
地元高校生へのメッセージ

2019年に建設したばかりのきれいな本社工場には食堂も完備しています

〒679-4123 たつの市龍野町片山379-1
TEL.080-6110-9703

　私たちは2019年に創業100年を迎えた「天
使のはね」でおなじみのランドセルメーカー
で、たくさんのお客様に愛されております。
お子さまが6年間使用するため、デザインだ
けでなく軽さ・背負いやすさ・丈夫さ・使い
やすさ・耐久性・安全性・収納力など、「機
能」にこだわったランドセル作りを心がけて

います。セイバンのものづくりの信念は、た
くさんの思い出と一緒に「このランドセルで
良かった」と振り返ってもらうことです。
　私たちセイバンは愛情を込めたものづくり
を通じて、お子さまとそのご家族の笑顔にあ
ふれた生活に貢献していきます。

当社のスローガンにMaking quality with love.とあるように、お子様
とそのご家族に笑顔を届けるため、愛情を持ってものづくりをしていま
す。そんな私たちと一緒にものづくりをしていただける方をお待ちして
います！

■設立（創業）／1919年
■資本金／4,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／380名
■平均年齢／38.6歳
■業態／製造業

井上 和也
ランドセル事業部 生産グループ グループ長

企業データ

「天使のはね」でおなじみのランドセルメーカー

せいばん

㈱セイバン
公式サイト

㈱セイバン

た
つ
の
市

平成30年度 ひょうごオンリーワン企業
平成30年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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地元高校生へのメッセージ

西播通運事業内容

〒678-0002 相生市汐見台15-1
TEL.0791-22-3000

　私たちの企業は、兵庫県相生市、赤穂市を
はじめ、岡山県、鳥取県、島根県、滋賀県に
11の事業所を構えており、1944年の創業以
来、一般貨物の輸送を中心にクレーン事業・
倉庫業・梱包業を展開し「総合物流会社」と
して、お客様のご要望にお応えする企業とし

て日々取り組んでおります。
　西播通運は、「運送のプロ」としての誇り
と責任を持って安全運行に努め、物流を通じ
て地域社会の経済発展に貢献できる企業を目
指し着実に成長を続けております。

運送に関係する様々な業務がありますので、必ず自分に合った仕事が見
つかると思います。必要なのは「熱意と向上心」。それさえしっかり持っ
ていれば、資格取得を含め、全力でバックアップしていきます。

■設立（創業）／1944年
■資本金／964万円
■売上高／28億円
　（2022年3月期）
■従業員数／192名
■平均年齢／46.0歳
■業態／一般貨物運送業

小西 毅
代表取締役

企業データ

「運送のプロ」としての誇りと責任を胸に

せいばんつううん

西播通運㈱
公式サイト

西播通運㈱

相
生
市
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地元高校生へのメッセージ

たいへいこうざい

太平工材㈱

2017年に竣工した新社屋

〒672-8064 姫路市飾磨区細江1210番地1
TEL.079-233-0921

　太平工材はステンレスやアルミなどの非鉄
金属に特化した地域密着型の金属商社です。
活動エリアは岡山県の一部と兵庫県・京都
府の広い範囲です。当社のポリシーは、「顧
客密着」と「即納」。お客様の要望に応じて、
金属を加工し、短期間で納めるために自社で
工場を持ち、配送体制を確立しています。業
績は非常に好調で、2017年には工場を備え

た新社屋を竣工しました。
　当社の事業は「人」の力に頼る部分が大き
いのが特徴です。全員が力を合わせて、楽し
く働くことで、会社の業績も上がり、社員の
満足感も高まります。実際に当社に来ていた
だければ、わかりますが、社内にはいつもな
ごやかな雰囲気。笑顔が絶えることがありま
せん。

愛する地元に仕事を通して貢献できる、遠方への転勤がない、通勤時間
が短い、そして経営者との距離が近いことが地元の中小企業で働くメ
リットです。ぜひ愛する地元の発展に一緒に貢献しましょう。

■設立（創業）／1976年
■資本金／7,000万円
■売上高／40億1,955万円
　（2022年3月期）
■従業員数／77名
■平均年齢／33.1歳
■業態／鉄鋼卸売業

平位 稔之
代表取締役

企業データ

非鉄金属に特化した地域密着型金属商社

公式サイト

太平工材㈱

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

シュークリーム製造ライン

〒679-4155 たつの市揖保町揖保中300番地
TEL.0791-67-8181

　当社は不況に強い食品業界の中でアイスク
リーム・洋生菓子・煎餅等の工場を経営して
おります。
　アイスクリーム工場では自社製品以外に
江崎グリコ・森永製菓ほか大手メーカ―の
OEMも請負っております。平成30年4月に
はFSSC22000（食品安全マネジメントシス
テム）を取得し、さらに商品の安心・安全を

お客様にお届けすることができる工場になり
ました。デザート工場は「オランジェ」ブラ
ンドでシュークリーム等の洋生菓子を全国展
開で販売し、今では海外にも販売網を広げて
おります。煎餅工場は兵庫県（海鮮せんべい
但馬）と和歌山県（海鮮せんべい南紀）にて
工場で製造している風景を見ながら商品を購
入できる工場売店になっております。

「MORE TASTY MORE HAPPY」をスローガンに、お客様・お取引
先様・地域社会・従業員等弊社に関わる全ての人々から称賛され愛され
続ける会社を私たちと共に目指しましょう！

■設立（創業）／1949年
■資本金／4,775万円
■売上高／非公開
■従業員数／300名
■平均年齢／35.0歳
■業態／製造販売業

森尾 卓
総務課

企業データ

アイスクリーム、デザートからおせんべいまで

たぐちしょくひん

田口食品㈱
公式サイト

田口食品㈱

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

たつのこるくこうぎょう

龍野コルク工業㈱

〒679-4121 たつの市龍野町島田321
TEL.0791-63-1301

　後にノーベル化学賞を受賞された福井謙一
氏のご助言で始まった、国内初の発泡スチ
ロール製品メーカーとして、「唯一無二の企
画提案力・開発力・供給力」を、あたりまえ
のこととしてこなす企業集団でありたいと
思っています。

　現在は発泡スチロールをはじめ、様々な発
泡素材を活かし、住設・家電用の断熱材、大
型の発泡造形品、ビーズクッションや固定具
等の商品を通して快適と安らぎをお届けする

『快適創造ファクトリー』を目指しています。

発泡プラスチックスは、「無限の可能性を秘める素材」だと私たちは感
じています。2018年11月で創立60周年を迎えた歴史ある当社で、私た
ちと一緒に、ものづくり、新しい製品づくりに挑戦してみませんか？

■設立（創業）／1958年
■資本金／7,500万円
■売上高／19億440万円
　（2021年9月期）
■従業員数／121名
■平均年齢／39.1歳
　（正社員のみ）
■業態／製造業

片岡 孝次
代表取締役

平成30年度 ひょうごオンリーワン認定企業
平成24年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞

企業データ

『快適創造ファクトリー』を目指して 

公式サイト

龍野コルク工業㈱

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

ハイポストクレーン（コベルコBM1000HP100t）

〒672-8035 姫路市飾磨区中島1358番地
TEL.079-234-6457

　当社は、昭和41年の創業以来、㈱辰巳商
會グループの一員として、お客様のニーズに
応えるべく、機械、車両、倉庫、船舶などの
整備拡充をはかり、効率的な海陸一貫輸送を
提供してきました。今後も山陽特殊製鋼㈱・
姫路港を物流拠点とし「貨物取扱業」、「港湾
運送事業」、「倉庫業」、「道路運送事業」など、

多様なニーズに対応した体制で物流事業を展
開していきます。
　また、ますます多様化、高度化する物流業
界において“より安全”“より確実”“より迅
速”をモットーに、地域社会、お客様、従業
員とその家族との絆を一段と強め、信頼され
愛される企業づくりを目指していきます。

当社は、地元高校の定期採用が多く、若い世代が活気にあふれ明るい雰
囲気の職場が多いのが特徴です。さらに若手社員が能力を伸ばし、発揮
できる職場環境です。若い世代の新たな発想力、行動力を当社で活かし
てみませんか。

■設立（創業）／1966年
■資本金／9,900万円
■売上高／48億3,943万円
　（2021年11月期）
■従業員数／220名
■平均年齢／42.2歳
■業態／運輸業

北爪 健一
総務部 労政課 課長

企業データ

より安全、より確実、より迅速をモットーに

たつみうんゆ

辰巳運輸㈱
公式サイト

辰巳運輸㈱

姫
路
市

91



地元高校生へのメッセージ

つたきかいきんぞく

蔦機械金属㈱

ガソリンエンジンのスタータとオルタネータ（発電機）

〒670-0996 姫路市土山1-4-8
TEL.079-297-3111

　当社は姫路で創業100年を迎え、アルミダ
イカストの製造で自動車向け部品を作ってい
る会社です。
　アルミダイカスト製品の製造を通し、社員
の幸せ満足度のアップと、地域の発展に貢献
できればと考えています。
　西播地域は重工業が盛んで、中部地方に比

べると自動車関連の産業は多くないですが、
自動車産業は日本経済をけん引していく産業
で、今後も電動化、自動運転と技術革新が進
むと思われます。2020年3月には広畑に3つ
目の工場を稼働させ、電動化部品に対応した
生産を行っています。

人々の生活には必ずモノが必要で、今後も日本の発展のためには我々の
製造力が頑張る必要があると考えます。
モノづくり日本のさらなる発展のために、明るい未来を見て一緒に働き
ませんか。

■設立（創業）／1922年
■資本金／9,900万円
■売上高／78億円
　（2021年1月期）
■従業員数／278名
　（パート・外国人労働者含む）
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

蔦 昌樹
代表取締役社長

企業データ

創業100年、自動車向け部品を製造

公式サイト

蔦機械金属㈱

姫
路
市

兵庫県立地支援企業
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地元高校生へのメッセージ

世界各地に向けてポンプを製造している本社工場の外観です

〒679-4395 たつの市新宮町平野60番地
TEL.0791-75-0411

　主力製品のキャンドモータポンプは、ポン
プとモータを一つの器の中に缶詰のように納
め、「内部の液体を一滴たりとも外部に漏ら
さない」という特徴を持った「人や環境に
やさしいポンプ」です。1960年の開発以降、
当社の製品は化学メーカーを中心に採用が進
み、新幹線や変電所の変圧器、ビルや大型施

設の空調設備等、様々な場所で使用されてい
ます。現在、売上高の海外比率は60%を超
えており、若手社員に早くから海外の顧客と
接する機会を設け、グローバル企業としてさ
らなる発展を目指しています。
　これからもポンプを通して快適で便利な暮
らしや社会をしっかりと支えていきます。

当社には若手社員も多く在籍しており、職場は明るく活気にあふれてい
ます。上司や先輩のサポートが充実しているため、安心して世界に誇る
高い技術力を学ぶことができます。「人や地球環境にやさしいポンプ」
の製造・販売を通じ、快適で便利な暮らしや社会を支えていきませんか。

■設立（創業）／1939年
■資本金／31億4,367万円
■売上高／222億4,449万円
　（2022年3月期）
■従業員数／321名
■平均年齢／38.9歳
■業態／電気機械器具製造業

中西 紀恵、牛谷 友香
総務本部

企業データ

キャンドモータポンプ（完全無漏
ろうえい

洩ポンプ）で世界シェア４割

ていこくでんきせいさくしょ

㈱帝国電機製作所
公式サイト

㈱帝国電機製作所

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

ながたさんぎょう

長田産業㈱

機械チェック中

〒671-2544 宍粟市山崎町千本屋215
TEL.0790-62-1177

　お菓子やパン・麺、ソーセージなど、皆さ
んが普段口にする食品の“中間素材”を研究
開発して約70年。【社員の成長と幸せを実感
できる会社】をモットーに、今年は新規事業
の推進や新工場の建設も実施しています。宍
粟市への地域貢献活動も積極的に行いなが
ら、食品の【縁の下の力持ち】として豊かな
社会の実現を、そして兵庫県で一番の成長企

業を目指します。

＜ＳＤＧｓ×長田産業！＞
　長田産業は日本初の嫌気性排水処理設備を
設置し、バイオマス発電システムを完備した
環境配慮型企業です。兵庫バイオマスECO
モデルも取得し、環境を意識したモノづくり
を進めています。

長田産業では、皆さんの多くの先輩が第一線で活躍しています。
私たちと一緒に宍粟を盛り上げていきませんか？
一緒に良い地域、良い会社を作っていきましょう。

■設立（創業）／1953年
■資本金／2,500万円
■売上高／36億3,000万円
　（2021年12月期）
■従業員数／95名
■平均年齢／43.0歳
■業態／食品製造業

田中 万里
営業部 部長

企業データ

小麦でんぷん、小麦たんぱく製造分野の国内トップメーカー

公式サイト

長田産業㈱

宍
粟
市
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地元高校生へのメッセージ

宍粟市山崎町にある本店建物

〒671-2595 宍粟市山崎町山崎190番地
TEL.0790-62-7701

　西兵庫信用金庫は、豊かな自然に抱かれた
宍粟市山崎町に本店を構えています。営業の
エリアは西播磨地区を中心に姫路、たつの、
太子、高砂、加古川、相生、佐用、明石に
27店舗を展開しています。昭和23年の創立
以来、70有余年の歴史を持つ当金庫は、「地
域になくてはならない金融機関」を目指し、
地域金融機関としての役割を果たしていま

す。
　また、健全・堅実をモットーとした経営の
もと、安定した業績を築いています。仕事の
内容は、預金業務・融資業務・為替業務や公
共料金等の受け入れが主な業務になります。
これに加えて、保険や投資信託などの預かり
資産も取り扱っています。

金融の仕事は難しいと感じておられるかもしれませんが、人と人とのふ
れあいのなかで仕事をしている姿を見てもらうと、そのようなイメージ
が変わると思います。地域とともに歩んでいただける方、心よりお待ち
しています。

■設立（創業）／1948年
■出資金／9億6,956万円
■売上高／非公開
■従業員数／350名
■平均年齢／37.8歳
■業態／金融業

志水 学
人事課長

企業データ

「地域になくてはならない金融機関」を目指して

にしひょうごしんようきんこ

西兵庫信用金庫
公式サイト

西兵庫信用金庫

宍
粟
市
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