
地元高校生へのメッセージ

にしかわしょくひん

ニシカワ食品㈱

当社が作っているパンです 工場

〒675-0016 加古川市野口町長砂799
TEL.079-426-1000

　当社は、地域密着型でしたが、現在は、近
畿地区を中心に、ニシカワのパンをお届けし
ております。
　50年以上続くロングセラーのパンもあり、
変わらぬおいしさゆえに、お客様に長く愛し

てもらえていると思っています。この味を守
りつつ新たなロングセラーの味を求め、安全・
安心をモットーに従業員全員で頑張っていま
す。

自分は、昭和63年に食品製造・工場勤務が希望で入社しました。ニシ
カワ食品は、創業以来、味にこだわり、材料にこだわり、製法にこだわ
る安心・おいしさを一番に取り組む企業です。

■設立（創業）／1947年
■資本金／3,000万円
■売上高／25億5,100万円
　（2021年1月期）
■従業員数／280名
■平均年齢／46.9歳
■業態／食品製造業

藤田 浩一
生産部 工場長

企業データ

ニシカワのパンを近畿一円に

公式サイト

ニシカワ食品㈱
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地元高校生へのメッセージ

The Biggest Day

〒673-0703 三木市細川町垂穂894-60
TEL.0794-83-5000

　約230万m²にもおよぶ広大な敷地に入場
料のみで楽しめるアクティビティやグランピ
ング、天然温泉まで全部で60以上もの施設
が勢ぞろいです。「大自然の冒険テーマパー
ク」をテーマに、お客様に大自然を全身全霊
で感じていただき、最高の一日The Biggest 

Dayを過ごしていただけるよう、日々サービ
スを提供しています。2020年７月には新エ
リアができるなど進化を続けています。
　皆さんもNESTAと共に成長していきま
しょう。

お客様にThe Biggest Day（大切な日）を過ごしていただけるよう、
スタッフ一同日々挑戦し続けています。接客を通じてお客様を笑顔にし
たい、幸せにしたいという方の入社をお待ちしております。

■設立（創業）／2016年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／530名
■平均年齢／30.0歳
■業態／ホテル・宿泊業

田中 佑依
人事総務課

企業データ

最高の一日The Biggest Dayを提供

ねすたりぞーと

㈱ネスタリゾート
公式サイト

㈱ネスタリゾート

三
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はまだこうむてん

㈱浜田工務店

高砂市の発展と共に成長している当社

〒676-0049 高砂市高砂町田町491
TEL.079-443-2226

　創業88年、兵庫県高砂市を中心に、アサ
ヒ飲料㈱や㈱カネカ、その他大手メーカー工
場内で製造請負業を主軸に、私たちの生活に
欠かせない飲料水や食品、化学製品などメー
カー様の製品製造に携わっています。「社員・
取引先・地域社会から愛され、必要とされる
会社」をモットーに、会社が一つのチームと

して機能し続けるため、懇親会など社員間の
コミュニケーションを図れる機会、社員が成
長できる機会が多く、また経営者と距離が近
いことが魅力の一つです。地元兵庫でものづ
くりを通してやりがいや誇りを実感できる会
社です。これからの浜田工務店を私たちと共
につくっていきましょう！

ワークライフバランスを保ちながら地元で勤務できるということで入社
を決意。「ここなら長く働ける。」そう思える会社だからこそ、今でも楽
しく仕事ができています。誰もが一度は飲んだことのあるあの有名商品
を私たちと一緒に作ってみませんか？

■設立（創業）／1955年
　（創業1934年）
■資本金／3,000万円
■売上高／17億円
　（2021年1月期）
■従業員数／330名
■平均年齢／38.9歳
■業態／業務請負業、産業機器

販売業、総合建設業

柴坂 元太
明石営業所〔アサヒ飲料㈱明石工場内〕調合工程

企業データ

私たちは、「大企業を動かすエンジン」です！

公式サイト

㈱浜田工務店

高
砂
市
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完成11年目の加古川本社・本社工場です

〒675-0023 加古川市尾上町池田850番地の68
TEL.079-457-3321

　加古川市に本社を構え、2020年に創業75周
年の節目を迎えた当社。
　さまざまなフレーバーがラインアップされた
「バランスパワー」を中心としたクッキー、「鉄
プラスコラーゲンウエハース」を中心としたウエ
ハースなど、自社オリジナルの栄養機能食品を
筆頭に、業務用製菓材料、バレンタインチョコ
レートまで幅広く全国的に販路をもつ菓子メー

カーです。
　全国のドラッグストア様やスーパー様などで販
売しているほか、大手スーパー様などのプライ
ベートブランド商品の製造や、大手菓子メーカー
様などのOEM商品の製造を手がけています。
　これからも安心・安全で魅力的な、お求めや
すい価格の商品を皆さまにお届けしてまいりま
す！

弊社では、様々な地域・世代の方々が力を合わせ、多様な商品群を作っ
ています。将来をみすえますと、会社の未来を一緒に創っていこうとい
う前向きな若い力がどうしても必要です。地元の高校生の皆様に興味を
持っていただければ嬉しいです。

■設立（創業）／1948年
　（創業1945年）
■資本金／9,000万円
■売上高／112億7,700万円
　（2021年3月期）
■従業員数／275名
■平均年齢／37.7歳
■業態／菓子製造業

難波 清
総務部 係長

企業データ

自社オリジナルのクッキー、ウエハースを製造

はまだこんふぇくと

ハマダコンフェクト㈱
公式サイト

ハマダコンフェクト㈱
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はやぶさ

㈱ハヤブサ

新本社（手前）ライフスタイル物流センター（奥）

〒673-1116 三木市吉川町大畑341-23
TEL.0794-73-0212

　当社は1959年に「田尻隼人商店」として
釣具の小売釣針の製造を開始し、1970年に
釣具メーカーとして「(株)ハヤブサ」を設立
しました。誰でも簡単に魚が釣れる“サビキ
仕掛”は当社の看板商品として釣り人たちに
長年愛されています。自然とふれあうことで
生まれる「リアルな感動」を多くのお客様に
体験していただくため、確かな品質と新しい

アイデアを取り入れ、常にチャレンジし続け
る精神を持ってモノづくりに取り組んでいま
す。
　現在では北米・中国・ベトナム・ミャン
マーと海外進出を図り、釣り事業だけでなく
アパレル事業・ペット事業の３本柱で最高の
品質・最高のシーンをお客様にご提供できる
よう日々挑戦を続けております。

入社前は環境が変わることに大きな不安があり、社会人としての知識も
なく一からの勉強でした。今では徐々に任せてもらえるようになり、憧
れの上司を目標にしつつ業務に取り組んでいます。ぜひ一度会社見学に
お越しください。

■設立（創業）／1970年
　（創業1959年）
■資本金／5,000万円
■売上高／34億3,900万円
　（2020年12月期）
■従業員数／168名
■平均年齢／38.8歳
■業態／製造業

立石
管理部　人事課

企業データ

サビキ仕掛で釣り人たちに愛される

公式サイト

㈱ハヤブサ

三
木
市

100



地元高校生へのメッセージ

加古川市の本社工場

〒675-0023 加古川市尾上町池田1945-2
TEL.079-423-3671

　当社は創業70年を超える機械メーカーで、
製鉄用機械装置の製作および補修をメインと
する産業機械部門と鋼材の試作や試験片加工
を担う試験片加工部門の2つの事業を運営し
ています。産業機械部門では各種大型ＮＣ加
工機をはじめとする最新鋭設備を駆使した高
精度の機械加工や製缶、組立、検査など充実
した体制を備える一方、いち早く海外メー

カーとの連携に取り組み、低コストかつ高品
質の海外調達を実現することでお客様の信頼
とニーズにお応えしてきました。また、試験
片加工部門では鋼材の研究開発試作に関わる
あらゆる相談を承るほか、完全自動加工ライ
ンによる試験片加工の24時間操業を実現す
るなど、お客様より高い評価を得ています。

入社当初は工作機械や品物の大きさに驚いたり、製品がどのように使わ
れるのかすら分かりませんでしたが、今では職場見学会を任され会社説
明をしています。いろいろなことを任されるのは戸惑いも多いけれど自
分の成長が実感できやりがいがあります。

■設立（創業）／1969年
　（創業1946年）
■資本金／2,600万円
■売上高／30億円
　（2021年1月期）
■従業員数／140名
■平均年齢／40.6歳
■業態／生産用機械器具製造業

曽我部（2016年入社）

本社工場 組立係

企業データ

産業機械部門と試験片加工部門の２事業を運営

ひょうごせいさくしょ

㈱兵庫製作所
公式サイト

㈱兵庫製作所
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ふじいでんこう

藤井電工㈱

本社・滝野工場

〒690-0295 加東市上滝野1573-2
TEL.0795-48-3360

　当社は、高所作業の命綱である“墜落制止
用器具”で世界トップクラスのメーカーです。
創業以来70年近くの長きにわたり、一貫し
て安全と能率の向上をテーマに様々な製品を
世に送り出してきました。
　高所で作業される方々の命を守る製品を
作っている当社では、徹底した品質管理体制
を敷いています。世界でも例を見ない試験鉄

塔を備え、墜落制止用器具、墜落防止装置の
実証試験を行っています。また、エックス線
検査で目に見えないところまでチェックを
行っています。それだけ、人の命を守ること
は、大切だと考えているのです。
　「安全は愛」(Safety is Love)をモットー
に、世界クラスの製品作りを目指します！

私の入社のきっかけは、過去に事故に遭ったことで安全に対する意識が
大きく変わったことでした。入社するまでは少し不安もありましたが、
先輩社員の方々に助けられ、仕事も充実しています。今ではお客様を第
一に、安全、安心の社会に貢献するため、日々全力で取り組んでいます！

■設立（創業）／1952年
■資本金／2億5,000万円
■売上高／125億円
　（2020年8月期）
■従業員数／416名
■平均年齢／40.8歳
■業態／製造業

竹村 真愛（入社2年目）

社工場　第8作業課

企業データ

「安全は愛」掲げ、墜落制止用器具で世界へ

公式サイト

藤井電工㈱

加
東
市

102



地元高校生へのメッセージ

小野市にある、当社の物流センターです！

〒673-0403 三木市末広3丁目11番31号
TEL.0794-83-3131

　金物の街、三木市に誕生した藤原産業は創
業以来、各種ツールの開発と販売一筋に歩ん
できた企業です。全国ホームセンター・プロ
ショップを対象に、電動工具や作業工具、大
工道具、園芸機具などDIYツールと呼ばれる
商品を提供しています。
　また、商品の卸売りだけではなく、自社ブ

ランドの商品開発も行い、企画開発型商社と
しても高い評価を得ています。今後も、創業
から100年以上続く歴史と信頼を守るため、
変革とチャレンジを続け、業界のリーディン
グカンパニーとしてさらなる成長を目指しま
す。

ツールの命は、品質の良さにあります。「プロでも使える品質、アマチュ
アでも買える価格」を商品開発の基本としながら、ツールを通じて日本
中の、そして世界中の一人でも多くの人に幸せと喜びの輪を広げてまい
りたいと願っています。

■設立（創業）／1944年
　（創業1897年）
■資本金／8,448万円
■売上高／590億円
　（2020年6月期）
■従業員数／868名
■平均年齢／35.3歳
■業態／卸売業

藤原 慶三
代表取締役社長

企業データ

電動工具をはじめとするDIYツールで先頭を走る

ふじわらさんぎょう

藤原産業㈱
公式サイト

藤原産業㈱

三
木
市
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ふそうでんきこうぎょう

扶桑電機工業㈱

スキーリフト運転操作盤（デスクタイプ）

〒673-0028 明石市硯町3丁目4番2号
TEL.078-923-9841

　当社は長い間に培ってきた技術とお客様と
の信頼関係をベースに生産活動を行っていま
す。当社製品の需要分野としては、電力・エ
ネルギー・鉄鋼・一般工業・交通・公共水処
理施設等、様々な分野で使用されております。
　電子技術の速い変化の中で、時代のニーズ
をくみ上げ満足させる製品づくりにまい進し
ていけばわが社の活躍する場は、今後もます

ます広がっていくものと確信しております。
基幹産業の活動の一翼を担っているという
誇りと同時に責任の大きさも自覚しながら、
ユーザーの立場から各々の用途に合った最適
機能の実現を目指し、より良い製品、より使
いやすい製品の開発、製造に日々取り組んで
います。

当社の製品はお客様によって要求内容が異なるので、同じものを大量に
つくることはありません。設計⇒製缶⇒塗装⇒組立⇒配線⇒試験⇒検査
まで一貫体制で、お客様の想いを受けとめ、ものづくりに取り組んでい
ます。

■設立（創業）／1954年
　（創業1951年）
■資本金／5,000万円
■売上高／6億6,140万円
　（2021年3月期）
■従業員数／75名
■平均年齢／50.6歳
■業態／電気機械器具製造業

柳田 悟
管理部顧問

企業データ

各
おのおの

々の用途に合った最適機能の実現を目指して

公式サイト

扶桑電機工業㈱

明
石
市
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〒675-0146 加古郡播磨町古田1丁目5-30
TEL.079-436-3001

　当社は1929年に創業し、船舶業界では老
舗の企業です。大型船の運航に不可欠なポン
プや海洋・大気汚染を防止する環境製品の製
造・販売を行っています。2010年からは新
たな事業として農工分野に進出し、水耕栽培
装置の製造・販売を開始しました。船舶業界
で長年培ってきた技術を活かして、農家の高
齢化や後継者不足といった日本の農業の問題

解決に取り組んでいます。このような流体技
術を応用した多分野での挑戦や、世界初の舶
用水耕栽培装置等が評価され、2020年度の
「ひょうごオンリーワン企業」にも選出され
ました。7年後に迎える創業100周年、その
先の未来へ向けて、船舶の分野にとどまるこ
となく、兵神は挑戦を続けます。

長い歴史を持つ、船舶用機器の製造・販売だけでなく、水耕栽培装置を
はじめとした新製品の開発にも力を入れています。ぜひ、皆さんも一緒
に兵神機械工業で新しいことにチャレンジしてみませんか。

■設立（創業）／1950年
　（創業1929年）
■資本金／9,500万円
■売上高／34億円
　（2020年9月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／38.0歳
■業態／船舶・農工機器製造販

売業

友藤 昇平
専務取締役

企業データ

水耕栽培装置の製造・販売事業にも進出

へいしんきかいこうぎょう

兵神機械工業㈱
公式サイト

兵神機械工業㈱

播
磨
町

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業

船上で新鮮な野菜が育てられる舶用水耕栽培装置
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