北播磨ふるさと企業ガイド掲載事業所一覧
（西脇市）
No

（三木市）
事業所名

産業

No

事業所名

産業

1 （株）旭商会

油類小売・自動車整備

1 （福）一陽会・えびすの郷

介護サービス

2 伊丹産業(株) 西脇支店

卸売・小売業

2 （株）イトー

DIY関連商品製造・販売

3 （株）エンタコンサルタント

建設コンサルタント業

3 エスアールエンジニアリング（株）三木工場 金型交換システム製造

4 （株）オーナーばり

釣具・釣針製造・販売

4 （株）エムクライム

自動車販売・鈑金塗装

5 （株）ｏｚａｗａ

繊維商社、携帯端末販売

5 （株）大島

精密板金加工品製造業

6 GAMAKATSU PTE LTD

釣具・釣針製造・販売

6 （株）岡田金属工業所

金属製品製造

7 （株）けんじフードサービス

飲食フランチャイジー

7 （株）カネシカ

機械刃物製造

8 光洋機械産業（株）

建設・プラント機械製造・販売

8 関西クラシックゴルフ倶楽部

ゴルフ場運営

介護サービス

9 （株）基陽

安全保護具製造卸

9

社会福祉法人向陽福祉会
特別養護老人ホーム向陽苑

10 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

ゴルフ場運営

10 近畿工業（株）

産業機械製造

11 （株）斎藤商店

繊維商社

11 近畿防蝕（株）

金属表面処理

12 株式会社さとう

総合小売業

12 （株）小山金属工業所

金属製品製造

13 島田製織(株)

織物卸売業

13 三陽金属（株）

機械刃物製造

14 （株）新緑

介護サービス

14 （福）秀楽会

介護サービス

15 （福）正峰会

介護サービス

15 （福）寿光会 ・ りんどうの里

介護サービス

16 （医）正峰会・大山記念病院

医療

16 （株）スターエム

各種木工用ドリルの製造・販売

17 銭屋電機（株）

電気工事

17 大栄環境（株）三木リサイクルセンター

環境ソリューション

18 （株）大栄螺旋工業

金属製品製造

18 （株）太平洋クラブ六甲コース

ゴルフ場運営

19 （株）タイネクサス

自動車金属部品・水中ポンプ製造

19 （株）トップマン

工具・DIY用品等製造・販売

20 （株）ダイレクト

広告・デザイン

20 （株）中橋製作所

機械刃物製造・販売

21 竹内鉄工（株）

金属加工

21 NESTA RESORT KOBE

サービス業

22 東播染工（株）

織物企画・製造販売

22 野澤産業（株）

工具・輸入雑貨卸売

23 西脇ライナー（株）

物流アウトソーシング

23 （株）ハヤブサ

釣具・釣針製造・販売

24 西脇ロイヤルホテル（株）

宿泊・宴会・レストラン

24 藤原産業(株)

卸売業

25 日清ヨーク㈱関西工場

ヨーグルト飲料製造

25 古野電気（株）三木工場

船舶用電子機器製造

26 日本観光旅行センター（有）

各種旅行企画・販売

26 プレテック（株）三木工場

金型・金属部品製造

27 （株）パインレークゴルフクラブ

ゴルフ場運営

27 （福）まなの会・カトレア三木

介護サービス

28 播州織工業協同組合

織物各種加工

28 三木工業材料（株）

鋼材卸売
介護サービス

29

介護サービス

29 （福）三木市社会福祉協議会

30 （株）公商

インテリア・繊維製品製造・販売

30 三木セブンハンドレッド倶楽部

ゴルフ場運営

31 （株）福電 西脇工場

特殊電線・補償導線・熱電対・耐熱電線製造販売

31 三木ネツレン（株）

作業工具製造

32 （株）ブレイン

コンピューターソフト制作

32 ミナトパックス（株）

紙加工品製造

33 （株）丸萬

繊維商社

33 （株）ミヤナガ

穴あけ工具の製造・販売

34 （福）みぎわ会

介護サービス

34 (福）優和福祉会

35 （株）ユタックス

繊維製品製造

35 （福）吉川福祉会・さざんかの郷

社会福祉法人日野の郷特別養護老人ホーム楽寿園

36 （株）ヨシデン

電気工事

37 和以貴建設（株）

建築設計・施工、鉄骨設計製造

36 （株）ラスコジャパン

介護サービス
介護サービス
吊橋、木橋、デッキなどの設
計施工等

（小野市）
No

（加西市）
事業所名

産業

No

事業所名

産業

1 iCOM技研（株）

制御システム設計施工、板金加工

28 BX新生精機（株）

シャッター等開閉機製造

2 市場工業（株）

油圧金属部品製造

29 兵庫産業（株）

プラスチック製品製造

3 （株）カコテクノス

車両制御機器製造

30 兵庫みらい農業協同組合

農業協同組合

4 （株）神菱

自動車用ダイカスト部品製造

31 （株）フクダクラフト

インテリア・家具製品製造・販売

5 (株)共振牧場浄谷工場

牛乳・乳製品製造・販売

32 前川洋裁工房（株）

婦人服製造

6 キンボシ（株）

園芸用機械卸売

33 ヨドプレ（株）

木造住宅プレカット加工・販売

7 神戸合成（株）

化学製品製造・販売

34 株式会社ライズアップ

厨房機器販売

8 （株）こみなみ

介護サービス

35 （株）ライズアップ

厨房機器販売

9 山陽利器（株）

機械刃物製造業

36 ルートインジャパン（株）

宿泊・宴会・レストラン

10 センコー（株）

バス・トイレタリー製品製造・販売 （加東市）

11 （株）田村組

総合建設業

12 トクセン工業(株)

金属製品製造業

No

事業所名

1 アスカカンパニー（株）

産業
プラスチック製品製造

13 （株）フジタ精米人

米卸

2 （株）稲坂歯車製作所

各種歯車設計・製造

14 松阪興産（株）兵庫工場

建設資材製造

3 （株）ウインブルヤマグチ

動力付運搬車設計・製造

15 （株）ヤマソロ ＢＩＧバリュー

家具・インテリア製品販売

4 （株）大西コルク工業所

発泡スチロール製造・販売

16 （株）ユーエム工業

鋸の製造及び卸売業

5 （株）グランドオークゴルフクラブ

ゴルフ場運営

（加西市）
No

事業所名

産業

6 東条湖リゾート（公友不動産（株））

ホテル・ゴルフ場・遊園地

7 三恵観光（株）サンロイヤルゴルフクラブ

ゴルフ場運営

1 伊東電機（株）

モータローラ等搬送関連機器製造

8 三和機工（株）

基礎工事機械製造

（有）ウェルビー
2
小規模多機能施設なの花かさい

介護サービス

9 大虎運輸(株)ひょうご東条営業所

一般貨物運送

3 植田石油（株）

石油製品販売

10 （株）土肥富

釣針・釣具製造・販売

4 (株)HER

理化学分析業

11 ハットリ（株）平木事業所

窯業原料の採掘、加工、販売

5 （株）エイティロジテック

各種商品パッケージング

12 播州農機販売（株）

農機及び関連商品修理・販売

（福）円融会
6
特別養護老人ホーム第二サルビア荘

介護サービス

13 藤井電工（株）

安全器具、墜落防止装置製造

7 小田鉄工（株）

金属加工業

14 平和金属工業(株)兵庫事業所

金属製品製造業

8 （株）木下技研

精密金属部品製造

15 (株)ホンダ兵庫

ホンダ自動車ディーラー

9 （株）協和製作所

搬送機器設計・製造

16 （株）マルヤナギ小倉屋

食料品製造業

10 （福）健仁会

介護サービス

17 みのり農業協同組合

農業協同組合

11 （株）コタニ

自動車用鍛工品製造

18 （株）横山建設工業

12 是常精工（株）

油圧機器製造

13 （株）シカタ

オフィス用家具製造

一般建設・土木の設計・施工
日清紡マイクロデバイス（株）やしろ事業
19
半導体の開発・生産・販売
所
（多可町）

介護サービス

No

14

（医順心会
介護老人保健施設加西白寿苑

事業所名

産業

15 (株)シルバーロイ

非鉄金属製造・販売

1 （株）Ｉ．Ｓ．Ｔ．加美

機能性材料等開発製造

16 菅野包装資材（株）

包装フィルム製造・印刷・販売

2 加美電機（株）

電子部品・電子回路製造

17 （株）千石

電化製品製造・販売

3 クワムラ食品（株）

食品製造・販売

18 大王加工紙工業（株）

産業用包装資材製造

4 桑村繊維（株）

繊維商社

19 大洋金属（株）

搬送機器設計・製造

5 酒井精工（株）

切削工具製造・販売

20 トラストメデカル（株）

医療用検査機器開発製造販売

6 （福）千ケ峰会・ヘルシービラ加美

介護サービス

21 ナイトウメディックス（株）

調剤薬局、介護サービス

7 （株）ソーイング竹内

繊維製品製造・販売

22 仲田電機（株）

プラスチック製品製造

8 （株）総合グリーン

総合建築業

23 日本ジェット（株）

一般輸送用機械器具製造

9 多可染工(株)

染色業

24 浜本保険（株）

各種保険販売

10 （福）那珂の郷

介護サービス

25 播磨機械工業（株）

油圧シリンダ設計・製造

11 日藤ポリゴン（株）

工作機械・産業機械製造

26 ハリマ紙器印刷工業（株）

パッケージ企画・デザイン・印刷

12 日本ワヰコ（株）

ダイカストエンジン部品製造

27 パンチ工業（株）兵庫工場

プラスチック・プレス金型用部品製造

13 服部テキスタイル（株）

繊維製品製造・販売

14 （福）楽久園会

介護サービス

