
地元高校生へのメッセージ

せんごく

㈱千石

アラジンは当社の自社ブランドです

〒675-2462 加西市別所町395
TEL.0790-44-1021

　当社は暖房機・調理家電等の製造メーカー
です。事業内容としては、OEM事業・部品
事業（大手給湯器メーカー様の協力工場）・
自社完成品事業を3本柱としており、会社名
と異なりますが「アラジン」「グリーンウッド」

「センゴクアラジン」が当社の自社ブランド
です。
　近年では当社の特許技術「遠赤グラファイ

ト」を搭載した「アラジングラファイトトー
スター」が人気商品で売上販売台数は200万
台を突破しております。（2022年時点）
　このような独自の技術力や企業活動が認め
られ、平成29年度には「ひょうごオンリー
ワン企業」や「グッドカンパニー大賞」、令
和3年には特許庁から「知財功労賞」を受賞
させていただきました。

当社は兵庫県加西市に本社があり、勤務地も加西市となります。
社員は10代から60代まで明るくユーモアのある方が多く、風通しが非
常に良いため、相談しやすい環境です。
共に未来の千石を築いていきましょう。

■設立（創業）／1963年
■資本金／9,600万円
■売上高／191億4,083万円
　（2021年11月期）
■従業員数／345名
■平均年齢／39.8歳
■業態／製造業

久保田 大地
総務部　担当

企業データ

グラファイトトースターが人気商品に

公式サイト

㈱千石

加
西
市

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業
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地元高校生へのメッセージ

2022年11月竣工の新工場

〒677-0044 西脇市上野323
TEL.0795-22-2931

　当社は、兵庫県内において、西脇市・多可
郡多可町（加美区・中区・八千代区）に５工
場を擁しており、主に自動車の電装部品およ
び水中ポンプを製造・加工している会社で
す。特に自動車の電装部品に関しては、顧客
様を通じて、世界の自動車メーカーへ年間
約3,000万台の部品を供給しており、スター
ターと呼ばれる部品に関しては、世界シェア

の20％を占めています。
　また、当社のカンパニーブランド「タイネ
クサス（TAINEXAS）」は、“TAI（田井鐵
工）”“NEXT（次世代）”“ASU（明日）”を
意味し、次の100年を「BANSHUから世界
へ」を合言葉にグローバル社会の未来づくり
に貢献できる企業グループでありたいとの思
いを込めています。

当社の製造・加工している製品は、世界中の自動車メーカーで使用されています。
身近にあるあの車、この車に、自分たちが加工した製品が搭載されているかもし
れない。そんな想像をするだけでなんだかワクワクしてきませんか？ここ播州か
ら世界に向けて、これからもスケールの大きな仕事を一緒にしていきましょう。

■設立（創業）／1918年
■資本金／1,000万円
■売上高／96億2,040万円
　（2021年9月期）
■従業員数／435名
■平均年齢／41.8歳
■業態／製造業

田井 甫
専務取締役

成長期待企業
兵庫県立地支援企業

企業データ

スターターで世界シェア２０%、「BANSHUから世界へ」

たいねくさす

㈱タイネクサス
公式サイト

㈱タイネクサス

西
脇
市
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地元高校生へのメッセージ

たきがわこうぎょう

滝川工業㈱

工業高校出身の先輩たちが大活躍しています！

〒675-0113 加古川市平岡町中野211-1
TEL.079-435-1221

　「モノづくりが好き」「メカが好き」「図面
が好き」
　そんな人たちが集まる機械設計・製造の会
社です。
・プリンや中華まんといった食品を工場で大

量に効率よく製造するための機械
・製鉄会社の出荷業務をよりスピーディーに

行なえるよう、棒鋼を数え、集め、束ねて

搬送するための機械
　棒鋼をワイヤーで自動で束ねる結束機は、
国内でトップシェア！最大で人間の数十倍と
いう大きさのものを、営業、技術、製造部門
が連携して一から作り上げていきます。ほと
んどがオーダーメイドのため、常に新しいも
のに取り組めるので、新鮮な気持ちや出来上
がる喜びは数えきれないほど味わえます。

お客様の要望に応えるため、ほとんどがオーダーメイドの機械。
機械設備の開発〜設計〜製造・組立・据え付けまで、全て社内で一貫し
て行います。機械装置のモノづくりに興味がある人・工夫するのが好き
な人、大歓迎です。

■設立（創業）／1948年
　（創業1943年）
■資本金／9,600万円
■売上高／48億3,000万円
　（2021年12月期）
■従業員数／175名
■平均年齢／40.0歳
■業態／製造業

盛永 勝正
製造部 製造部付 課長

企業データ

ありとあらゆる要望に応え、機械設備を開発・製造

公式サイト

滝川工業㈱

加
古
川
市

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
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たむらぐみ

㈱田村組

仕事への情熱は　未来の地図に刻まれていく

〒675-1369 小野市高田町1756番地
TEL.0794-63-2332

　私たち田村組は総合建設業（土木工事・建
築工事）として地域密着で事業を展開してい
ます。土木工事では、河川、道路、橋などの
公共工事を手掛け、また、建築工事では民間
工場や事務所棟、公共施設、住宅リフォーム
など多岐にわたり手掛けております。
　当社は創業90周年を迎えましたが、これ

もひとえに建物に対する情熱と高い技術力で
納得のいく建物をお客様に提供し、信頼と安
心を築いてきた証であります。これからも私
たちの生活に欠かせないインフラを整備する
建設業に従事することに誇りを持ち、愚直に
邁
まいしん

進していきます。

最初はわからないことばかりでしたが、日々できることが増えると自分
の成長が実感できやりがいを感じます。その中で、建設業でしか味わう
ことのできない責任感や達成感を皆さんもぜひ一緒に味わってみましょ
う。

■設立（創業）／1956年
　（創業1932年）
■資本金／6,500万円
■売上高／18億8,606万円
　（2022年4月期）
■従業員数／40名
■平均年齢／42.8歳
■業態／総合建設業

稲岡 秀真
土木部

企業データ

地域に根差し　暮らしを支え　街を創る

公式サイト

㈱田村組

小
野
市
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地元高校生へのメッセージ

ていえるぶい

㈱テイエルブイ

加古川市の本社工場

〒675-8511 加古川市野口町長砂881番地
TEL.079-422-1122

　当社は、産業で最も多く使用されている、
蒸気エネルギーの計測・制御機器の専門メー
カーです。TLV(トラブル・レス・バルブ／
故障のないバルブ)のブランドで、蒸気エネ
ルギーを無駄なく利用でき、長寿命な製品を
本社・加古川市で開発、製造しています。品
質と独自性にこだわり、主力製品であるス
チームトラップは、国内トップシェアを占め

ています。一方、蒸気のスペシャリストとし
て、お客様の工場の省エネ、安全性・生産性
向上に直結するコンサルティング、エンジニ
アリングサービスも行っています。
　グローバル企業を目指し、国内に11拠点、
海外12カ国にグループ会社、58カ国に108
以上の代理店を展開しています。

加古川に国内トップシェアを占め、世界企業を目指す会社があることを
ご存じですか？当社は、産業の動力・熱エネルギーの8割以上を占める

『蒸気』の専門家として、今後も産業の発展と低炭素社会の実現に貢献
していきます。

■設立（創業）／1950年
■資本金／4億8,000万円
■売上高／99億円
　（2022年6月期）
■従業員数／522名
■平均年齢／40.4歳
■業態／製造業

田中 あゆみ
人事部

平成23年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞

企業データ

蒸気エネルギーの計測・制御機器の専門メーカー

公式サイト

㈱テイエルブイ

加
古
川
市

90



地元高校生へのメッセージ

西脇市の上空から見えるオレンジ色の屋根が当社

〒677-0016 西脇市高田井町224
TEL.0795-22-1000

　約80年にわたり西脇市で“先染め織物【播
州織】”の製造を行っています。生地（テキ
スタイル）の企画デザインをはじめ、糸の染
色やノリ付け、生地を織る工程、生地に風合
いや機能性を付ける加工工場まで、先染め織
物を自社で一貫生産しています。
　先染め織物に特化した国内唯一のテキスタ

イルメーカーとして独自の地位を築いてお
り、知る人ぞ知る存在です。当社の作った生
地は、セレクトショップの服やコアなファン
を有するデザイナーブランド用の上質な素材
として幅広く利用されているだけではなく、
雑貨やインテリアなどにも販路を広げていま
す。

肌なじみ抜群の素材感と、様々なバリエーションを生み出せる先染め織
物。共感できるストーリーを持ったテキスタイルを、職人集団である社
内一貫体制の中で作っていく楽しさ。その生地が世に出る感動を分かち
合いたいです。

■設立（創業）／1947年
　（創業1943年）
■資本金／1億円
■売上高／16億7,500万円
　（2021年12月期）
■従業員数／160名
■平均年齢／43.1歳
■業態／染色整理加工業

織野 詩
企画開発室・プランナー

企業データ

シャツやアウター、雑貨などに使われる生地を製造

とうばんせんこう

東播染工㈱
公式サイト

東播染工㈱

西
脇
市
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とくせんこうぎょう

トクセン工業㈱

左写真「作業風景の一例」 右写真「2019年に完成した新社屋」

〒675-1361 小野市住吉町南山1081番地
TEL.0794-63-1050

　「トクセン」とは「特殊金属線」の略です。
線材を使って、お客様の多様な要望に応えら
れる高い技術力を持っています。例えば、直
径5.5mmという線材から髪の毛の約1/10ほ
どの線まで細く引き伸ばす技術、丸い断面の
金属線をお客様の要望に沿った断面形状に変
える異形加工技術があります。その技術から
生み出す製品の中には世界でもトップシェア

を誇るものもあるほど、金属線の分野では確
固たる地位を確立しています。
　私たちの製品は皆さんの目に触れる機会は
ほぼありません。しかし、関わっている業界
は自動車、家電、半導体、医療など実に様々
です。トクセンだからできる特殊金属線を、
小野市から世界へ向けて日々発信し続けてお
ります。

小野市に本社・工場を持つ加工メーカーです。創業120年を超えて培っ
てきた知識・ノウハウで、世界の最前線で活躍する会社にまで成長しま
した。この高い技術力で、より豊かな社会の実現に向かって日々挑戦し
続けていますので、ぜひ一緒に楽しく、働きましょう！

■設立（創業）／1973年
　（創業1894年）
■資本金／4億8,000万円
■売上高／239億円
　（2022年3月期）
■従業員数／748名
■平均年齢／44.6歳
■業態／金属加工業

金井 宏輔
取締役

企業データ

金属線を自在に操る技術であらゆる業種に貢献

公式サイト

トクセン工業㈱

小
野
市
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ないがいごむ

内外ゴム㈱

現在の明石本社工場

〒674-0084 明石市魚住町西岡2050番地
TEL.078-944-0650

　弊社は2013年に創業100周年を迎えまし
た。
　世界初となるビーチサンダル「ビーチ
ウォーク」の開発や国産第１号商品となる準
硬式野球ボール、ソフトボールや、液面計用
フロート、ガスメーター用ガス計量膜の開発
に成功しました。1997年には3軸加速度セ

ンサで地震の初動波を瞬時に検出する地震感
知器も開発しました。　
　経営方針は（Ⅰ）変化への対応〜先を読む
〜 （Ⅱ）迅速な対応 （Ⅲ）環境への負荷低
減 （Ⅳ）人材育成です。「優れた技術力と諦
めない気概」をモットーに、今後も技術の継
承と発展へ向けて挑戦の日々が続きます。

はじめて社会に出て仕事を行ってみましたが、慣れないことをしたり、この
先どうなるのか不安がいっぱいでした。しかし先輩方に丁寧に教えていただ
き、不安も無くなり、現在は前向きに仕事を行っています。皆さんも、社会
に出る不安もたくさんあると思いますが、前向きにチャレンジしてください。

■設立（創業）／1913年
■資本金／2,400万円
■売上高／47億9,178万円
　（2022年5月期）
■従業員数／248名
■平均年齢／45.9歳
■業態／ゴム製品製造業

坂本 龍真
製造部 製造Ⅰ課 第一検査班

企業データ

「優れた技術力と諦めない気概」を掲げる100年企業

公式サイト

内外ゴム㈱

明
石
市
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高砂市荒井町の本社

〒676-0008 高砂市荒井町新浜2丁目10-24
TEL.079-442-1553

　当社は、建設業では発電プラントや化学プ
ラントの建設、定期点検、メンテナンス工事
等を、金属加工業ではプラント配管、溶接組
立品の製作や特殊ボルト等の製造を行ってい
ます。当社の特徴の一つは「強固な財務体質」
で、平成９年より加古川税務署から「優良申
告法人」の認定を継続中です。

　また、社是「中野プランツは、みなさんが
しあわせになるための道具です。」は、社員
や家族、お客様、協力会社、地域の皆様が「中
野プランツ」という会社を通じて幸せになっ
てほしいという想いです。その想いを実現す
るために、社員一同「全員が経営者である」
の意識のもと、楽しく働いています。

「これでええんか⁉」「嘘をつかない !!」を安全品質方針とキャッチフレー
ズに掲げ、社員全員いつも明るく元気に働いています。駅伝・マラソン
への参加やバーベキュー大会等、楽しいイベントもたくさんあります
よ！

■設立（創業）／1955年
　（創業1931年）
■資本金／3,000万円
■売上高／40億8,000万円
　（2022年6月期）
■従業員数／120名
■平均年齢／46.8歳
■業態／製造業

中野 哲郎
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

「全員が経営者」をモットーに楽しく働いています

なかのぷらんつ

中野プランツ㈱
公式サイト

中野プランツ㈱

高
砂
市
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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／26億4,900万円
　（2022年1月期）
■従業員数／263名
■平均年齢／48.4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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