
地元高校生へのメッセージ

おおさかふじこうぎょう

大阪富士工業㈱

2020年3月で創立65周年を迎えました

〒660-0811 尼崎市常光寺1-9-1
TEL.06-6487-1865

　創業以来、大手鉄鋼メーカー（日本製鉄株
式会社、JFEスチール株式会社、株式会社神
戸製鋼所）のパートナー企業として生産工程
を担い、全国に８つの支店を構えております。
　また、国内にある５つの自社工場では、肉
盛溶接や溶射といった独自の技術を用いて製
品の加工を行っており、お客様の多種多様な
ニーズにお応えしております。現在の取引先

は、鉄鋼メーカーにとどまらず、電機・重工・
製紙・IT関連企業など多方面に進出しており
ます。
　創業者から受け継がれている『常に誠実で
あれ』という言葉を胸に、従業員一同、“時
代とともに成長する企業”を目指しておりま
す。

JR尼崎駅南口から大阪方面へ歩いて10分のところに本社があります。
現場の技術の高さと人を大切にする社風にひかれて入社を決めました。
ものづくりに興味がある人はぜひ工場見学に来て、雰囲気を体感してく
ださい。

■設立（創業）／1955年
■資本金／9,447万円
■売上高／223億円
　（2021年3月期）
■従業員数／2,358名
■平均年齢／41.5歳
■業態／金属加工業

坂井 靖彦
尼崎工場 工場長

企業データ

『常に誠実であれ』を胸に、独自技術を磨く 

公式サイト

大阪富士工業㈱

尼
崎
市
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地元高校生へのメッセージ

大関の本社工場です

〒663-8227 西宮市今津出在家町4-9
TEL.0798-32-2011

　大関は1711年（正徳元年）から310年以上、
西宮・今津の地で日本酒造りを続けています。
ユネスコ無形文化遺産の和食とともに日本酒
の価値は海外で高まっており、大関は国内だ
けでなく海外へ向けても商品展開を行ってい
ます。
　また、長い歴史の中で培った技術と知恵を

活かし、近年では日本酒にとどまらず、食品
や化粧品など酒造りの技術を活かしたモノ作
りを行い、総合食品メーカーとして日々開発
に取り組んでいます。先人たちより継承され
てきた魁

さきがけ

精神を重んじ、“楽しい暮らしの大
関”を企業理念に掲げ、人々の日々の暮らし
に寄り添う企業を目指しています。

大関は魁精神が旺盛で、他社に先駆けた行動意欲を大切にしたいと考え
ています。そのため、若いうちから新しい仕事に挑戦したい、自分のア
イデアを活かして仕事がしたい等、熱い思いを持って仕事ができる環境
が整っています。明るく活発な皆さんのご応募お待ちしております。

■設立（創業）／1935年
　（創業1711年）
■資本金／1億円
■売上高／129億2,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／377名
■平均年齢／44.3歳
■業態／清酒製造業

三原 朋佳
総務人事部人事教育グループ

企業データ

酒造りの技術を活かした「モノ作り」を目指して

おおぜき

大関㈱
公式サイト

大関㈱

西
宮
市
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かないじゅうようこうぎょう

金井重要工業㈱

当社の製品と製造機械

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-2-9
 TEL.06-6346-1471

　128年続いている繊維機器と不織布の製造
メーカーです。繊維機器とは糸や衣服を作る
機械または部品のことで、日本の紡績業を支
えるまさに「重要」な部品を創業から作り続
けています。不織布とはその名の通り織らな
い布でタワシやビルの空調で使用されるフィ

ルタなどがあります。
　また、弊社の遊休地を利用した不動産・飲
食事業も行っております。グループ企業の中
には有馬温泉の老舗旅館・古泉閣やトクセン
工業があります。

あまり聞きなれない社名かもしれませんが、120年以上続く老舗メー
カーで伊丹という地元から日本国内はもちろん世界各国に向けて活躍す
る製品を作り続けています。日々モノづくりのプライドを胸に働いてい
ます！

■設立（創業）／1894年
■資本金／4億6,700万円
■売上高／43億7,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／255名
■平均年齢／43.9歳
■業態／製造業

山本 隼也
不織布事業部 製造グループ

企業データ

128年続く、繊維機器と不織布メーカー

公式サイト

金井重要工業㈱

伊
丹
市
（
大
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市
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ミクロン単位の作業風景

〒666-0121 川西市平野1-5-13
TEL.072-793-2351

　当社は1946年に創業し、主に大手農機具
メーカー様の関連会社向け工作機械を製造し
ておりました。現在は工作機械に付属する備
品で「先端取替式回転センター」を開発、国
内外で特許を取得する事によりグローバルな
精密機械器具メーカーとなりました。先端が
交換できるメリットを利用して、今までにな
い製品やお客様のニーズに対応した製品を造

る事により、低コスト、効率化にも成功して
います。
　今までは男性が主に働く場所とされており
ましたが、現在は女性も働きやすい環境整備
や効率のよい生産方式を取り入れ、女性なら
ではの多彩なアイデアが生まれる事により新
製品の開発が加速しております。

社訓に「名を惜しむ、誠の武士の心意気」とあり、自分より相手の事を
考え、自分には「心やさしく」「意志をしっかり持って」「常に前向きな
気持ち」が重要だとする、自分自身に誇りを持てる会社です。創業100
年に向けて一緒に成長しましょう。

■設立（創業）／1946年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／24名
■平均年齢／32.5歳
■業態／精密機械器具製造業

片原 勲
代表取締役会長

成長期待企業

企業データ

女性ならではのアイデア生かし、製品開発を加速

かぶとこうぎょう

カブト工業㈱
公式サイト

カブト工業㈱

川
西
市
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からたにこうむてん

㈱柄谷工務店

「難波の梅小学校改築工事」建築竣工物件

〒660-0873 尼崎市玄番南之町4番地
TEL.06-6415-2812

　昭和21年創立以来、お客様との信頼関係
を大切に「誠心・堅実」をモットーに、数多
くの建設事業を通じて地域社会に貢献してま
いりました。この間、建築・土木の事業分野
にとどまることなく、鉄工エンジニアリン
グ・デンマークハウス・倉庫物流・不動産事

業など関連する様々な分野に挑戦し、今日の
「KARATANIグループ」へと成長してきまし
た。
　これからも「“IF”から“TRY”に」のスロー
ガンのもと、チャレンジ精神で変革の時代を
乗り切っていきます。

昔から建築物が好きで、建物が建つ過程に興味を持つようになりました。
図面を読み取り、職人さんと協力してひとつの建物を創るのが私たちの
仕事。１年や２年かけて完成した建物を、お客様に引き渡した時のやり
がいは最高です。

■設立（創業）／1946年
■資本金／3億8,580万円
■売上高／119億2,142万円
　（2020年9月期）
■従業員数／107名
■平均年齢／44.7歳
■業態／総合建設業

山田 耕平
建築部 建築施工管理職

企業データ

建築・土木にとどまらず様々な事業分野に挑戦

公式サイト

㈱柄谷工務店

尼
崎
市
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本社管理棟：太陽光発電を壁に施工して省エネ

〒660-0053 尼崎市南七松町2-9-7
TEL.06-6419-7121

　関西化学は溶剤の回収、精製に使われる蒸
留・蒸発・抽出・晶析などの技術を用いた分
離精製プラントや酵母・酵素・アルコール生
産などのバイオプラントを中心に事業展開し
ているプラント・エンジニアリングメーカー
です。プラントの設計、製作、施工、試運転
まで一貫して行っています。プラントの効率
を上げるために、お客様のニーズにマッチし

た装置やシステムを多数開発してきました。
例として、高性能蒸留塔（リフトトレイやチェ
ンジトレイ）、溶剤回収で高い省エネ効果を
発揮するウォールウェッター、WWムートン
などがあります。これらは化学工学会学会賞
や分離技術賞、発明大賞、科学技術庁長官表
彰などを受賞しています。

工場向けの装置・プラントを設計製作する会社で、顧客のニーズを解決
するシステムや装置を開発しています。縁の下の力持ちとしてシンプル
そして確かな技術で世界に貢献でき、やりがいのある仕事と思っていま
す。関西化学で一緒に頑張りましょう。

■設立（創業）／1948年
■資本金／4,400万円
■売上高／27億800万円
　（2021年6月期）
■従業員数／63名
■平均年齢／45.0歳
■業態／一般機械製造業

野田 秀夫
代表取締役社長

企業データ

技術指向型のプラント・エンジニアリングメーカー

かんさいかがくきかいせいさく

関西化学機械製作㈱
公式サイト

関西化学機械製作㈱

尼
崎
市
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かんざきこうきゅうこうきせいさくしょ

㈱神崎高級工機製作所（ヤンマーグループ）

JR猪名寺駅から徒歩5分の場所にある本社ビル

〒661-0981 尼崎市猪名寺2丁目18-1
TEL.06-6494-6703

　エンジン、農業機械を主軸に建設、エネル
ギーなど、様々な事業を展開している国内大
手企業ヤンマー。そのヤンマーグループの一
員として、トランスミッションなどの「動力
を伝える」製品を開発・製造しているのが私
たち、神崎高級工機製作所です。
　1947年の創業以来、歯車仕上げ機や縦型

旋盤などを中心とした工作機械も開発。世界
の自動車業界のニーズに応える“工作機械
メーカー”としての一面も持っています。
　基本的に尼崎本社での勤務となるため、兵
庫県で働き続けたい方や生まれ育った土地に
恩返しをしたい方にはぴったりの会社です。

神崎高級工機製作所は、ヤンマーグループの中核企業として「他社に真
ま

似
ね

できない技術」にチャレンジし続け、国内外のお客様に選ばれ続けて
まいりました。元気いっぱい、まじめにこつこつ頑張ってくれる方、お
待ちしています。

■設立（創業）／1947年
■資本金／4,800万円
■売上高／505億円
　（2020年度）
■従業員数／646名
■平均年齢／43.2歳
■業態／製造業

金澤 隆幸
経営統括部 人事労務グループ 採用担当

企業データ

ヤンマーグループの一翼を担って

公式サイト

㈱神崎高級工機製作所（ヤンマーグループ）

尼
崎
市
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若手社員も多数活躍中です！

〒663-8142 西宮市鳴尾浜2丁目1番26号
TEL.0798-61-1983

　当グループの原点は、高度成長期の日本社
会が直面したごみ問題を解決するために手が
けた廃棄物処理事業です。その後、約60年
にわたりリサイクル、リユース、清掃、おか
たづけなど、その時代の抱える社会的課題を
解決することで事業を展開してまいりまし
た。
　2015年度にはホールディングス体制に移

行し、「グッドホールディングスグループ」
として（株）リヴァックス、（株）リリーフ、
（株）ダイキョウクリーン、（株）大栄、（株）大
協の６社体制となりました。
　今後も既存事業とのシナジー効果が期待で
きる事業創造も視野に入れ、成長してまいり
ます。

環境や社会貢献につながるお仕事にご興味がある方や、地元の兵庫県西
宮市・伊丹市で腰を据えて働きたい方はまずはご連絡いただければと思
います！営業職・事務職・現場職など、募集は多岐にわたります。ご連
絡お待ちしております！

■設立（創業）／1960年
■資本金／9,200万円
■売上高／37億7,100万円
　（2021年3月期）
■従業員数／266名
■平均年齢／39.0歳
■業態／環境総合サービス業

平井 里美
取締役

企業データ

時代の抱える「社会課題」を解決することで日本の環境ビジネスの変革を目指す

ぐっどほーるでぃんぐす

グッドホールディングス㈱
公式サイト

グッドホールディングス㈱

西
宮
市
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こうなんでんき

甲南電機㈱

商品開発は、皆で試作品を評価

〒663-8133 西宮市上田東町4番97号
TEL.0798-40-6600

　私たちの会社は、1940年の創業以来、空
気圧・油圧をベースとした流体制御技術を用
いて、工場や生産設備の自動化、省力化機器
を製造・販売しています。
　長年にわたり日本国内の電力・製鉄・製紙・

機械産業など基幹産業をはじめ、あらゆる「も
のづくり」現場の発展を支えるとともに、世
界の生産プラントや製造設備でその信頼性を
実証し続けています。

昭和17年、西宮市上鳴尾に最初の工場を建設以来、軸足（本社・本社工場）
は西宮市においてきました。舞台を日本国中そして世界に広げてきまし
たが、生まれ育った西宮市を大切にしています。地元出身の先輩方も多
く活躍しています。

■設立（創業）／1940年
■資本金／4億7,900万円
■売上高／50億9,900万円
　（2020年8月期）
■従業員数／180名
■平均年齢／48.7歳
■業態／一般機械器具製造業

宮内 壽一
代表取締役会長（CEO）

企業データ

流体制御技術でものづくりの現場を支える

公式サイト

甲南電機㈱

西
宮
市
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西宮本社社屋

〒663-8225 西宮市今津西浜町2番60号
TEL.0798-35-1331

　株式会社小西印刷所は、1926年（大正15
年）創業の西宮市に本社を構える総合印刷会
社です。90年以上の歴史と信頼で、印刷物
のみならずIT関連でも関西圏だけでなく東京
圏でも幅広く社会に貢献しています。
　2020年10月にジャスダック上場企業であ

る株式会社日本創発グループと資本業務提携
を締結しました。グループ会社との連携によ
るさらなる広がりと先進の印刷・情報テクノ
ロジーを構築した企画・提案から印刷・製本・
物流までの“ワンストップサービス体制”で
ビジネスを展開していきます。

「お客様のお役に立つ」をモットーに企画・制作・印刷だけではなく、
Web・システム構築などさまざまなニーズにお応えしています。企業
の成長には若い方々の行動力、創造力が必要です。創業100年に向けて
共に成長していきましょう。

■設立（創業）／1926年
■資本金／6,050万円
■売上高／非公開
■従業員数／97名
■平均年齢／45.5歳
■業態／印刷業

村上 則行
生産部 部長

企業データ

「老舗刷新」を掲げる総合印刷会社

こにしいんさつしょ

㈱小西印刷所
公式サイト

㈱小西印刷所

西
宮
市
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