
地元高校生へのメッセージ

のせでんてつ

能勢電鉄㈱

平野駅〜一の鳥居駅間を走行する7200系車両

〒666-0121 川西市平野一丁目35番2号
TEL.072-792-7200

　当社は1908年に能勢妙見宮への参詣者と
能勢地方の産物の輸送を目的に創立した鉄道
会社です。阪急宝塚線と接続する川西能勢口
駅を起点に「妙見線」と「日生線」の2路線
を運行しており、川西市中心部と、ベッドタ
ウンや緑豊かな地域とを南北に結びます。社
内の発案から、「風鈴電車」等の装飾電車も
運行しています。

　また、兼業として、賃貸事業、貸農園事業
や、妙見山の中腹に位置する「妙見の森」で
ケーブルやリフト、バーベキューテラス等の
営業を行っています。
　大阪都市圏の近郊に位置しながらも、沿線
は自然環境に恵まれており、川西市最北部の
黒川地区は「にほんの里100選」に選ばれて
います。

公共性を意識し、地域に根ざした仕事をしたい方、好奇心旺盛で、チャ
レンジスピリットのある方、人とのコミュニケーションが好きな方を求
めています。

■設立（創業）／1908年
■資本金／1億円
■売上高／30億8,148万円
　（2021年3月期）
■従業員数／116名
■平均年齢／44.4歳
■業態／鉄道業

余野 昇一
総務部 総務人事課 総務人事係長

企業データ

はじまりを、のせて

公式サイト

能勢電鉄㈱

川
西
市
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地元高校生へのメッセージ

エコガラス（複層ガラス）生産：空港第１工場

〒664-0831 伊丹市北伊丹7丁目79番地
TEL.072-784-2506

　創業以来、強化ガラス・建築用ガラスへの
需要に的確に応えるため、製品品質と機能向
上に注力してまいりました。強化ガラスドア
国内シェアNo.1企業として、人と環境に配
慮した高機能性に加え、高い安全性と次の世
代につなげるエコロジーな製品作りに取り組
んでおります。
　安全ガラス（強化ガラス、合わせガラス）、

エコガラス（複層ガラス）の総合メーカーと
して、社会とお客様と共存、共栄する企業で
あり続けたいと考えております。
　また、2020年10月には経済産業省より「地
域未来牽

けんいん

引企業」に選定され、地域経済の中
心的な担い手として、さらなる飛躍を目指し
てまいります。

会社と共に成長したいという、前向きな意欲のある方には、最適な環境
がそろっていると思います。共に挑戦し、喜びを分かち合える仲間を求
めています。活気ある職場を一緒につくりましょう。

■設立（創業）／1970年
■資本金／2億120万円
■売上高／43億1,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／220名
■平均年齢／42.5歳
■業態／安全ガラス製造業

下岡 正典
専務取締役

企業データ

強化ガラスドアにおいて国内シェアNo.1

はーどぐらすこうぎょう

ハードグラス工業㈱
公式サイト

ハードグラス工業㈱
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地元高校生へのメッセージ

はいれっくすこーぽれーしょん

㈱ハイレックスコーポレーション

この仕事を通じて社会に貢献できる立派な人を

〒665-0845 宝塚市栄町1-12-28
TEL.0797-85-2500

　当社では世界を市場に自動車等の各種ケー
ブルや医療器具の開発・製造・販売を行って
います。コントロールケーブル一筋に心血を
注いだかいもあり、業界ではNo.1のシェア
を誇り、国内だけではなく、海外のメーカー

にも評価されています。今後の事業は、次世
代の車にも使っていただける電気・電子部品
と一緒になった製品や、できるだけ人に負担
をかけない痛みの少ない医療機器製品を世界
に発信していくことに力を入れています。

『この仕事を通じて社会に貢献する』『この仕事を通じて立派な人を作る』とい
う創業以来貫いてきた理念があります。守備範囲を決めずに自分の能力より大
きな仕事や責任に立ち向かうこと。失敗してもトライする気持ちを大切に。こ
の2つが、働くということや夢をかなえるための大事な姿勢だと思います。

■設立（創業）／1946年
■資本金／56億5,700万円
■売上高／1957億8,400万円
　（2020年10月期）
■従業員数／995名
■平均年齢／41.7歳
■業態／輸送機器製造業

寺浦 太郎
代表取締役社長

企業データ

コントロールケーブル一筋に心血を注ぐ

公式サイト

㈱ハイレックスコーポレーション
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日本最大級の特殊大型印刷機が活躍！

〒664-0831 伊丹市北伊丹6-44-5
TEL.072-782-6501

　創業から110年以上、商品を安全かつ適正
に包む『運ぶための箱』を提案してきました。
一般的なダンボールケースだけでなく、車の
ドアやエンジンを包む大型で高強度の重量物
用ダンボールケースまで幅広く提案している

ボックスメーカーです。
　近年は、“ハコ作り”のノウハウを物流に
も活かし、『“ハコ”から“ハコブ”を変える』
をモットーに製造から出荷まで一貫した物流
サービスをお客様に提供しています。

高校を卒業して10年以上が経ち、今では大型印刷機の操作や指導を任
されています。日々いろんなことに挑戦できる社風だと思います。ぜ
ひ、当社で皆さんの個性を活かして、様々なことにチャレンジしてくだ
さい！

■設立（創業）／1909年
■資本金／4,800万円
■売上高／20億6,100万円
　（2021年3月期）
■従業員数／115名
■平均年齢／43.5歳
■業態／製造業

寺西
製造部 リーダー

企業データ

一般段ボールおよび特殊強化段ボールを加工、販売

ぱっく・みずたに

パック・ミズタニ㈱
公式サイト

パック・ミズタニ㈱
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地元高校生へのメッセージ

はまもとじぇねらるこーぽれーしょん

㈱濱本ジェネラルコーポレーション

次の100年に向け既に踏み出しています

〒660-0874 尼崎市西本町3丁目1番地
TEL.06-6412-2161

　当社は、1913年の創業以来、日本製鉄株
式会社関西製鉄所（尼崎地区）構内において、
世界のエネルギー産業を支える高級シームレ
ス鋼管（火力発電・原子力発電・油

ゆ

井
せい

開発用
等）の製造を加工・輸送・土木工事・設備保
全といった各現場において多角的かつ包括的
に支えています。
　社員は『明るく・楽しく・前向きに』を合

言葉に「安全第一」を実践しながら働いてい
ます。風通しのよい風土があります。向上心
を持って活気ある会社で働きたいという方は
ぜひ一度見学に来てください。
＜事業内容＞▽生産部門・・・金属加工、検
査、梱包▽物流部門・・・構内運搬、構外輸
送、出荷▽建設部門・・・土木工事、工場建
屋補修、設備メンテナンス

『明るく・楽しく・前向きに』をモットーに、日々の仕事に励んでいま
す。上司や先輩方も優しく丁寧に教えてくれます。みなさんが入社した
際には僕がサポートいたしますので、ぜひHAMAMOTOで一緒に働き
ましょう！

■設立（創業）／1913年
■資本金／5,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／256名
■平均年齢／39.7歳
■業態／鉄鋼業

原 那武（2019年入社）
物流部 軌道車室

企業データ

風通しがよく活気ある会社で働きませんか

公式サイト

㈱濱本ジェネラルコーポレーション
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シーフードを主に取り扱う冷凍食品メーカーです

〒662-0977 西宮市神楽町12-19
TEL.0798-36-1101

　当社は、世界中の農水産品を自社工場で加
工し、シーフードミックスやイカリングフラ
イなど魚介を中心とした冷凍食品を皆様に提
供しています。単においしいだけではなく、
安全・安心できる新鮮な商品作りにこだわり、
徹底した品質管理体制の工場で生産していま
す。

　また、『皆様に必要とされる企業』を目指し、
地域社会の一員としてスポーツチームの公式
スポンサーなど、社会貢献活動にも積極的に
取り組んでいます。これからも、簡単・便利
でおいしい冷凍食品で皆様の食卓に笑顔をお
届けいたします。

阪神低温は水産物や農産物を使った冷凍食品を作っている食品メーカー
です。皆さんも一度はスーパーでご覧になられたり食べられたことがあ
るかもしれません。食を通じて社会に貢献したい方にはやりがいを実感
できる職場です。

■設立（創業）／1967年
■資本金／7,900万円
■売上高／123億3,837万円
　（2021年3月期）[グループ計]
■従業員数／250名（グループ計）
■平均年齢／45.5歳
■業態／食品製造業

重本 尚樹
経営企画室 総務人事課 係長

企業データ

世界中の農水産品を加工した冷凍食品を提供

はんしんていおん

阪神低温㈱
公式サイト

阪神低温㈱
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地元高校生へのメッセージ

ぴかそびかがくけんきゅうしょ こすめぱーくこうべべい

㈱ピカソ美化学研究所 コスメパーク神戸ベイ

西宮浜の工場には、およそ300人のスタッフがいます

〒662-0934 西宮市西宮浜3丁目9番1号
TEL.0798-38-7752

　当社は創業86年と歴史のある、化粧品の
ODMメーカーです。ODMとは、取引先企
業のブランド商品を当社がゼロから企画提案
し製造することです。社名こそ表には出ませ
んが、店頭販売や通信販売を問わず、誰もが
知る有名化粧品を数多く手がけており、実は
業界では知名度・シェアともに抜群の経団連
加盟企業です。

　2020年は新型コロナウイルス対策として、
当社のアルコールハンドジェルを兵庫県や西
宮市などに寄贈しました。そこから口コミが
広まり、様々なブランドメーカー様とのコラ
ボが実現。コロナ禍においても前年よりも売
り上げを伸ばしている安定性のある会社で
す。

化粧品とは、みんなに笑顔や元気を与えるものだと思います。地元の先
輩は男女問わず非常に多く、仲のいいアットホームな会社です。コロナ
禍で現在は自粛中ですが、夏祭りや社員旅行等、趣向を凝らして社内イ
ベントも実施しています。

■設立（創業）／1948年
　（創業1935年）
■資本金／8,000万円
■売上高／112億4,000万円
　（2020年3月期）
■従業員数／415名
■平均年齢／41.9歳
■業態／製造業

柴田 浩年
管理本部 総務課

企業データ

誰もが知る有名化粧品を数多く手がけています

公式サイト

㈱ピカソ美化学研究所 コスメパーク神戸ベイ
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市
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福助グループの店舗ロゴ

〒669-1535 三田市南が丘1-51-2
TEL.079-560-2525

　１店舗の屋台からはじまった福助グルー
プは、現在、三田市内を中心に、和食４店、
居酒屋３店、定食系２店、ラーメン店13店、
焼肉店１店、イタリアン１店、仕出しセンター
１店、カラオケ１店を運営しています。また、
グループに農業法人を持ち、自社農園にて酒
米や野菜作りもしています。「食を通じて周
囲の全ての人々に笑顔を提供する」を理念に

し、四季折々のお料理を提供しています。
　スタッフには充実した研修制度を設け、独
立支援制度も整備。どのようなキャリア展開
を望む方にも会社として応援する体制を整え
ています。創業27年目ですが、まだまだ若さ、
チャレンジ精神を忘れずに、新しいことに貪
欲に取り組み、地域に「おもしろい」を提供
できる企業を目指します。

ラーメン店のアルバイトでしたが和食の職人をしたくなって、グループ店の
和食店に異動しました。でもやはりラーメンがいいと思い直して、今の職場
に異動しました。自分の気持ちに寄り添ってくれる会社や先輩で良かったで
す。皆さんも一生懸命になれるものをあれこれ試しながら見つけてください。

■設立（創業）／1995年
■資本金／2,700万円
　（グループ計）
■売上高／非公開
■従業員数／400名
（グループ計：パート・アルバイ
ト含む）

■平均年齢／32.0歳
■業態／飲食業

小川 竜生
味噌らーめん専門店 麺場 田所商店 三田店

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

企業データ

和食店、居酒屋、ラーメン店など26店を展開

ふくすけ（ふくすけぐるーぷ）

㈲福助（福助グループ）
公式サイト

㈲福助（福助グループ）

三
田
市
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ふじ・でーた・しすてむ

㈱フジ・データ・システム

本社屋上　集合写真

〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目21番14号
TEL.06-6401-1211

　創業40年を超える当社は、システムの黎
明期から積み重ねた制御・組み込み系の多数
の開発実績による豊富なノウハウと技術力、
品質の高さで、多くのお取引先様と長年の信
頼関係を構築しています。同時に、従来のソ
フトウェア開発企業の枠組みにとらわれるこ
となく、様々なメーカーとコラボレーション
を通し、多様なニーズに応えていくことがで

きるソリューション提供型企業として日々成
長しています。
　また、人材育成には特に力を入れています。
先輩・上司に質問しやすいチーム制、克服し
たい・伸ばしたい技術への研修制度も充実。
技術を明確に目標と設定することで、意欲的
な技術力向上とモチベーションの維持につな
げています。

「人」の成長なくして、「企業」の成長なし。
『創造と挑戦』をモットーとする当社では、社員が単なる技術者にとど
まることなく、お客様のお困りごとを解決提案できる幅広い技術と能力
を身につけた技術者として、活躍・成長しています。

■設立（創業）／1978年
■資本金／4,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／37名
■平均年齢／45.0歳
■業態／ソフトウェア業

藤嶋 純子
代表取締役社長

成長期待企業

企業データ

人材育成に注力、研修制度も充実

公式サイト

㈱フジ・データ・システム
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アットホームながら活気あふれる職場です

〒662-8580 西宮市芦原町9番52号
TEL.0798-63-1168

　私たちは1990年５月に古野電気株式会
社（東証一部上場）の全額出資により、コン
ピュータシステムとソフトウエア開発のスペ
シャリスト集団の会社として誕生しました。
　これまで私たちは、最新の技術にチャレン
ジし、高度なシステムやソフトウエアの開発
を行ってまいりました。そして、開発したソ

フトウエアは様々な製品に組み込まれ、世界
中の国々で利用されております。
　今後も、すべてのお客様から満足いただけ
るよう、品質、価格、納期に優れ、使う人の
立場に立った製品の提供を目指してまいりま
す。

私たちの開発したソフトウエアが様々な製品に組み込まれ、世界中の
人々のお役にたっていると考えると本当にワクワクします。皆さんが今
後どんな仕事に就くにせよ、夢中になって時間を忘れるような楽しい仕
事を選んでほしいです。

■設立（創業）／1990年
■資本金／3,000万円
■売上高／7億9,581万円
　（2021年2月期）
■従業員数／68名
■平均年齢／38.1歳
■業態／情報通信業

村越 英之
代表取締役社長

企業データ

最新技術で高度なシステムやソフトウエアを開発

ふるのそふてっく

㈱フルノソフテック
公式サイト

㈱フルノソフテック

西
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