
地元高校生へのメッセージ

いーえすぷらんにんぐ

㈱イーエスプランニング

三宮にそびえる弊社のランドマーク「P－CLUB中山手通り」

〒650-0023 神戸市中央区栄町通6丁目1-19
TEL.078-362-2512

　弊社は神戸の資産を活かす不動産コンサル
ティング会社です。マンション・テナントビ
ル・駐車場等の不動産を所有するオーナーの
収益を最大化することが私たちの仕事です。
なかでも駐車場経営においては兵庫県No.1
の実績を誇り、130カ所以上の運営実績がご
ざいます。「うちにしかないサービスを、う

ちにしか出来ない提供の仕方で」をスローガ
ンに新しいことに挑戦し続ける会社です。
　人口減少化のなか、「現状維持は衰退であ
る」という共通理解のもと、平均年齢29歳
の若い社員たちが仕事を通してお客様と感動
を共有し、地域社会にとって必要な会社とな
るため日々の事業活動を行っております。

神戸を中心とした不動産オーナーとの仕事を通じ、「神戸を元気にした
い」「神戸にとって必要な会社になりたい」という思いのある方を歓迎
いたします。また、弊社はWLB表彰企業のため安心して働いていただ
けます。

■設立（創業）／1992年
■資本金／4,000万円
■売上高／10億4,000万円
　（2022年2月期）
■従業員数／72名
■平均年齢／29.4歳
■業態／不動産コンサルティン

グ業

社員一同

成長期待企業
令和元年度 仕事と生活のバランス企業表彰

企業データ

駐車場経営で兵庫県No.1の実績

公式サイト

㈱イーエスプランニング

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

金属加工の駆け込み寺でデジタルものづくり

〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和西ノ口750番地6
TEL.078-978-6760

　弊社は「金属加工の駆け込み寺」のキャッ
チコピーを掲げ、特殊精密部品加工を得意と
しております。
　難削材の旋削加工からスタートし、多種多
様な工作機械を保有、現在では金属造形技術
へ発展させていただいております。また、３
次元測定器での精度保証にも定評をいただい

ております。
　長きにわたり自動車、航空機、半導体の部
品加工の経験もあり、新素材の加工工法の開
発もしています。近年では、デジタルものづ
くりとしてリバースエンジニアリング、従来
の機械加工に金属造形加工を駆使した加工も
手掛けております。

当社は製造業の中では珍しく、女性スタッフが多く活躍しています。
仕事内容は難しいことばかりではなく、男女関係なくできることもたく
さんあります。ものづくりへの興味があれば未経験でも学べることは多
い会社です。

■設立（創業）／1980年
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／50名
■平均年齢／34.0歳
■業態／製造業

白井 陽菜
製造部

企業データ

特殊精密部品加工を得意とする「金属加工の駆け込み寺」

いふくせいみつ

伊福精密㈱
公式サイト

伊福精密㈱

西
区

令和3年度 ひょうごオンリーワン企業
成長期待企業
令和元年度 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

当社は「味の感動」を作り続けています

〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町32番
TEL.078-451-1481

　1923年に創業して以来、神戸の地でこだ
わりの食品を作り続けてきた当社。業務用商
品をはじめ、家庭用や学校給食、生協宅配
やOEM（相手先ブランドによる生産）など、
多種多様な商品を通じて人々の食生活を支え
てきました。私たちがモノづくりを行う上で
大切にしているのは「調合ではなく料理」と
いう姿勢。工業的な生産規模ながらレストラ

ンの厨房と同様のこだわりの生産工程を実
現。フレッシュ野菜の使用など原材料にもこ
だわり、本当においしいと思えるモノづくり
をしています。2022年に新工場も稼働を開
始し、今後ますますの成長を見込んでいる当
社。これからも味に妥協することなく、安全
安心な商品をお客様の様々な食シーンに提供
できるよう挑戦いたします。

当社では業務用、家庭用、学校給食など、様々な形で人々の生活を支え
ています。地元への貢献はもちろん、生きる上で欠かすことのできない

「食」に関わる大切な仕事ですので、きっとやりがいを持って働くこと
ができます。

■設立（創業）／1954年
　（創業1923年）
■資本金／9,000万円
■売上高／131億円
　（2022年8月期）
■従業員数／304名
■平均年齢／44.0歳
■業態／食品製造・販売業

小嶋　拓
管理本部 業務管理部 部長

企業データ

味の感動を伝える―

えむ・しーしーしょくひん

エム・シーシー食品㈱
公式サイト

エム・シーシー食品㈱

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

かこてくのす

㈱カコテクノス

カコテラス（社員の憩いの場）

〒654-0024 神戸市須磨区大田町7丁目4-2
TEL.078-732-3851

　鉄道車両向け電気制御器（ブレーキ電気制
御機器は国内シェア50％を占める）や大電
力用変電設備の制御・周辺機器など社会イン
フラに特化した機器を製造しており、災害時
に安全に「止める」という技術で社会に貢献
している会社です。また、近年はそれらの技
術を応用し、高速道路のETC装置や小惑星
探査機（はやぶさ2号）にも搭載された製品

を開発・製造しています。
　また、小野工場は開業以来40年以上経過
し、老朽化対策として、機械工場を2021年
5月、板金工場を22年2月に建設・移設しま
した。さらに22年3月に社員の憩いの場とし
てカコテラスを建設し、利便性アップと社員
コミュニケーションの向上を図ります。

ほぼ全員、社会インフラの知識がないまま入社しています。しかし入社
後には様々な研修や諸先輩からの指導により、任された業務をこなすこ
とで自信がつき、やりがいを感じています。そんな私たちが寄り添い、
サポートしますので、安心して応募ください。

■設立（創業）／1961年
　（創業1935年）
■資本金／7,700万円
■売上高／54億5,000万円
　（2021年11月期）
■従業員数／239人
■平均年齢／42.8歳
■業態／製造業

高谷 愛斗
製品製造部

企業データ

「止める」という技術で社会に貢献

公式サイト

㈱カコテクノス

須
磨
区

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業（令和3年度再認定）
平成28年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 大賞
成長期待企業
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地元高校生へのメッセージ

かねてつでりかふーず

カネテツデリカフーズ㈱

六甲アイランド内にある本社

〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5丁目8番地
TEL.078-857-3878

　当社は、大ヒット商品「ほぼカニ」をはじ
めとする「ほぼシリーズ」で躍進を続けてい
る、かまぼこやちくわなどを取り扱う水産練
りメーカーです。創業以来96年間、思わず

「あっ！！」と驚くようなバラエティー豊かな
商品を、独自性あふれるアイデアで作り続け
ています。
　また、当社の魅力の一つとして、家族のよ

うな一体感あふれる社風があります。
　日々の仕事では、仲間と協力して様々な課
題に取り組み、成長を共に喜びあうことがで
きます。
　様々な目標や夢を持った社員がいる当社
は、能力の向上だけでなく、仕事を通して人
としても成長できる場所です。ぜひ一緒にカ
ネテツの未来をつくっていきませんか？

私はカネテツの人の温かさに惹
ひ

かれて入社しました。皆さん社会人にな
ることに不安があると思いますが、当社では上司や先輩方が新入社員を
サポートしてくださる環境が整っており、楽しく働くことができます！

■設立（創業）／1948年
　（創業1926年）
■資本金／4,000万円
■売上高／110億358万円
　（2021年9月期）
■従業員数／399名
■平均年齢／43.2歳
■業態／水産練り製品・惣菜の

製造販売業

田中 比菜
人事総務課

企業データ

独自性あふれる製品で注目の水産練りメーカー

公式サイト

カネテツデリカフーズ㈱

東
灘
区

令和3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

神戸市中央区にある本社工場

〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通3丁目3番25号
TEL.078-231-1455

　株式会社加美乃素本舗は、1932年に日本
初の養毛毛生剤「加美乃素」を発売した、育
毛剤業界のパイオニア企業です。国内は、神
戸本社と東京支社の2拠点で、商品はすべて、
神戸の本社工場で生産されております。海外
は、中東・東南アジアを中心に45カ国に輸
出実績があり、グローバルに展開中。「美と
健康に奉仕する」を社是に掲げ、安心で安全

な「モノづくり」に励んでおります。
　今後は、長年培った技術力を生かし、ヘア
ケア商品にとどまらず、女性用の商品やスキ
ンケア商品など、様々な分野にも積極的に挑
戦し、100年ブランド企業を構築すべく、若
手社員を中心に、全社一丸となって取り組ん
でまいります。

私たちの会社は、育毛剤を中心にヘアオイルやスキンケア商品など様々
な製品を製造・販売しています。先輩方は優しくて明るく、職場の雰囲
気も良いのでなじみやすいです。長い歴史のある当社で一緒に働きま
しょう！

■設立（創業）／1953年
　（創業1908年）
■資本金／1億円
■売上高／非公開
■従業員数／132名
■平均年齢／38.0歳
■業態／化粧品・医薬部外品製

造販売業

平田 裕馬
管理本部 総務部 システム管理課

企業データ

100年ブランド企業を目指す育毛剤業界のパイオニア

かみのもとほんぽ

㈱加美乃素本舗
公式サイト

㈱加美乃素本舗

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

かわのてっこうしょ

㈱河野鉄工所

女性社員大活躍中！現場は楽しくにぎやかです

〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭
摩耶業務センタービル401-A

TEL.078-801-7744

　私たちは冷凍食品などを保管する巨大な冷
凍倉庫の空調・冷蔵設備をメンテナンス・修
理することが主な業務です。とある大手メー
カーの専属企業からフィールドを広げてお
り、長年の経験と技術力でお客様の要望に対
応できるよう、多様性のある会社を目指して
います。教育体制を整え、未経験でも安心し

て入社していただける環境です。
　また、従業員満足度向上にも力を注ぐ当社
は社員の健康・安全を第一に考え、長く安心
して働ける環境づくりにも真

しん

摯
し

に取り組んで
います。少人数だからこそ一人ひとりが個性
を活かして活躍でき、主役として力を発揮で
きる会社です。

ワークライフバランスに力を注ぎ有給取得率100％を目指しています。
文理一切問いません。人にやさしく正直でチームワークを大切に、とも
に新たなことに挑んでみたい人、気になった人はぜひ当社に一度遊びに
来てください。

■設立（創業）／1954年
　（創業1946年）
■資本金／1,000万円
■売上高／3億800万円
　（2021年8月期）
■従業員数／22名
■平均年齢／37.3歳
■業態／建設業

山崎 
サービスエンジニアチーム

企業データ

『創業70年、私たちは-25℃を守る冷凍設備のホームドクターです！』

公式サイト

㈱河野鉄工所

灘
区

令和元年度 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

レンタカー事業Timescar店舗です

〒652-0892 神戸市兵庫区東柳原町3番10号
TEL.078-671-3184

　弊社は兵庫県において自動車ディーラー・
パーツ・レンタカー・バス運行、保育園事業
を展開する企業で、2021年9月26日にはお
かげさまで80周年を迎えました。弊社の経
営指針である5つの幸せ「・社員とその家族
の幸せ・お客様の幸せ・協力者（パートナー）
の幸せ・地域の幸せ・社会環境の幸せ」の実
現を目指し事業を展開しており、全ての事業

において、弊社に関わる人々の生活を豊かに
し、社会・地域に貢献していきたいと考えて
います。
　それを実現するための主役となる「人的資
本」すなわち社員の健康においては特に力を
いれており、自動車ディーラーでは数少ない
健康経営優良法人ホワイト500に2018年よ
り5年連続で認定されています。

私は弊社事業のひとつである、Timescar店舗で働いています。自動車
は生活必需品のひとつで社会に貢献できる喜びを感じながら日々頑張っ
ています。お客様の笑顔を見れることはやりがいのある仕事だと思いま
す。

■設立（創業）／1941年
■資本金／1億円
■売上高／299億300万円
　（2022年3月期）
■従業員数／808名
■平均年齢／44.0歳
■業態／小売業

山本 雅貴
Timescar 三宮駅前店

企業データ

5つの幸せの実現を目指して事業を展開

こうべまつだ

㈱神戸マツダ
公式サイト

㈱神戸マツダ

兵
庫
区

令和元年度 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

ごぎょふく

㈱伍魚福

スローガンは「珍味を極める」

〒653-0051 神戸市長田区野田町8-5-14
TEL.078-731-5735

　お酒のおつまみを製造販売している企業で
す。チーズ系、生ハム系、肉系、魚介系、練
り物など、約400アイテムの商品群があり、

「いかなごのくぎ煮」やスイーツなど神戸の
お土産も作っています。自社工場がなく、生
産は外部に委託しており、委託先は全国に約
200社あります。商品の販売は卸売りが中心
で、スーパー、百貨店や酒販店、コンビニな

ど、全国約4,000店で販売しています。
　大阪・梅田の阪神百貨店に直営店があるほ
か、最近はネット販売にも力を入れています。

「珍味を極める」を商品開発のスローガンに
かかげ、全従業員が新商品のアイデアを出す
制度などを通し、「すばらしくおいしい」も
のづくりをめざしています。

周りの全てのものは、誰かが「仕事」として「働いて」作ってくれたも
のです。周りの方に「生かされている」自分に感謝し、自分のできるこ
とで社会にご恩返しをするのが「仕事」。好き嫌いだけではなく、社会
の役に立つかを考えてみては。

■設立（創業）／1955年
■資本金／1,000万円
■売上高／27億8,871万円
　（2022年3月期）
■従業員数／78名
■平均年齢／46.4歳
■業態／食品製造業

山中 勧
代表取締役社長

企業データ

400アイテムの商品群で「珍味を極める」

公式サイト

㈱伍魚福

長
田
区

成長期待企業
令和2年度 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

神戸三宮の中心街にある当社本社

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通2丁目1番11号
TEL.078-231-1234

　弊社は創業以来、設備専門の工事会社とし
て、阪神間を中心に県内No.1企業としての
実績を誇り、近年では神戸ハーバーランド
umieの商業施設やアンパンマンミュージア
ム、ミント神戸、神戸オリエンタルホテルと
いった兵庫・神戸のランドマークとなる名だ

たる建物を多数施工してまいりました。
　今後もお客様をはじめ、地域社会の様々な
ニーズに合った最適な設備空間を提供し、地
元の活性化に少しでも寄与できるよう、若い
力を積極的に取り入れ、ますます精進してま
いりたいと考えております。

現在は、大阪大学医学部附属病院棟新築現場で設備工事の現場監督（施
工管理者）として日々、汗を流しております。「自分が描いた図面が、
実際に形（建物）になる」大変な仕事ですが、やりがいもそれ以上に感
じております。若くエネルギッシュな方の入社、お待ちしております。

■設立（創業）／1952年
　（創業1948年）
■資本金／4,000万円
■売上高／25億7,000万円
　（2022年9月期）
■従業員数／66名
■平均年齢／4２.7歳
■業態／建設業

屋田 晋
営業工務部

企業データ

設備専門工事で県内No.1 あのランドマークも

さんしんこうぎょう

三神工業㈱
公式サイト

三神工業㈱

中
央
区
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