますが、私たちの製品は大手自動車メーカーや
家電メーカー等のさまざまな製品に組み込まれ、皆さんの身近な場所で活躍し
ています。私たちの“ものづくり”は素直で真面目な諸君を応援しています。

■設立（創業）／1955年
■資本金／2,000万円
■売上高／5億5,762万円
　（2021年3月期）
■従業員数／47名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

片谷 勉
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

想いをカタチに、でシェア８割の部品も

公式サイト

㈱特発三協製作所
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地元高校生へのメッセージ

お客様の物流の未来をともに創る

〒662-0934 西宮市西宮浜2丁目29番地
TEL.0798-38-1678

　フォークリフトをはじめとするトヨタ産業
車両の販売から物流システムエンジニアリン
グまで、私たちトヨタL&F兵庫はお客様の高
度化、多様化する物流ニーズに総合力でお応
えしています。
　また、最適なサービスのご提供のために、

一人ひとりが持つ最大の力を発揮できる、企
業の環境・風土づくりも大きな使命と考え推
進しております。私たちはお客様に喜んでい
ただくことが当社の発展にもつながるという
考えのもと、日々活動しております。

私は、地元の西宮市出身です。憧れのエンジニアとして働き、地元に貢
献でき、自分も成長でき、安心して働き続けられるトヨタＬ＆Ｆ兵庫で
一緒に頑張りましょう。

■設立（創業）／1970年
■資本金／3,000万円
■売上高／94億4,695万円
　（2021年3月期）
■従業員数／250名
■平均年齢／41.3歳
■業態／卸売小売業

サービススタッフ

企業データ

地域で一番の信頼される物流パートナーとして

とよた えるあんどえふ ひょうご

トヨタＬ＆Ｆ兵庫㈱
公式サイト

トヨタＬ＆Ｆ兵庫㈱

西
宮
市
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地元高校生へのメッセージ

なかむら

㈱ナカムラ

全国のマンションに取り付けられている当社製品

〒660-0803 尼崎市長洲本通1-11-10
TEL.06-6488-0801

　当社は1966年10月に尼崎で創業し、2016
年に50周年を迎えました。
　住まいの｢安全･安心･快適生活｣をキーワー
ドに、マンション向けのオリジナル製品を自
社開発している建材メーカーです。｢トビデー
ル｣ や ｢ツバーサ｣ といった多くのヒット商
品を生み出し、全国に向けて販売しておりま

す。大手デベロッパーや大手ゼネコンとの太
いパイプを活かし、多様化するお客様のニー
ズに応えた新製品開発に取り組んでおりま
す。
　さらなる50年に向け「Try to Challenge」
をスローガンに新しい事業領域に挑戦してい
きます。

大手デベロッパーやサッシメーカーに自社製品のＰＲ活動を行う営業の
仕事をしています。可動ルーバー面格子や非常脱出面格子の販売を通じ
安心快適な住環境を提供しています。やりがいのある楽しい職場で一緒
に働きませんか。

■設立（創業）／1966年
■資本金／3,000万円
■売上高／11億6,900万円
　（2020年7月期）
■従業員数／27名
■平均年齢／46.6歳
■業態／製造業

井上 将成
営業部

成長期待企業

企業データ

住まいの｢安全･安心･快適生活｣をかなえるために

公式サイト

㈱ナカムラ
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地元高校生へのメッセージ

（上）二梳
す

きヘネシーハーフライン唐草／（下）社屋

〒665-0821 宝塚市安倉北2-19-23
TEL.0797-81-1263

　当社は理美容専門の鋏メーカーです。宝塚
市に、鋏の最終仕上げを施すための業界最高
峰とも呼ばれる職人技が凝縮された工場と事
務所を構えております。
　ヘアスタイルの変化に伴い、カットの技術
はこれまでどんどん進化してきました。理容

師さん美容師さんが求める切れ味に合った
鋏、刃の角度、持ったときのフィット感など、
多様化されたご要望にできるだけ対応し続け
ております。
　これからも鋏を通して、世界中の綺麗・格
好いい、に「感動」をお届けしていきます。

日本製の理美容鋏は世界のヘアスタイリストから品質が良く使いやすい
と高い評価をいただいています。そのなかでもナルトシザーズは憧れの
鋏と言われています。他にはない魅力あるモノ造りの会社です。

■設立（創業）／1963年
■資本金／2,000万円
■売上高／5億4,000万円
　（2020年5月期）
■従業員数／45名
■平均年齢／45.0歳
■業態／製造卸業

長谷川 敏雄
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

一線の理美容師が愛用する鋏
はさみ

を製造

なるとしざー

㈱ナルトシザー
公式サイト

㈱ナルトシザー
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地元高校生へのメッセージ

にちゆ あまがさきこうじょう

日油㈱ 尼崎工場

工場と研究所（2011年竣工）が隣接

〒660-0095 尼崎市大浜町1-56
TEL.06-6416-1321

　日油株式会社では「バイオから宇宙まで」
をキャッチフレーズに、多くの事業を展開し
ており、扱う製品は食品や化粧品、医薬品と
いった皆さんの身近なモノの素材からロケッ
トの固体燃料まで多岐にわたります。その中
でも尼崎工場は、今年で111年目を迎える、
日油の主力工場であり、油化とDDSという2
つの事業に携わっています。

　油化事業では、シャンプーや化粧品といっ
たトイレタリー製品、電子部品などの素材を
世に送り出しています。DDS事業では、医
薬品を体内の必要な場所に必要な量を必要な
時間だけ作用させ、効果を最大限に高める技
術、DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）
関連の製品を展開しています。

年齢関係なく和気あいあいとした職場です。業務に必要な知識は、先輩
社員からマンツーマンで教わります。

「人々の生活を幅広く支えることができる」そんな仕事に興味を持った
方々を、私たちはお待ちしております。

■設立（創業）／1949年
　（創業1937年）
■資本金／177億4,200万円
■売上高／1,726億4,500万円
　（2021年3月期）
■従業員数／3,718名
　（当工場332名）
■平均年齢／39.9歳
■業態／製造業

松村 淳平
業務部 総務 G 採用担当

企業データ

バイオから宇宙まで

公式サイト

日油㈱ 尼崎工場

尼
崎
市
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地元高校生へのメッセージ

兵庫本社および本社工場の外観

〒669-1339 三田市テクノパーク12番地の5
TEL.079-568-0581

　当社は創業以来、業務用電気厨房機器に特
化して「食」業界の発展とともに歩んできま
した。全国展開の有名外食・コンビニチェー
ン店や、有名ホテル・スーパー・医療福祉施
設・学校などに製品を提供しています。

　製品のデザイン・寸法から小さなパーツに
至るまで、全て自社で設計開発しています。
こうしたこだわりがお客様に評価され、業務
用電気厨房機器ブランドにおいて、トップク
ラスのシェアを誇るまでになりました。

プライベートでの食事や買い物で、自身で作った“NICHIWA”製品を
見かけることもしばしばあります。食の世界に貢献していることを感じ
ることで、日々の仕事にもやりがいを実感できることでしょう。

■設立（創業）／1964年
　（創業1949年）
■資本金／5,000万円
■売上高／85億4,082万円
　（2020年12月期）
■従業員数／220名
■平均年齢／44.1歳
■業態／製造業

岡田 望
代表取締役社長

企業データ

業務用電気厨房機器ブランドでトップクラスに

にちわでんき

ニチワ電機㈱
公式サイト

ニチワ電機㈱

三
田
市
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地元高校生へのメッセージ

にほんすぴんどるせいぞう

日本スピンドル製造㈱

本社工場で機械を組み立てる様子

〒661-8510 尼崎市潮江4-2-30
TEL.06-6499-5551

　弊社は、創業100年を超える歴史ある機械
メーカーです。 
　100年間の歴史から培った独自の技術力を
駆使して、現在は、車の部品等を加工する機
械を作る「産業機械事業」、クリーンルーム
システムを提供する「空調・冷熱事業」、地

球環境保全に貢献する「環境事業」を展開し
ています。2020年5月には、新たにドイツの
機械メーカーであるライフェルト社をグルー
プ企業に加え、さらなるグローバル化、事業
拡大を進めています。

私は業務で空調機器の組み立てを行なっています。機械メーカーでの仕
事は機械を組み立てて形を作っていくのが難しい部分ですが、そこにや
りがいがあり面白い部分なので興味を持っていろんな機械メーカーを見
てみてください。

■設立（創業）／1949年
　（創業1918年）
■資本金／32億7,599万円
■売上高／165億200万円
　（2021年3月期）［連結］
■従業員数／375名
■平均年齢／44.9歳
■業態／機械器具製造業

櫻井 謙大
空調・冷熱事業部 製造部

くるみん認定企業

企業データ

100年間の歴史から培った技術力

公式サイト

日本スピンドル製造㈱

尼
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地元高校生へのメッセージ

＜本社・伊丹工場＞ＪＲ伊丹駅から徒歩7分です

〒664-0845 伊丹市東有岡3-64
TEL.072-782-6521

　私たちはコントロールケーブルの専門メー
カーとして、兵庫県伊丹市の本社・伊丹工場
をはじめ、山崎工場（兵庫県宍粟市）、関連
会社のニチフレ千草（兵庫県宍粟市）、ニチ
フレ島根（島根県飯南町）各拠点より、世界
に通用する優れた製品を開発・供給していま
す。その高性能・高品質のコントロールケー
ブルは、自動車をはじめ自転車や農業機械な

どの分野で重要な機能部品として利用されて
います。そして「吾々は、フレキシブルケー
ブルの新たな付加価値を創造し、そのマー
ケットの第一人者となる」の経営理念のも
と、医療・福祉機器や事務機器、鉄道といっ
た新たな分野へ挑戦することで、コントロー
ルケーブルが持つ無限の可能性を広げていき
ます。

さらなる生産性向上、新たな製品の開発に向けて日々取り組んでいます。
自身が成長できる環境があり、とてもやりがいを感じています。また海
外からの実習生も活躍しており、これからも多くの仲間と共に頑張りた
いと思います。

■設立（創業）／1962年
■資本金／8,349万円
■売上高／29億円
　（2021年3月期）
■従業員数／156名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

徳重 美琴
生産部伊丹製造課

企業データ

自動車などに使われる重要機能部品を製造

にっぽんふれっくすこうぎょう

日本フレックス工業㈱
公式サイト

日本フレックス工業㈱
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