
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

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
町
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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
町
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2021年には、環境や従業員、コミュニティー
に配慮した公益性の高い企業に与えられる国
際的な認証「B-Corp」を取得し、事業活動を
通して社会課題を解決する取り組みを進めて
います。また、従業員満足度を高める活動と
して、より働きやすい環境づくりのための要
望を話し合う女性社員のチームがあり、毎年
会社に改善点を提案。子どもが小学校6年生
になるまで時短勤務ができる制度や男性の育
休制度、荷物を運ぶ負担を軽くするための段
ボールの小型化などを実現させてきました。

　ブランド品を買い取り、再生して販売す
るリユース事業を柱とし、現在直営、フラン
チャイズ合わせて176店を展開しています。

　人事部で採用を担当する黒田由香さんは8
年前に金融機関から転職した際「入社1年目
なのに意見を尊重してくれ、やりたいことを
やらせてくれたことに驚いた」と振り返りま
す。現在は小学生と保育園児の2人の子育て
中で、子どもの送り迎えができるよう時短勤
務制度を活用しています。「時短勤務でも負
い目に感じることのないよう周囲がとても配
慮してくれ、昨年は主任に昇進することがで
きました」と笑顔を見せる黒田さん。「周り
はポジティブな社員ばかりでつられて前向き
になれる。トライやるウィークなど地域に貢
献できることをどんどん手がけていきたい」
と意欲的に話しています。

　もちろん女性だけではなく、男性社員の育
休取得や声をあげた人の新規事業へのチャレ
ンジに対しても会社として積極的にサポート
しています。このように社員一人ひとりを大
切に尊重してくれる社風だから、より一層仕
事も頑張りたいと思えるそうです。

エコリングは性別、世代を問わずだれもが働きやす
い環境づくりを進めています。女性社員のチームが
会社に要望を伝える場があり、毎年のように改善が
積み重ねられています。

女性社員チームの要望が制度に反映

若手社員を尊重する社風に感激

えこりんぐ

㈱エコリング
姫路市飾磨区恵美酒213　錦ビル3階　☎079‐243‐1777

公式サイト

企業データ

■設立（創業）／２００１年
■資本金／1,000万円

■売上高／188億円（2021年度5月期）
■従業員数／409名

■平均年齢／34.0歳

社員1人1人を大切に誰もが働きやすい環境づくりを進めています

㈱エコリング　［小売］

「やりたいことをやらせてくれる会社です」と話す黒田由香さん

姫
路
市

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

成長期待企業
令和3年度 ひょうご女性の活躍企業表彰
えるぼし認定企業

11



地元高校生へのメッセージ

かんざきそくりょうせっけい

㈱神崎測量設計

安心安全のまちづくり−未来を測る仕事−

〒679-2337 神崎郡市川町屋形723-1
TEL.0790-28-0456

　弊社ではお客様からの多種多様なニーズと
スピード化にお応えするため、最新の機器を
積極的に導入しております。
　全世界的衛星測位システムGNSS測量機
や高性能高機能なトータルステーション、電
子レベル、ドローンなどの最新機器を取り入

れ、作業の効率化を図っています。
　近年の測量技術のめまぐるしい進歩に対応
できるよう技術の習得や知識の向上に努め、
精度の高い高品質な成果をご提供できるよう
日々努力をしています。

仕事をやらされるのではなく、自分でやる感覚。当社では誰もが委縮せ
ず、自分をオープンにできます。困ったときには支え合い、嬉しい時に
は笑い合う。そんな気持ちの良い空気が当たり前になっています。

■設立（創業）／1983年
■資本金／1,000万円
■売上高／1億6,200万円
　（2021年10月期）
■従業員数／14名
■平均年齢／41.2歳
■業態／技術サービス業

青田 彬亨
測量部 主任

企業データ

測量技術の進歩に対応し、高品質な成果を提供

公式サイト

㈱神崎測量設計

市
川
町
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地元高校生へのメッセージ

ぎんびるすとあー（ぼんまるしぇ）

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）

兵庫県の播磨で創業67年を迎えるスーパー

〒670-0912 姫路市南町31番地
TEL.079-288-0001

　兵庫県の播磨地方を中心に、14店舗を展
開するスーパーマーケットです。1956年創
業時は、全国で2番目のセルフサービス形式
のスーパーマーケットとして誕生しました。
当時の銀ビルといえば「安売りのスーパー」
として遠くから買い物に来られたお客様から
喜ばれていたことが懐かしく感じられます。
　今は、「ボンマルシェ」の、5つのこだわ

りとして①安心、安全、健康②鮮度、おいし
さ③地産地消、世界の食文化④笑顔のおもて
なし⑤納得価格　お客様満足のために、我々
は価値を提供する企業でありたい。地域の皆
様に喜んでいただけるよう、お客様の豊かな
暮らしに役立つ、また従業員の豊かな暮らし
を樹立することを心がけています。

明（メイ）、元（ゲン）、素（ソ）=明るく、元気に、素直に。銀ビルの
社是です。銀ビルで働く社員は、「こうありたい」という、全社員の目
標であり、理念であり、心構えであります。明るく元気で素直な方待っ
ています。

■設立（創業）／1956年
■資本金／4,000万円
■売上高／121億円
　（2022年1月期）
■従業員数／800名
■平均年齢／40.7歳
■業態／小売業

大塚 兼史
専務取締役 執行役員 社長室長

企業データ

播磨地方を中心に展開するスーパーマーケット

公式サイト

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）

姫
路
市

71



地元高校生へのメッセージ

夏には猪篠川の水を利用した「じゃぶじゃぶ池」が人気です

〒679-2431 神崎郡神河町猪篠1868
TEL.0790-32-2911

　神河町の公の施設「神崎農村公園ヨーデル
の森」の指定管理者である共同事業体の代表
企業です。ヨーデルの森は2001年に開園し
た農村公園です。2009年のリニューアルオー
プンに際して、弊社がこの地を本店所在地と
して創業し、管理運営の受け皿となりました。

「お客様や子どもたちの笑顔の創造」を目指

して「はな、みず、き（生き物）」をテーマ
にコンテンツの充実に努めています。
　また、共同事業体のパートナーである地元
集落「猪篠区」にある約８千本の紫

あ じ さ い

陽花や棚
田などの地域資源を活かし、地元区全体を元
気にする取り組みを行っています。

「私たちは、地域を元気にします」を企業理念のひとつとして揚げ、地
域を愛し、地域に貢献する人材の育成に努めます。まずは自ら楽しみ、
常に新しいコトにチャレンジできる企業です。

■設立（創業）／2009年
■資本金／2,000万円
■売上高／3億9,800万円
 （2021年12月期）
■従業員数／70名
■平均年齢／35.9歳
■業態／テーマパーク管理運営業

細岡 友行
支配人

企業データ

「神崎農村公園ヨーデルの森」を管理運営

くらうでいと

㈱クラウデイト
公式サイト

㈱クラウデイト

神
河
町
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地元高校生へのメッセージ

本社・本社工場の概観を撮影したものです

〒670-8567 姫路市下手野１-３-１
TEL.079-294-6318

　1950年、国産初の硬貨計数機を開発。一
枚ずつ手で数えることがあたりまえだったお
金を、人に代わり機械が数える。私たちが開
発した数々の通貨処理機は、金融機関をはじ
め、スーパーマーケット、交通機関など、お
金を扱う幅広い分野で、厳正化、効率化に無
くてはならない存在になりました。今では国
内のみならず、100カ国以上の国で利用され

るまでに活躍の場を広げています。
　また、コア技術である『認識・識別技術』
を応用することで、『手書き文字認識技術』、

『生体認証（バイオメトリクス）技術』など
を開発。非現金分野にも事業領域を拡大して
います。創業100周年を迎えましたが、次の
100年も「新たな信頼」を創造します。

私たちが企業理念に掲げる「求める心とみんなの力」。これには、社員
全員が力を合わせて挑戦し、不可能を可能にしていくという想いが込め
られています。志を高く抱き、この想いを受け継ぐ仲間を求めています。

■設立（創業）／1944年
　（創業1918年）
■資本金／128億9,294万円
■売上高／2,265億6,200万円
　（2022年3月期）
■従業員数／3,506名
■平均年齢／44.3歳
■業態／製造業

村田 雅彦
総務本部 人材開発部 人材採用グループ グループマネージャー

平成25年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞 優秀賞
くるみん認定企業

企業データ

「認識・識別技術」を非現金分野にも応用

ぐろーりー

グローリー㈱
公式サイト

グローリー㈱

姫
路
市
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赤あん・白あんの入った回転焼「御
ござそうろう

座候」を全国
78店舗で実演販売しています。創業から73年。温
かみのある手仕事の大切さを受け継ぎ、今日も愚直
に伝え続けています。

ござそうろう

㈱御座候
姫路市阿保甲611-1　☎079-282-2311

公式サイト

㈱御座候　［製造］

姫
路
市

　「本物の味をぶれることなく、手渡しで提
供する」。創業来変わらず御座候作りに込め
られてきた思いです。商品の命ともいえるア
ンコは、北海道十勝産の小豆を厳しい基準で

選別し、年度ごとに異なる小豆の特性などに
目配りしながら、その高い品質を生かす釜・
炊き方で風味豊かに作られます。各店では経
験を積んだ職人が丁寧に焼き上げ、焼きたて
を販売員が包装紙に手際よく包んで手渡しし
ます。
　手仕事の豊かさと温かみを伝えようと、
2022年4月には姫路の書写山の麓

ふもと

に初のカ
フェ業態となる手仕事喫茶「御座候　書写山
麓店」をオープン。小豆・手

て

亡
ぼうまめ

豆の風味を生
かしたケーキや、赤あん・白あんに合うコー
ヒーや煎茶を、手仕事の職人が作ったカップ
や皿で提供し、手仕事の温かさとともに伝え
ています。

　350人いる社員のうち約200人が職人とし
て働いている同社。本社にはお客様満足向上
のための技能を磨き、学び合う場として「実
演技能研究所」があり、お互い学び、気付き
を得る場所になっています。また年に1回、
全国で予選を勝ち抜いた職人がその技を競う
「焼成技能大会」が開かれ、No.1を決定して
います。3年前には女性の職人も誕生し、現
在では10人にまで増えているとのこと。採
用・初期訓練を担当する同社の山之内良洋さ
んは「全国各地で愛されているなじみのお菓

子。一見単純だが奥深い手仕事の温かみを未
来の世代につなぎ、100年企業を目指したい」
と話しています。

本物の味をぶれることなく、手渡しで提供する

女性の職人も誕生し、現在は10人に

企業データ

■設立（創業）／1959年
　（創業1950年）
■資本金／8,527万円

■売上高／56億円（2022年9月期）
■従業員数／520名

■平均年齢／ 39.3 歳

一個一個、丁寧に心を込めて焼き上げます

手焼きの温もりを届けます
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地元高校生へのメッセージ

大気遮断型試料輸送容器 「はやぶさ2」プロジェクト使用

〒671-1261 姫路市余部区下余部240-6
TEL.079-274-1047

　弊社は1955年の創業以来、金属の精密切
削加工を行ってきました。難切削の加工、形
状や要求制度が厳しい加工にも取り組んでお
り、県内のみならず国内外からも受注をいた
だいております。
　最先端の加工技術と工場環境を備えて、未
来に向けた“モノづくり”を日々行っており、

近年では、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ
2」が持ち帰った地球外試料を、2週間に渡
り真空で保存できる大気遮断用試料輸送容器
や時速300㎞超で走行するニスモのレーシン
グカー部品など、「精密加工のフロントラン
ナー」として、最先端の加工で未来へのモノ
づくりを支えています。

弊社は精密金属部品の加工を行う会社です。仕事内容は多岐に渡ります
が、どれも初心者の方への丁寧な指導と、自身の成長に合わせた各分野
のスペシャリストを目指す教育環境を整えております。ぜひ一度、会社
見学にお越しください。

■設立（創業）／1972年
　（創業1955年）
■資本金／1,800万円
■売上高／4億6,951万円
　（2021年9月期）
■従業員数／39名
■平均年齢／37.3歳
■業態／製造業

佐藤 有起
管理営業部

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
令和元年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 技術部門賞
成長期待企業
平成25年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

企業データ

精密加工のフロントランナー

さとうせいき

佐藤精機㈱
公式サイト

佐藤精機㈱

姫
路
市
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