
地元高校生へのメッセージ

今年入社した新入社員たちです！

〒670-0961 姫路市南畝町２丁目１番地 
ファース姫路ビル

TEL.079-222-2051

　大手製造業などの業務システムや組込制御
システムを開発しており、システム企画・提
案からソフトウェア設計・開発、システム運
用・保守まで I Tの総合サービスをご提供し
ています。
　システムエンジニアなどの I Tエンジニア
として活躍したい方を募集しています。
　【社員の幸福を第一に】

　社員をとても大切にする会社です。穏やか
で優しい社員の多い社風が魅力です。
　【充実の教育体制】 
　4カ月間の集合研修、1年間のOJT教育を
実施。未経験でも安心して入社いただけます。
　【高度な技術力とノウハウ】
　一流の取引先と共に培ったシステム開発
力・ノウハウが自慢です。

ひとつの組織に居続けるのが苦手な私が、気づけば入社8年目を迎えて
いました。個性豊かなメンバーがお互いをおもしろがったり認め合った
りしていてのびのびと自分らしくいられる会社だと思います。お会いで
きるのを楽しみにしています。

■設立（創業）／1980年
■資本金／3,000万円
■売上高／21億円
　（2022年3月期）
■従業員数／217名
■平均年齢／38.1歳
■業態／ソフトウェア業

牛尾 優子
システム開発１部１課・システムエンジニア

企業データ

「急がず、たゆまず、着実に」 地域に根ざすＩＴ企業です

にっとうこんぴゅーたーさーびす

日東コンピューターサービス㈱
公式サイト

日東コンピューターサービス㈱
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地元高校生へのメッセージ

のばっく

㈱ノバック

確かな品質でお客様に、応えていきます

〒670-0947 姫路市北条1丁目92番地
TEL.079-225-0251

　ノバックは創業以来55年間黒字経営の安
定した企業です。総合建設業として全国展開
しており、兵庫県に本社、東京都に本店を構
え二大拠点にて活動しています。土木工事に
おいては、道路・橋

きょうりょう

梁・河川の設備等の公共
性の高いものをつくり、建築工事においては、
住宅（マンション）・商業施設・病院・学校
など住環境に必要不可欠なものをつくってお

ります。若手の社員の方には意見が言える・
チャレンジ精神を持ち挑める環境を整えてい
ます。技術者として様々な可能性を広げられ
る会社です。
　完全週休二日制、定年65歳に引き上げ、
社員全員で行く海外旅行などの福利厚生を充
実させ、働きやすい環境づくりにも尽力して
います。

福利厚生が充実していて、他社と比べて一人一人への生活サポートが手
厚いところは大きな魅力と感じます。

■設立（創業）／1965年
■資本金／12億2,786万円
■売上高／353億7,033万円
　（2022年4月期）
■従業員数／284名
■平均年齢／45.2歳
■業態／建設業

山根 三咲
建築部 技術員

企業データ

創業来50年以上黒字経営を続ける総合建設業

公式サイト

㈱ノバック
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地元高校生へのメッセージ

お客様の元へ安全に指定通りの時間・場所に運びます

〒672-8023 姫路市白浜町乙221-5
TEL.079-245-4111

　弊社は創業以来、荷主企業の皆様ならびに
地域の発展のために少しでもお役にたちたい
との思いで日々努力を重ねてまいりました。
　おかげさまで多くの有力企業様にご愛顧い
ただき、順調に発展することができました。
　これもひとえにお取引先の皆様の絶大なる

ご支援、ご指導の賜
たまもの

物と深く感謝いたしてい
ます。
　これからも物流のプロとして長年培ってき
た実力で、お客様のニーズにきめ細かく対応
し、『カスタムメイドの顧客支援企業』の実
現に邁

まいしん

進していきたいと考えています。

仕事はとりあえずやってみないと分からないことが多いですが、いつし
か仕事の面白さややりがいが見えてきます。
当社は若い人が多く、あなたと一緒に働けることを大いに歓迎しており
ます。

■設立（創業）／1958年
■資本金／2,000万円
■売上高／74億5,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／185名
■平均年齢／44.0歳
■業態／運送業

鳩川 俊政
総務部 次長

企業データ

カスタムメイドの顧客支援企業

はまだうんそう

㈱浜田運送
公式サイト

㈱浜田運送

姫
路
市

100



地元高校生へのメッセージ

大型チェーンの製造風景
左奥で火花を上げているのがフラッシュバット溶接機です

〒672-8023 姫路市白浜町甲770番地
TEL.079-245-5151

　「海の命綱」を作り続けて86年、1936年
の創業以来、大型船舶用および海洋構造物用
のチェーンを作る専業メーカーです。大型船
舶の錨

いかり

を繋ぐ鎖や、海底油田の掘削施設（海
洋構造物）を繋ぎとめる鎖、福島県沖の浮体
式洋上風力発電プロジェクトでは、鎖1個の
重さが200㎏、1本の長さが800m超の当社

の鎖が使われました。
　海洋構造物向けの鎖では「世界３強の一角」
を占める国内唯一のメーカーとして、平成
28年度に「ひょうごオンリーワン企業」に
認定されました。
　これからも高い技術と信頼をもとに世界の
海で当社の鎖が活躍します。

今、当社では鋼材メーカーとの共同開発により、世界基準を超える強度
の新製品開発を続けています。新しい技術・製品の開発により、新しい
案件も増えていきます。世界に通用する製品を手がけるチャンスです。

■設立（創業）／1950年
　（創業1936年）
■資本金／5,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／62名
■平均年齢／43.2歳
■業態／錨鎖製造業

森田 浩光
総務部 総務課長

企業データ

「海の命綱」を作り続けて86年

はまなかせいさこうぎょう

濱中製鎖工業㈱
公式サイト

濱中製鎖工業㈱
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地元高校生へのメッセージ

様々なお客様向けの荷物を出荷できる加西物流センターです

〒671-0218 姫路市飾東町庄313
TEL.079-253-5217

　ハリマ共和物産は、創業115年を迎えた歴
史のある企業です。日用品・化粧品卸売業の
パイオニアとして、早くから流通の仕組みを
構築し、卸に特化した情報システムや店舗運
営ノウハウを提供して、製・配・販の結び目
となってきました。また、卸の物流拠点網を
活かし、様々な企業様の物流アウトソーシン

グを請け負う3PL（受託物流）事業を展開し
ております。
　現在は、卸売業、物流事業で培った強み・
ノウハウを活かして、ネット通販事業にも注
力。商品を販売せず「仕組み」を提供し、同
業他社にはない新たな役割を担い、社会に貢
献しています。

当社はオンリーワン企業を目指し、新しいことに挑戦することが大好き
な企業です。若いうちから様々な経験を積むことができます。皆さんの
若い力、発想力をぜひ発揮してみませんか！！

■設立（創業）／1907年
■資本金／7億1,953万円
■売上高／550億2,500万円
　（2022年3月期）
■従業員数／1,073名
■平均年齢／41.2歳
■業態／卸売業

谷口 直也
総務人事チーム

企業データ

日用品・化粧品卸売業のパイオニア

はりまきょうわぶっさん

ハリマ共和物産㈱
公式サイト

ハリマ共和物産㈱
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地元高校生へのメッセージ

世界の最先端技術と未来を支える会社

〒671-2111 姫路市夢前町杉之内17
TEL.079-336-3221

　AI、自動運転、５G…。これら最先端技術
やハイテク製品の頭脳の役割を果たす半導体
は今後ますます需要が拡大します。この半導
体を生産するためには、当社が製造する石英
ガラス製品が必要不可欠です。ヒメジ理化は、
石英ガラスを通じて世界の最先端技術と未来
を支えている会社です。
　売り上げ100億円を達成し、次なる目標の

売り上げ200億円に向けて、新工場の建設や
M＆Aによるグループ会社の増加など、積極
的な事業展開によって未来を切り開く会社
で、自分自身の成長と会社の成長が同時に実
感できる環境があります。未来志向の仲間と、
明るく・楽しく・前向きに仕事をしたい方を
待ってます。

『ハンドメイドのものづくり』　このフレーズが気になった方は、ぜひ工
場見学にお越しください。一人前になるには何年もかかる難しい仕事で
すが、ものづくりの好きな方にはとてもおもしろい仕事です。

■設立（創業）／1965年
■資本金／5,898万円
■売上高／100億2,400万円
　（2021年12月期）
■従業員数／500名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

井上 英毅
総務課

企業データ

石英ガラスを通じて世界の最先端技術を支える

ひめじりか

ヒメジ理化㈱
公式サイト

ヒメジ理化㈱

姫
路
市

平成26年度 ひょうごＮｏ.1ものづくり大賞 技術部門賞
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地元高校生へのメッセージ

ひめぷら

㈱ヒメプラ

本社は姫路駅から徒歩約10分のところにあります

〒670-0947 姫路市北条448-8
TEL.079-222-5651

　当社は昭和30年、新素材として注目を集
め始めたばかりのプラスチック製品の卸売業
として創業。当初より数多くの製品を取り
扱ってまいりました。「家庭用品事業」「産業
資材事業」という２つの主力事業で、多様な
ニーズに合わせた幅広い商品を提案していま
す。物流システムを導入し、正確・迅速な商
品提供のほか、円滑なコミュニケーションで

海外からの調達にもスムーズに対応可能、グ
ローバルな物流が強みです。
　2008年には「NET販売事業」に進出し、
ヒメプラならではの多彩な品ぞろえと、豊富
な経験、機動力でお客さまからのダイレクト
なご要望やこだわりにも対応。多くのお客さ
まにご好評いただいております。

社員だけでなく、パートの方との仲も良く、「何でも話せる」「聞いても
らえる」アットホームな社風が自慢です。各種懇親会やボウリング大会・
バーベキューなどでは、社員の家族も参加し、和気あいあいと大いに盛
り上がります。

■設立（創業）／1955年
■資本金／5,940万円
■売上高／101億円
　（2022年2月期）
■従業員数／193名
■平均年齢／47.0歳
■業態／卸売業

竹田 樹奈
総務人事課

企業データ

多様なニーズに徹底対応。幅広い商品を提案します

公式サイト

㈱ヒメプラ
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地元高校生へのメッセージ

ほうずみぎやー

㈱寳角ギヤー

安全に作業するための機械に使われる歯車を製造

〒671-0254 姫路市花田町勅旨426-1
TEL.079-253-0713

　当社は歯車を製造する会社です。当社製品
の歯車をみなさんが目にされることはあまり
ありません。例えば、建設現場などにあるショ
ベルカーやフォークリフト、農作業に使われ

る農業機械など、働く人がより働きやすく、
より安全に作業するための機械に、私たちの
作る歯車は使われています。

2018年に100周年を迎え、これを節目に、新たな取り組みを始めてい
ます。大きな会社ではありませんが、モノづくりに興味のある方、ぜひ、
私たちと一緒に次の100年に向かって働いてみませんか？

■設立（創業）／1956年
　（創業1918年）
■資本金／3,000万円
■売上高／28億5,900万円
　（2022年３月期）
■従業員数／93名
■平均年齢／45.4歳
■業態／製造業

寳角 雅之
代表取締役社長

企業データ

安全に作業するための機械に使われる歯車を製造

公式サイト

㈱寳角ギヤー
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地元高校生へのメッセージ

まねきしょくひん

まねき食品㈱

まねきのえきそば

〒670-0947 姫路市北条953
TEL.079-224-0255

　創業明治21年、翌年姫路駅にてわが国で
最初に経木の折箱に入れた「幕の内駅弁」を
販売し、昭和19年にお客様を「おまねきする」
という意味から「まねき食品株式会社」を設
立しました。昭和24年には「まねきのえき
そば」を販売開始し、70年を超えて「姫路
のソウルフード」としてご愛顧いただいてい
ます。

　現在は、鉄道の駅だけではなく、大阪の百
貨店や兵庫・奈良の高速道路のパーキングエ
リア等にも出店し、全国にはECサイトを構
築し、ネット販売に注力し、販路を拡大して
います。
　また、コロナ禍においては、同業他社とコ
ラボした駅弁を開発して話題になり、多くの
方々に喜んでいただいています。

創業135年の会社です。老舗企業と言われますが、常に新しいことにチャ
レンジしています。一緒にチャレンジして新しい歴史を作りましょう！

■設立（創業）／1944年
■資本金／6,700万円
■売上高／24億1,000万円
　（2021年8月期）
■従業員数／450名
■平均年齢／51.5歳
■業態／製造業

平井 良樹
管理統括部 部長

企業データ

「まねきのえきそば」が姫路のソウルフードに

公式サイト

まねき食品㈱
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やまとこうぎょうぐるーぷ（やまとこうぎょう、やまとすちーる、やまときどうせいぞう）

大和工業グループ［大和工業㈱、ヤマトスチール㈱、大和軌道製造㈱］

〒671-1192 姫路市大津区吉美380番地
TEL.079-273-1064

　大和工業グループは、電炉メーカーとして
いち早く海外展開に取り組み、現在では世界
7カ国で事業を展開する独立系資本の国際電
炉メーカーです。
　鉄の再資源化、省エネルギーの製造過程に
より環境にやさしいモノづくりを推進するこ
とでサーキュラーエコノミーを実践し、サス
ティナブルな社会の実現に貢献しています。

【事業概要】
　グループの中核となるヤマトスチール㈱で
は、鉄スクラップを原料にH形鋼などの建築
用鋼材や大型船舶用の船体ブロックを製造し
ています。
　大和軌道製造㈱では、鉄道の駅や車庫で使
用される分岐器や新幹線の地震対策品である
脱線防止ガードなどを製造しています。

大和工業グループの製品は、東京スカイツリーや新国立競技場などの大
型建築物から、駅前のビルや立体駐車場、鉄道インフラとなり、社会の
屋台骨となっています。私たちと地元姫路から社会を支える「鉄」のプ
ロフェッショナルを目指しませんか。

■設立（創業）／1944年
■資本金／79億9,669万円
■売上高／1,500億円
　（2022年3月期）
■従業員数／約4,300名
　（関連グループ会社含む）
■平均年齢／39.9歳
　（国内グループ会社平均）
■業態／鉄鋼業

大和工業グループ 人事部

企業データ

鉄で未来を　未来の鉄を

公式サイト

大和工業グループ［大和工業㈱、ヤマトスチール㈱、大和軌道製造㈱］
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旅館の伝統を継承しながら、時代に合わせたサービスを

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄187
TEL.079-336-1000

　私たちは開業以来お客様の期待に応えられ
るよう約60年にわたり旅館サービスを提供
してきました。お客様の満足はもちろんス
タッフの能力を充分に発揮できるよう「やっ
てみたい！」という提案や相談もしやすい関
係づくりをし、年齢・役職関係なく発言しや
すい職場にしています。またお客様へは様々
な場面でおもてなしできるのでやりがいを感

じます。
　現在は西播磨に5つの旅館を運営してお
り、開業当初からのおもてなしを継承しなが
ら地域の特性に合わせた旅館づくりを心掛け
ています。近年はお客様のニーズも多様化し
ており、それに応えるため一部客室をコンセ
プトルームに改装しお客様により良い体験を
していただけるよう日々進化し続けています。

「奉仕とおもてなしの最高峰を目指そう」をスローガンに、お客様の大
切な一日を最高な滞在になるよう追求していくのが私たちのお仕事で
す。年齢を超えて仲がいい職場です。スタッフ一同皆様をお待ちしてお
ります。

■設立（創業）／1963年
■資本金／3,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／230名
■平均年齢／40.4歳
■業態／旅館業

吉井 康貴
社長室 室長

企業データ

地域の特性やお客様ニーズに合わせた旅館づくり

ゆめのい（さんこうしょうじ）

夢乃井［㈲三晃商事］
公式サイト

夢乃井［㈲三晃商事］
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