
地元高校生へのメッセージ

にほんすぴんどるせいぞう

日本スピンドル製造㈱

本社工場で機械を組み立てる様子

〒661-8510 尼崎市潮江4-2-30
TEL.06-6499-5551

　弊社は創業100年を超える歴史ある機械
メーカーです。100年間の歴史から培った独
自の技術力を駆使して、現在は車の部品等を
加工する機械を作る「産業機械事業」、クリー
ンルームシステムを提供する「空調・冷熱事
業」、地球環境保全に貢献する「環境事業」

を展開しています。2020年5月には、新た
にドイツの機械メーカーであるライフェルト
社をグループ企業に加えたほか、2021年に
は新工場が完成し、さらなるグローバル化、
事業拡大を進めています。

私は業務で空調機器の組み立てを行なっています。機械メーカーでの仕
事は機械を組み立てて形を作っていくのが難しい部分ですが、そこにや
りがいがあり面白い部分なので興味を持っていろんな機械メーカーを見
てみてください。

■設立（創業）／1949年
　（創業1918年）
■資本金／32億7,599万円
■売上高／181億3,400万円
　（2022年3月期）［連結］
■従業員数／371名
■平均年齢／43.6歳
■業態／機械器具製造業

櫻井 謙大
製造本部 生産部 組立グループ

くるみん認定企業

企業データ

100年間の歴史から培った技術力

公式サイト

日本スピンドル製造㈱
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崎
市
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地元高校生へのメッセージ

＜本社・伊丹工場＞ＪＲ伊丹駅から徒歩7分です

〒664-0845 伊丹市東有岡3-64
TEL.072-782-6521

　私たちはコントロールケーブルの専門メー
カーとして、兵庫県伊丹市の本社・伊丹工場
をはじめ、山崎工場（兵庫県宍粟市）、関連
会社のニチフレ千草（兵庫県宍粟市）、ニチ
フレ島根（島根県飯南町）各拠点より、世界
に通用する優れた製品を開発・供給していま
す。その高性能・高品質のコントロールケー
ブルは、自動車をはじめ自転車や農業機械な

どの分野で重要な機能部品として利用されて
います。そして「吾々は、フレキシブルケー
ブルの新たな付加価値を創造し、そのマー
ケットの第一人者となる」の経営理念のも
と、医療・福祉機器や事務機器、鉄道といっ
た新たな分野へ挑戦することで、コントロー
ルケーブルが持つ無限の可能性を広げていき
ます。

さらなる生産性向上、新たな製品の開発に向けて日々取り組んでいます。
自身が成長できる環境があり、とてもやりがいを感じています。また海
外からの実習生も活躍しており、これからも多くの仲間と共に頑張りた
いと思います。

■設立（創業）／1962年
■資本金／8,349万円
■売上高／31億円
　（2022年3月期）
■従業員数／161名
■平均年齢／41.0歳
■業態／製造業

徳重 美琴
生産部伊丹製造課

企業データ

自動車などに使われる重要機能部品を製造

にっぽんふれっくすこうぎょう

日本フレックス工業㈱
公式サイト

日本フレックス工業㈱

伊
丹
市

97



地元高校生へのメッセージ

のせでんてつ

能勢電鉄㈱

平野駅〜一の鳥居駅間を走行する7200系車両

〒666-0121 川西市平野一丁目35番2号
TEL.072-792-7200

　当社は1908年に能勢妙見宮への参詣者と
能勢地方の産物の輸送を目的に創立した鉄道
会社です。阪急宝塚線と接続する川西能勢口
駅を起点に「妙見線」と「日生線」の2路線
を運行しており、川西市中心部と、ベッドタ
ウンや緑豊かな地域とを南北に結びます。社
内の発案から、「風鈴電車」等の装飾電車も
運行しています。

　また、兼業として、賃貸事業や、妙見山の
中腹に位置する「妙見の森」でケーブルやリ
フト、バーベキューテラス等の営業を行って
います。
　従業員の健康づくりに取り組み、経済産業
省「健康経営優良法人認定制度」において、「健
康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」
に認定されました。

お客様に「あんしん」を　地域に「にぎわい」を　
そして、みんなに「しあわせ」を
私たちと一緒に、お客様と地域に笑顔を運び続けませんか？
はじまりは、いつも“のせでん”から。

■設立（創業）／1908年
■資本金／1億円
■売上高／31億3,502万円
　（2022年3月期）
■従業員数／109名
■平均年齢／44.3歳
■業態／鉄道業

余野 昇一
総務部 総務人事課 課長補佐

企業データ

はじまりを、のせて

公式サイト

能勢電鉄㈱

川
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地元高校生へのメッセージ

はいれっくすこーぽれーしょん

㈱ハイレックスコーポレーション

この仕事を通じて社会に貢献できる立派な人を

〒665-0845 宝塚市栄町1-12-28
TEL.0797-85-2500

　当社では世界を市場に自動車等の各種ケー
ブルや医療器具の開発・製造・販売を行って
います。コントロールケーブル一筋に心血を
注いだかいもあり、業界ではNo.1のシェア
を誇り、国内だけではなく、海外のメーカー
にも評価されています。

　今後の事業は、次世代の車にも使っていた
だける電気・電子部品と一緒になった製品や、
できるだけ人に負担をかけない痛みの少ない
医療機器製品を世界に発信していくことに力
を入れています。

『この仕事を通じて社会に貢献する』『この仕事を通じて立派な人を作る』とい
う創業以来貫いてきた理念があります。守備範囲を決めずに自分の能力より大
きな仕事や責任に立ち向かうこと。失敗してもトライする気持ちを大切に。こ
の2つが、働くということや夢をかなえるための大事な姿勢だと思います。

■設立（創業）／1946年
■資本金／56億5,700万円
■売上高／2,177億5,400万円
　（2021年10月期）
■従業員数／12,865名
■平均年齢／41.5歳
■業態／輸送機器製造業

寺浦 太郎
代表取締役社長

企業データ

コントロールケーブル一筋に心血を注ぐ

公式サイト

㈱ハイレックスコーポレーション

宝
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地元高校生へのメッセージ

日本最大級の特殊大型印刷機が活躍！

〒664-0831 伊丹市北伊丹6-44-5
TEL.072-782-6501

　創業から110年以上、商品を安全かつ適正
に包む『運ぶための箱』を提案してきました。
一般的なダンボールケースだけでなく、車の
ドアやエンジンを包む大型で高強度の重量物
用ダンボールケースまで幅広く提案している

ボックスメーカーです。
　近年は、“ハコ作り”のノウハウを物流に
も活かし、『“ハコ”から“ハコブ”を変える』
をモットーに製造から出荷まで一貫した物流
サービスをお客様に提供しています。

高校を卒業して10年以上が経ち、今では大型印刷機の操作や指導を任
されています。日々いろんなことに挑戦できる社風だと思います。ぜ
ひ、当社で皆さんの個性を活かして、様々なことにチャレンジしてくだ
さい！

■設立（創業）／1909年
■資本金／4,800万円
■売上高／21億8,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／127名
■平均年齢／42.8歳
■業態／製造業

寺西
製造部 リーダー

企業データ

一般段ボールおよび特殊強化段ボールを加工、販売

ぱっく・みずたに

パック・ミズタニ㈱
公式サイト

パック・ミズタニ㈱
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地元高校生へのメッセージ

はまもとじぇねらるこーぽれーしょん

㈱濱本ジェネラルコーポレーション

次の100年に向け既に踏み出しています

〒660-0874 尼崎市西本町3丁目1番地
TEL.06-6412-2161

　当社は、1913年の創業以来、日本製鉄株
式会社関西製鉄所（尼崎地区）構内において、
世界のエネルギー産業を支える高級シームレ
ス鋼管（火力発電・原子力発電・油

ゆ

井
せい

開発用
等）の製造を加工・輸送・土木工事・設備保
全といった各現場において多角的かつ包括的
に支えています。
　社員は『明るく・楽しく・前向きに』を合

言葉に「安全第一」を実践しながら働いてい
ます。風通しのよい風土があります。向上心
を持って活気ある会社で働きたいという方は
ぜひ一度見学に来てください。
＜事業内容＞▽生産部門・・・金属加工、検
査、梱包▽物流部門・・・構内運搬、構外輸
送、出荷▽建設部門・・・土木工事、工場建
屋補修、設備メンテナンス

『明るく・楽しく・前向きに』をモットーに、日々の仕事に励んでいま
す。上司や先輩方も優しく丁寧に教えてくれます。みなさんが入社した
際には僕がサポートいたしますので、ぜひHAMAMOTOで一緒に働き
ましょう！

■設立（創業）／1913年
■資本金／5,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／243名
■平均年齢／40.1歳
■業態／鉄鋼業

山根 寿星（2022年入社）
物流部 軌道車室

企業データ

風通しがよく活気ある会社で働きませんか

公式サイト

㈱濱本ジェネラルコーポレーション
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地元高校生へのメッセージ

シーフードを主に取り扱う冷凍食品メーカーです

〒662-0977 西宮市神楽町12-19
TEL.0798-36-1101

　当社は、世界中の農水産品を自社工場で加
工し、シーフードミックスやイカリングフラ
イなど魚介を中心とした冷凍食品を皆様に提
供しています。単においしいだけではなく、
安全・安心できる新鮮な商品作りにこだわり、
徹底した品質管理体制の工場で生産していま
す。

　また、『皆様に必要とされる企業』を目指し、
地域社会の一員としてスポーツチームの公式
スポンサーなど、社会貢献活動にも積極的に
取り組んでいます。これからも、簡単・便利
でおいしい冷凍食品で皆様の食卓に笑顔をお
届けいたします。

食品製造の仕事に大切なのは、行動力と好奇心、そして食に対する興味
です。とにかく動いて、どんなことでも実際に経験すれば、きっと自分
の力になります。一緒に頑張りましょう。

■設立（創業）／1967年
■資本金／7,900万円
■売上高／75億7,700万円
　（2022年3月期）
■従業員数／86名
■平均年齢／45.9歳
■業態／食品製造業

大石 彩音（2022年入社）
鳴尾浜工場 製造課

企業データ

世界中の農水産品を加工した冷凍食品を提供

はんしんていおん

阪神低温㈱
公式サイト

阪神低温㈱
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地元高校生へのメッセージ

福助グループの店舗ロゴ

〒669-1535 三田市南が丘1-51-2
TEL.079-560-2525

　１店舗の屋台からはじまった福助グルー
プは、現在、三田市内を中心に、和食４店、
居酒屋５店、定食系１店、ラーメン店15店、
焼肉店２店、イタリアン１店、仕出しセンター
１店、カラオケ１店を運営しています。また、
グループに農業法人を持ち、自社農園にて酒
米や野菜作りもしています。「食を通じて周
囲の全ての人々に笑顔を提供する」を理念に

し、四季折々のお料理を提供しています。
　スタッフには充実した研修制度を設け、独
立支援制度も整備。どのようなキャリア展開
を望む方にも会社として応援する体制を整え
ています。創業28年目ですが、まだまだ若さ、
チャレンジ精神を忘れずに、新しいことに貪
欲に取り組み、地域に「おもしろい」を提供
できる企業を目指します。

ラーメン店のアルバイトでしたが和食の職人をしたくて、グループ店の和食店
に異動しました。でもやはりラーメンがいいと思い直して、もう一度ラーメン
店に異動しました。自分の気持ちに寄り添ってくれる会社や先輩で良かったで
す。皆さんも一生懸命になれるものをあれこれ試しながら見つけてください。

■設立（創業）／1995年
■資本金／2,700万円
　（グループ計）
■売上高／非公開
■従業員数／450名
（グループ計：パート・アルバイ
ト含む）

■平均年齢／32.0歳
■業態／飲食業

小川 竜生
麺男 塚口店

ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2012 産業労働部長賞

企業データ

和食店、居酒屋、ラーメン店など30店を展開

ふくすけ（ふくすけぐるーぷ）

㈲福助（福助グループ）
公式サイト

㈲福助（福助グループ）

三
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ふじ・でーた・しすてむ

㈱フジ・データ・システム

㈱フジ・データ・システム正面玄関前にて

〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目21番14号
TEL.06-6401-1211

　創業40年を超える当社は、システムの黎
れい

明
めい

期から積み重ねた制御・組み込み系の多数
の開発実績による豊富なノウハウと技術力、
品質の高さで、多くのお取引先様と長年の信
頼関係を構築しています。
　ITを活用してDX推進のサポートを行える
企業として、経産省の「スマートSMEサポー
ター」に認定されています。

　また、AI活用人材育成プログラムを活用し
てAI、データサイエンスの知識習得にも力を
入れています。
　先輩・上司に質問しやすいチーム制、克服
したい・伸ばしたい技術への研修制度も充実
しており、技術を明確に目標と設定すること
で、意欲的な技術力向上とモチベーション維
持につなげています。

『創造と挑戦』をモットーとする当社で、社員が単なる技術者にとどまる
ことなく、お客様のお困りごとを解決提案できる幅広い技術と能力を身
につけた技術者として、活躍・成長できるよう共に一緒に頑張りましょう。

■設立（創業）／1978年
■資本金／4,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／35名
■平均年齢／45.0歳
■業態／ソフトウェア業

藤嶋 純子
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

人材育成に注力、研修制度も充実

公式サイト

㈱フジ・データ・システム
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