
地元高校生へのメッセージ

あいえいちあい あいおいじぎょうしょ

㈱IHI相生事業所

開設115周年を迎えた相生事業所

〒678-0041 相生市相生5292番地
TEL.0791-24-2240

　IHI相生事業所は1907年に造船所を開設以
来、その技術を発展させ、海から陸、空そし
て宇宙というフィールドで人々の生活を支え
てきました。現在は、最先端技術を集積した
地球にやさしい火力発電設備の中核機器であ
る大型ボイラを製造し、世界中で人々の生活
に欠かせない電力の安定供給に寄与していま
す。また、液化天然ガス（LNG）貯蔵タンクや、

船舶用ディーゼルエンジン部品等の鋳造品も
製造しています。
　IHIの歩みは「こういうことができたら」
という新しい夢を、技術の力で具現化してき
た歴史です。「世界の誰かの暮らしを支える」、

「地図や歴史に何かを残す」、そんな仕事にあ
なた自身の手で挑戦してみませんか。

多くの男性従業員の中で、私たちも女性溶接士（2021年10月現在５名）
として活躍しています。研修所で訓練を受けたうえで職場に配属され、
配属先でも先輩が丁寧に指導してくれます。主体的に取り組めば、絶対
に成長できる環境がここにはあります。

■設立（創業）／1853年
■資本金／1,071億円
■売上高／4,058億円
　（2021年3月期）
■従業員数／456名
■平均年齢／38.4歳
■業態／製造業

山岡 智瑚
相生工場 製造部 ボイラ・タンク製造グループ

企業データ

ものづくりにとことんこだわりたいあなたへ ～100年先の歴史を創る会社

公式サイト

㈱ I H I 相生事業所

相
生
市
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地元高校生へのメッセージ

CAD設計の配置です。女性も働きやすい職場です

〒672-8002 姫路市北原1133-1
TEL.079-245-5855

　配電盤・制御盤の設計から製造およびシー
ケンサー関連ソフトの作成を行っている技術
主体の電機会社です。盤製作会社としては、
関西でトップクラスの規模です。技術・営業、
設計、調達、生産・製造といったいろんな職
種があります。若い人や女性がたくさん働い
ています。コミュニケーション向上に取り組

んでいて、親睦会行事（花見、新入社員歓迎
会、社員旅行、運動会、忘年会等）も豊富で
す。社長をはじめ部課長が従業員を家族とし
て接するようなアットホームな感じで働いて
いただけます。
　なお、女性活躍推進の取り組みとして企業
内保育施設を保有しています。

従業員は家族と同じ。家族が幸せなら、会社も幸せになるとの考えのアッ
トホームな会社です。働く仲間たちと親睦会行事を通してコミュニケー
ションを図り、仕事を通して自己成長しませんか。

■設立（創業）／1973年
■資本金／2,000万円
■売上高／52億7,000万円
　（2020年11月期）
■従業員数／236名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

河本 博志
生産管理部 顧問

企業データ

関西トップクラスの規模を持つ盤製作会社

あいべすてくの

アイベステクノ㈱
公式サイト

アイベステクノ㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

あおきてっこう

青木鉄工㈱

溶接・組立社員

〒678-0041 相生市相生4丁目15番21号
TEL.0791-22-2161

　当社は、船舶・陸上・FRP(合成樹脂)製
品の設計・製作・据付を行っている相生市の
金属製品製造業です。創業97年の高い技術
力が認められ、日本一の造船所をはじめ、重
工業メーカー、建設会社などに製品を提供し
ています。船舶部門では、地球上で一番大き
な工業製品である『船』の製造に携わること

ができます。陸上・FRP部門では『インフ
ラ』に関する工業製品を多く製造しているの
で、仕事を通じて社会に貢献することができ
ます。
　ぜひ当社で一生ものの技術を身につけて、
今後の日本、そして世界を、あなたの技術で
支えてください。

製作から据付まで一貫した「モノづくり」を行っています。川の橋脚・高
速道路の支柱など、工場での製作だけでなく現地での組立にも携わること
で色々な技術が身につき、「モノづくり」の達成感を味わうことができます。
僕たちと一緒に「モノづくり」の楽しさを地元の企業で味わってみませんか。

■設立（創業）／1952年
　（創業1924年）
■資本金／4,700万円
■売上高／13億4,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／62名
■平均年齢／36.8歳
■業態／製造業

桑名 年洋・谷川 貴章
製造課

企業データ

『モノづくり』を通した“人づくり”

公式サイト

青木鉄工㈱

相
生
市
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地元高校生へのメッセージ

正門およびスプレー乾燥建屋

〒671-1225 姫路市網干区福井45
TEL.079-274-0111

　当社は膠
にかわ

、ゼラチン、コラーゲンペプチド
の製造・販売を行い、製品は様々な食品・健
康食品・化粧品等に使用されています。原料
処理から最終製品まで一貫して製造している
国内唯一の企業です。コラーゲンペプチドの
生産量は国内の約50%を占めており、令和
２年度ひょうごオンリーワン企業に認定され

ました。安全・安心な製品を提供するため、
兵庫県版HACCP、FSSC-22000等の認証
も取得済みです。当社が復元した和膠「飛鳥」
は、平等院、日光東照宮、京都御所、法隆寺
等の文化財や日本画、製墨、漆、和紙等の伝
統産業にも使用されています。

当社は生産ラインの合理化、従来製品の品質向上、新規商品の開発を日々
行っています。何事にも興味を持って取り組む人材を求めています。必
要な資格取得には会社が援助します。

■設立（創業）／1957年
　（創業1884年）
■資本金／5,000万円
■売上高／56億8,300万円
　（2021年4月期）
■従業員数／75名
■平均年齢／44.5歳
■業態／化学工業

岩根 弘晃
製造技術部・主任

企業データ

コラーゲンペプチドの生産量は国内の約50%

あさひかがくこうぎょう

旭陽化学工業㈱
公式サイト

旭陽化学工業㈱

姫
路
市

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
成長期待企業
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地元高校生へのメッセージ

あびのけんせつ

阿比野建設㈱

2018年6月竣工 阿比野建設本社事務所

〒671-1116 姫路市広畑区正門通4丁目3番地3
TEL.079-236-3555

　創業して以来、工場、オフィス、戸建、マ
ンション、商業施設、官公庁関連はもちろん、
大規模な都市開発や海外事業でも多くの実績
を重ねてきました。
　阿比野建設の経営理念にもあるように「誠
実を第一義とし、技術の研

けん

鑽
さん

に努力する。」
そして、「常に前進の気概を堅持し、積極的

な事業展開を図る。」の精神で、時にはまだ
誰もやったことのない領域に果敢に挑みなが
ら、様々な可能性を広げ続けています。
　阿比野建設は長年培った確かな技術によ
り、次世代の人々がほんとうに快適に住まう
環境そして、心から満足できるような空間づ
くりに挑み続けています。

阿比野建設は地域に根付いた活動を行っています。地元サッカーチーム
への支援、直接的ではなくても地域の皆様が集う公共スペースも手掛け
ています。ぜひ、阿比野建設の一員として地域を盛り上げていきましょ
う！

■設立（創業）／1958年
　（創業1955年）
■資本金／5,000万円
■売上高／99億980万円
　（2021年5月期）
■従業員数／243名
■平均年齢／45.9歳
■業態／建設業

阿比野 剛
代表取締役社長

平成25年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

心から満足できるような空間づくりに挑む

公式サイト

阿比野建設㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

毎朝、元気の出る朝礼をしています！

〒679-2323 神崎郡市川町甘地166-3
TEL.0790-26-3009

　当社は中播磨エリアで「介護」「設備」「環
境衛生」の３つの事業を展開しております。
介護事業は、神河町・市川町・姫路市で施設
を運営しており、高齢者さんや障害者さんに
デイサービスやショートステイ（お泊り）等
のサービスを提供しております。設備事業は、
市川町の本社で電気・水道・ガスのサービス
を中心に“地域の方のよろず相談”にも対応

しております。環境衛生事業は、消滅型生ゴ
ミ処理機や電解水（除菌・掃除）生成装置や
グリストラップ油分分解装置など、当社しか
提案できないような商品を取り扱っておりま
す。これからもお客様のお困りを解決し続け
る、地域になくてはならない企業を目指して
頑張ってまいります。

アットホームな会社で、社員さんは明るくて穏やかな方ばかりです。当
社は介護サービスを中心に地域の方のお困りを解決する仕事をしていま
す。この仕事はありがとうをたくさんもらえる仕事です！

■設立（創業）／1999年
■資本金／4,000万円
■売上高／6億円
　（2020年3月期）
■従業員数／145名
■平均年齢／49.0歳
■業態／サービス業

藤原 健司
福祉用具部署 管理者

企業データ

地域になくてはならない企業を目指す

あみゅーずにじゅうよん

㈱アミューズ24
公式サイト

㈱アミューズ24

市
川
町

61



地元高校生へのメッセージ

いがはらさんぎょう

井河原産業㈱

国道2号線の南北にある本社工場です

〒671-1621 たつの市揖保川町正條213番地
TEL.0791-72-2531

　当社は大正４年の創業以来今日に至るま
で、農機にはじまり、原動機・船舶艤装品お
よびボイラー・貯蔵タンク等エネルギー関係
品や産業用プラント機器ならびに環境関連機
器へと、時代の変遷とともに１世紀あまり、
たえず地道な努力と誠意をもって顧客のご要
望に対応してまいりました。顧客の絶大なご

支援とご信頼をいただき、おかげさまで当社
は高い生産技術を蓄積しながら、良品をお届
けしつつ今日に至ります。今後も長年の経験
を生かすことで、自社の開発技術を付加し、
積極果敢なチャレンジ精神で新製品開発に努
め、21世紀の豊かな環境づくりへ貢献して
まいります。

チームワークに優れ、切磋琢磨しながら前進できる匠
たくみ

の集団。社員スタッ
フ全員が「営業マン」としての意識を持ち、顧客の要望にしっかりと応
えられるよう日々取り組んでいます。

■設立（創業）／1956年
　（創業1915年）
■資本金／4,430万円
■売上高／15億2,000万円
　（2021年1月期）
■従業員数／88名
■平均年齢／45.0歳
■業態／金属製品製造業

山田 武志
第 2 製造部 部長

企業データ

21世紀の豊かな環境づくりに貢献

公式サイト

井河原産業㈱

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

モータ開発拠点のモータ技術研究所と光都工場です

〒679-5165 たつの市新宮町光都１丁目1179-17
TEL.0791-59-8200

　私たちは、創業以来一貫してモータに関す
る仕事を続け、国内10カ所・海外タイ２カ所、
フィリピン２カ所の生産拠点で生産活動し、
今日に至っています。
　近年、その中でも特に自動車用モータの占
める比率が売上全体の60％を超えるまでに
なり、今後さらにこの分野で必要とされるブ
ラシレスモータ・センサー等の開発に注力し

ています。
　また、風力・水力・波力等の自然エネルギー
用発電機の開発をし、世の中から必要とされ
る会社であり続けたいと願っております。
　2021年５月に新工場（光都第二工場）を
建設し、車載用モータ部品の生産を行ってお
ります。

車載センサー部品からブラシレスモータ・インダクションモータまで、
お客様の希望する製品をニーズに合わせて届けるために研究開発に注力
して頑張っています。また、未来の環境を考え自然エネルギーへの取り
組みもしています。

■設立（創業）／1960年
■資本金／7,842万円
■売上高／39億6,900万円
　（2021年3月期）
■従業員数／414名
■平均年齢／44.8歳
■業態／電気機械器具製造業

秋田 博史
代表取締役社長

兵庫県立地支援企業

企業データ

風力、水力、波力など自然エネルギー用発電機も開発

いちのみやでんき

㈱一宮電機
公式サイト

㈱一宮電機

た
つ
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地元高校生へのメッセージ

いとめん

イトメン㈱

超ロングセラー商品の“チャンポンめん”

〒679-4003 たつの市揖西町小神841
TEL.0791-63-1361

　イトメンでは、即席袋麺、カップめん、乾
麺（そうめん、そば、うどん、中華麺）の
製造販売を行っています。均一で安全な
製品をつくるため、食品安全の最高認証
FSSC22000を取得しており、製造から販売
まで一貫して自社で行っています。
　また、2015年には乾めん・手延HACCP

およびFSSC22000も追加認証取得しまし
た。即席袋麺におきましては、食塩を加えず
に製麺した「無塩製麺」を採用し、あっさり
した味覚の“優しい味わい”の商品ラインアッ
プが特徴です。なかでも超ロングセラー商品
の「チャンポンめん」は50年以上も製造と
販売が続いています。

私は入社３年目ですが、入社当初より商品のことが好きになりました。
それは環境が整っているからこそかなと思います。働きやすさを求めて
いる方にはおすすめですね。気になる方はぜひ調べてみてください！

■設立（創業）／1945年
■資本金／6,930万円
■売上高／非公開
■従業員数／99名
■平均年齢／47.5歳
■業態／食品製造業

岩本・三浦
製造部

企業データ

50年以上愛される「チャンポンめん」

公式サイト

イトメン㈱

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

路線バス、貸切バス、新高速乗合バスを西播磨地区で営業しています

〒678-0072 相生市竜泉町394-1
TEL.0791-22-5180

　株式会社ウエスト神姫は神姫バスグループ
の一員として、路線バス・貸切バスの運行を
通じて地域に密着した企業を目指し、西播磨
地域（赤穂市・相生市・宍粟市・たつの市・
上郡町・佐用町）でバス事業を行っています。
　女性や高齢者が働きやすい職場環境を実現
していることから『平成28年度ひょうご仕

事と生活のバランス企業表彰』を受賞しまし
た。各事業所にはトレーニングルームを完備
し、社員の健康にも配慮しています。地域密
着企業として、お客様や地域の期待に応える
サービスを提供しています。安全を最優先に、
路線バス・貸切バスを運行し、地域活動にも
積極的に参加しています。

地元に愛着を持ち、地域に貢献したい若者を歓迎いたします。入社後、
運行管理や車両整備の補助からはじめ、バス運転士の基礎を身につけ、
運転免許支援制度により大型二種免許を取得し、バス運転士になってい
ただきます。

■設立（創業）／1997年
■資本金／3,000万円
■売上高／11億1,400万円
　（2021年3月期）
■従業員数／200名
■平均年齢／55.1歳
■業態／運輸業

今村 佳央
代表取締役社長

平成28年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

企業データ

路線バス・貸切バスの運行を通じ地域に貢献

うえすとしんき

㈱ウエスト神姫
公式サイト

㈱ウエスト神姫

相
生
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