
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116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、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。
CO₂回収・利用やアンモニア燃焼技術の社

会実装も進めており、脱CO₂・循環型社会の
実現に向け様々なソリューションを提案・提
供していきます。
　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。

約半年の技能訓練を経て配属、早く一人前になれるよう日々考え、わか
らないことは先輩に相談しています。明るく優しい方が多く働きやすい
です。会社の一員として私生活にも責任をもって行動しています。私た
ちと I H I で成長してみませんか？

■設立（創業）／1853年
■資本金／1,071億円
■売上高／11,729億円
　（2022年3月期）
■従業員数／419名
■平均年齢／38.6歳
■業態／製造業

黒木 奏人
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

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98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／12億9,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／67名
■平均年齢／38.0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

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／97億5,200万円
　（2022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。

当社は介護・障害に関する様々な事業を行っています。私は福祉用具の
レンタルや販売を行っている部門で、地域の方や同じ介護業界の方に喜
んでいただける仕事を行っています！

■設立（創業）／1999年
■資本金／4,000万円
■売上高／5億5,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／145名
■平均年齢／49.0歳
■業態／サービス業

小國
本社・福祉用具 新入社員

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
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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
せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

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／17億8,900万円
　（2022年1月期）
■従業員数／84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 執行役員部長

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
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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／59億1,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／425名
■平均年齢／45.4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
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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。

私たちは入社2年目で、ラーメンの包装作業を担当し、毎日いろんなこ
とを覚えてやりがいを感じています。そして、とても楽しく仕事に携わ
れています。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

本谷・森山
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

たつの市以外にも尼崎市に阪神事業所、東京と福島に支店を展開しております

〒671-1621 たつの市揖保川町正條379番地
TEL.0791-72-3531

　私たちはオフィスや工場、建物の解体工事
現場などで発生した産業廃棄物や鉄・非鉄ス
クラップのリサイクルを行っている企業で
す。日本では石油や石炭のような天然資源が
ほとんど無い代わりに都市資源と呼ばれる車
や携帯電話、パソコン、ビルなどの建物をリ
サイクルし循環させることで地球環境の保全
を行っています。当社はそのような都市資源

を再生し新たな資源へと生まれ変わらせる都
市鉱山開発企業として、「日本一の総合リサ
イクル企業」を目指し全社一丸となって事業
に取り組んでいます。
　2018年には東証ジャスダック市場（現ス
タンダード市場）に上場し、これからもお客
様からの信頼と技術力の向上に努めてまいり
ます。

当社の事業は昨今世界的に話題になっているSDＧｓや環境問題と密接
に関わっています。必要な知識や資格取得は入社後しっかりサポートさ
せていただきます！私たちと一緒にリサイクルを通じて社会貢献しませ
んか？

■設立（創業）／1984年
■資本金／1億3,000万円
■売上高／84億3,317万円
　（2021年12月期）
■従業員数／174名
■平均年齢／40.3歳
■業態／リサイクル業

柏 あかね
総務人事部

企業データ

都市鉱山開発企業として、「日本一の総合リサイクル企業」を目指す

いぼきん

㈱イボキン
公式サイト

㈱イボキン
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つ
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市
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うしおせいこう

ウシオ精工㈱

第３工場遠景

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原696
TEL.0790-22-1089

　弊社は、多種多様なプラスチック製品の加
工を取り扱っており、お客様からの様々な要
望に対応できるよう、日夜努力を積んでおり
ます。
　生産は、材料調達、加工、組立、検品、出
荷までの一貫生産体制を確立し、フープ成形
や自動インサート成形の導入、近年は無人カ
メラによる自動検査機を設置することで省力

化を実現し、品質向上と生産の効率化を図っ
ています。
　教育制度については、国家資格であるプラ
スチック成形技能検定特級をはじめとする資
格に多数合格するなど、従業員の技能向上の
ための指導にも積極的に取り組んでおりま
す。その結果、難加工に対する要望にも提案
を可能にしております。

弊社が取り扱う自動車部品は世界中に供給されています。自動車産業は変革
の時を迎えており、ガソリンエンジンからモーター駆動の電機自動車に変化
し、EV化が進んでいきます。弊社も新技術の獲得を進め、大切な役割を担っ
ています。ぜひ弊社に加わり、グローバル社会の一員になってみませんか。

■設立（創業）／1962年
　（創業1950年）
■資本金／3,700万円
■売上高／42億2,446万円
　（2021年10月期）
■従業員数／192名
■平均年齢／46.5歳
■業態／製造業

佐々野 達生
総務部部長

企業データ

多種多様なプラスチック製品の加工

公式サイト

ウシオ精工㈱

福
崎
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地元高校生へのメッセージ

自動車用品で車いじりの楽しさを広げるメーカー

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原2077-1
TEL.0790-22-6262

　「そーそー、これこれ！分かってるなー、
エーモンさんは」。全国のユーザーから、こ
のような声が多く寄せられます。創業以来、

“他社では作らない”“ありそうでなかった”
オンリーワン商品を多く生み出し、かゆいと
ころに手が届く物づくりを続けています。全

国のカー用品店やホームセンターには、“エー
モンコーナー”が設けられるなど、日本各地
にエーモンブランドは浸透しています。
　これからも、“あなたのための”製品開発
にこだわり、車好きの方が喜ぶえーもん（良
い物）を作っていきます。

当社は、創業の精神である「喜びの創造」を実践し、喜びの種をまき、
喜びの輪を広げてきました。おかげさまで半世紀以上事業を続けてこら
れました。これからも「ありがとう」を生み出すメーカーであり続けます。

■設立（創業）／1964年
■資本金／9,550万円
■売上高／42億420万円
　（2022年3月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

川端 雅広
総務部 部長

企業データ

オンリーワン商品を全国のユーザーに

えーもんこうぎょう

エーモン工業㈱
公式サイト

エーモン工業㈱

福
崎
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