
地元高校生へのメッセージ

ますかわこうき

枡川光輝㈱

工事現場で作業員全員で撮った写真です

〒666-0233 川辺郡猪名川町紫合字古津ヶ平152-2
TEL.072-766-0517

　枡川光輝(株)は地域密着だけでなく、阪神
間・大阪全域の範囲で、大手ゼネコンやハウ
スメーカー、県・市町村から地図に載るよう
な宅地造成工事や地域での河川工事や道路工
事、水道工事等の工事を請け負って事業を営
んでいる会社です。
　請負った工事は自社社員で施工を行ってお

り、事業主様や元請け様に喜んでいただける
ように、安心・安全で確実な施工を行ってい
ます。その成果で、仕事はいつも忙しくして
います。
　会社の雰囲気ですが、社員同士の仲が良く、
アットホームな感じです。

当社は先輩、後輩関係なく一丸となって仕事をしています。自分が育っ
た地域企業で、スキルアップに必要な資格を習得しながら働いてみませ
んか。頑張るあなたを会社は全力で応援していきます。

■設立（創業）／1976年
■資本金／3,000万円
■売上高／3億円
　（2021年5月期）
■従業員数／13名
■平均年齢／48.0歳
■業態／建設業

枡川 覚
代表取締役

企業データ

請け負った工事は自社社員で施工

公式サイト

枡川光輝㈱

猪
名
川
町
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地元高校生へのメッセージ

神崎サマンダ工場集合写真

〒665-0022 宝塚市野上2-6-14
TEL.0797-71-8585

　ケミカルスラリーポンプという少し特殊な
ポンプを製作している会社です。
　皆さんの身の回りにある様々な製品（スマ
ホ、ゲーム、自動車、たばこのフィルム等）
を作るための工場で、なくてはならないけれ
ど、目立たない、縁の下の力持ちのような機
械を作っています。

　会社はアットホームで和気あいあいとし
た、学校の延長のような雰囲気です。
　ワークライフバランスもきっちり確保でき
ますので、仕事の後に皆さんそれぞれの好き
なことができるというところも魅力的な会社
です。

社内で鋳造～試運転まで行っているケミカルスラリーポンプメーカーは
弊社だけです。ものづくりが好きな方にとっては、色々な作業を勉強で
きる非常に魅力的な会社です。特に鋳造は女性の私でも虜になる面白い
工程です。

■設立（創業）／1947年
　（創業1916年）
■資本金／4,950万円
■売上高／14億4,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／58名
■平均年齢／45.6歳
■業態／製造業

松田 侑子
取締役

平成26年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
ユースエール認定企業

企業データ

特殊溶液運ぶポンプで産業を下支え

まつだぽんぷせいさくしょ

㈱松田ポンプ製作所
公式サイト

㈱松田ポンプ製作所

宝
塚
市
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地元高校生へのメッセージ

みつわ

㈱ミツワ

本社屋

〒666-0024 川西市久代2丁目2-1
TEL.072-759-4424

　当社は創業以来、地域社会に密着した企業
としてライフラインであるLPガスをはじめ、
石油関連、自動車関連事業、携帯通信事業や
リフォーム事業、カフェ事業、ヘルスケア事
業などを展開しています。

　また、経済産業省から地域未来牽
けんいん

引企業に
選定されました。これからも一人ひとりのラ
イフスタイルに寄り添いながら生活総合サー
ビス企業として、お客様に新しい価値提供を
し続けられるよう努力していきます。

当社は生活にかかわる商品やサービスを通じ地域と共に成長できる会社
を目指しています。また、多事業展開しており、入社後は様々なキャリ
アステップで自己成長できる環境があります。ぜひ一度当社を見に来て
ください。

■設立（創業）／1960年
　（創業1953年）
■資本金／4,800万円
■売上高／76億600万円
　（2020年6月期）
■従業員数／265名
■平均年齢／40.5歳
■業態／小売・卸売業

尾㟢 康昭
執行役員 総務人事部長

企業データ

地域に密着した生活総合サービス企業

公式サイト

㈱ミツワ

川
西
市
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地元高校生へのメッセージ

環境と調和の新空間を創造する技術者集団

〒665-0022 宝塚市野上1丁目2番34号（宮本ビル）
TEL.0797-71-0431（代）

　㈱宮本工務設計事務所HDの、建築設計部門
と補償分析部門の全てを㈱宮本設計に、土木設
計部門と測量設計部門の全てを㈱アアク設計に
移行。伝統と実績全てを分社し引き継ぎさし、
関連会社を含む５社からなる綜合設計事務所で
住宅設計から公共建物・教育施設・福祉施設等
の設計、測量設計から街づくり設計まで幅広く
専門組織として地域社会に貢献し、おかげさま

で官公庁・民間等多方面の方々にご愛顧いただ
き感謝しております。また、阪神・淡路大震災
に際し、被災地内にある当事務所半世紀の作品

（大型物件約1000件）においては、ほとんど被
害はありませんでした。CAD（約50ライン）
のパイオニア（３次元）A I に向かって努力中
です。最近の代表作品：新名神高速道路宝塚北
SA・大阪高等学校

76年に及び①技術・研修（社会研修・海外研修）②信用（無借金）③
地域貢献これら３つを柱に歴史を刻み、世の中で人の役に立つ実績を積
んでまいりました。好奇心のある若者には創造する喜びを持ち、将来、
世の中に喜んでもらえる職業を見つける努力をしてほしいです。

■設立（創業）／1946年
■資本金／4,900万円
　（グループΣ）
■売上高／約9億円
　（2020年8月期）（グループΣ）
■従業員数／約50余名
　（グループΣ）
■平均年齢／47.0歳
■業態／建築設計・土木設計
　（技術サービス業）

宮本 博司（建築家・宝塚商工会議所名誉会頭）
代表取締役（グループ代表）

企業データ

住宅から街づくりまで設計で社会に貢献する

みやもとこうむせっけいじむしょほーるでぃんぐす

㈱宮本 工務 設計事務所HD
公式サイト

㈱宮本工務設計事務所HD

宝
塚
市
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地元高校生へのメッセージ

もりたえこのす

㈱モリタエコノス

オーダーメイドに対応する高効率な生産ライン

〒669-1339 三田市テクノパーク28番地
TEL.079-568-1711

　当社はバキュームカーと呼ばれる衛生車な
らびにごみ収集を行う塵

じんかいしゃ

芥車、その他介護福
祉車両等、環境保全車両の開発・製造・販売
を手がける特装車メーカーです。
　日々街で活躍するバキュームカーや塵芥車
は、使用していただく地域の特性やユーザー
の方の要望を反映して1台1台オーダーメイ
ドで作られています。

　創業以来70年以上にわたり、環境保全車
両メーカーとして培ってきた技術力と独自の
開発力で「人と街と環境にやさしい循環型社
会」へのチャレンジを続けてきました。
　これからも私たちモリタエコノスは、衛生
車・塵芥車・特装車・訪問入浴車など様々な
分野で地球環境保全と、安全で美しい社会づ
くりに取り組みます。

入社４年目を迎え、まだまだ学ぶことの多い日々を過ごしています。職
場の上司や先輩のサポートが手厚く、毎日、仕事を通じて成長を実感し
ています。モノづくりが好きな人に魅力的な職場ですよ。

■設立（創業）／1948年
■資本金／4億円
■売上高／非公開
■従業員数／237名
■平均年齢／42.5歳
■業態／特殊車両製造業

中村 健太
生産本部 本社工場 製造部 生産一課

企業データ

新たな“地球環境技術”で環境保全車両を製造

公式サイト

㈱モリタエコノス

三
田
市
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地元高校生へのメッセージ

工場内の作業風景です

〒669-1339 三田市テクノパーク32番地
TEL.079-568-7171

　総合防災企業㈱モリタホールディングスの
グループ会社です。主な業務内容は消防はし
ご車をメインとする消防車両のメンテナンス
やアフターサービスおよび制御装置の製造販
売です。
　また、国際商品部では、ドイツの消防はし

ご車および海外製品の輸入販売もしておりま
す。
　心をこめたモノづくりと、絶えざる技術革
新によって『安全で住みよい豊かな社会』に
貢献することを企業理念とし、日々業務に奮
闘しております。

2019年４月に入社しました石川咲です。女性初の技能職ですが、社員
が働きやすいような環境作りが徹底されていると感じます。会社の雰囲
気は、アットホームで明るく活気のある職場です。また、社会貢献度の
高い仕事内容ですので、とてもやりがいがあります。

■設立（創業）／1997年
■資本金／1億円
■売上高／非公開
■従業員数／134名
■平均年齢／42.1歳
■業態／修理・サービス業

石川 咲
整備調達課 整備

企業データ

総合防災企業モリタHDのグループ会社

もりたてくのす

㈱モリタテクノス
公式サイト

㈱モリタテクノス

三
田
市
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地元高校生へのメッセージ

よどがわかこういんさつ

淀川加工印刷㈱

社外運動会に参加した社員

〒660-0834 尼崎市北初島町16-6
TEL.06-6488-2451

　当社の特徴は、ガラス張り経営、大家族主
義です。大手製パンメーカー等、食品メーカー
様がお客様であり、食品包装用フィルムの印
刷・加工を行っております。毎月の売上・営
業利益を全社員に公開し、各部署ごとの仕事
の成果が時間当たり付加価値として掲示され
ます。全員経営で業績良好な場合は年2回の
賞与以外に決算賞与（夏期賞与にプラス支給）

が同額一律支給されます。ここ2年は連続し
て10万円支給となりました。全社員で幸福
を追及しており、社内には釣り倶楽部もあ
り、会社所有のプレジャーボートでの釣りや
クルージング、フットサル・野球等スポーツ
に興じる社員も多数在籍。社員同士の親睦を
深め、大家族経営で幸福を皆でつかみましょ
う。

お客様からご依頼いただいたデザインを忠実に製品に仕上げることが
我々のミッションです。上手に印刷できた時の達成感やスーパー・コン
ビニの棚に自分が印刷した製品を発見した時は、ものづくりの喜びを感
じる瞬間です。

■設立（創業）／1957年
■資本金／3,200万円
■売上高／24億4,698万円
　（2021年6月期）
■従業員数／105名
■平均年齢／38.8歳
■業態／印刷業

山下 太郎
製造部 印刷課

企業データ

自分がつくった製品をスーパーやコンビニに！

公式サイト

淀川加工印刷㈱

尼
崎
市

112



地元高校生へのメッセージ

サロンごとにテーマを変えて出店しています

〒659-0066 芦屋市大桝町4-15
TEL.0797-35-6678

　ashaは2002年にオーガニックを追求した
「髪・身体・地球環境に優しい」ヘアーサロ
ンとして芦屋にオープンいたしました。技術
に関しては似合わせのカット、カラーの技術
を世界的に認められ世界チャンピオンの称号
をいただきました。2016年には世界大会ア
ンダー 23歳部門において銅メダルを獲得い
たしました。その功績が認められ、たくさん

のお客様に喜んでいただけるお店づくりをし
ています。店舗は神戸本山に２号店をオープ
ンし、2016年に沖縄石垣島に３号店をオー
プンいたしましました。理美容業界の革命を
起こす存在でありたいと常に考え、新しいこ
とへのチャレンジスピリッツを大切にしてお
ります。

何事もチャレンジしないと大きなチャンスは巡ってきません。そして
チャレンジすることで自分自身が成長できます。いつでもチャレンジし
続けるハートを持っていて欲しいですね！それが生涯必ず未来を結びま
す。（写真は当社で活躍中の若手社員）

■設立（創業）／2002年
■資本金／300万円
■売上高／非公開
■従業員数／21名
■平均年齢／27.0歳
■業態／サービス業

下地 宏和
代表取締役社長

企業データ

理美容業界に革命を起こす存在でありたい

りえん あしゃ へあー そりゅーしょん

㈲Lien asha hair solution
公式サイト

㈲ Lien asha hair solution

芦
屋
市
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地元高校生へのメッセージ

ろっこうみそせいぞうしょ

㈲六甲味噌製造所

芦屋で味噌を造っています

〒659-0015 芦屋市楠町11番16号
TEL.0797-32-6111

　大正７年創業、芦屋の蔵で伝統の技を守り、
丁寧な味噌造りを続けています。地元で昔か
ら食べられている味を守り、地産地消の精神
から兵庫県産の米・大豆・塩の使用を進めて
います。
　味の一番の決め手である糀

こうじ

づくりは、細心
の注意を払い丁寧な作業で製造しておりま
す。味噌は発酵熟成の過程で様々な栄養成分

や酵母などが生成され、それらが複合的に働
いて健康効果の高い味噌になります。「バラ
ンスのよい食生活が、健康な心と体、そして
『生きる力』を身に付ける源になります。ぜ
ひ味噌汁を健康づくりに役立ててほしい」と
学校や幼稚園での食育活動ほか、味噌づくり
教室や味噌講座を展開し「味噌」についての
説明を積極的に行っています。

「おいしい味噌を食卓に届けたい」そんな思いで味噌を造っています。
時代に合った新しいものも積極的に取り入れて、日々の食卓が楽しくな
るような商品開発を心掛けています。

■設立（創業）／1950年
　（創業1918年）
■資本金／300万円
■売上高／1億8,000万円
　（2020年8月期）
■従業員数／17名
■平均年齢／47.0歳
■業態／味噌製造業

長谷川 照起
取締役

成長期待企業

企業データ

味噌は「生きる力」を身に付ける源

公式サイト

㈲六甲味噌製造所

芦
屋
市
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地元高校生へのメッセージ

自分の技術が力になる！ガラス作業のプロ！

〒650-0046 神戸市中央区港島中町5丁目1-1
TEL.078-242-1818

　自動車ガラスの交換という珍しい事業から始
めた会社。競合は少なく、兵庫県内の業界知名
度は圧倒的。
　取引先は大手メーカー車を扱う自動車ディー
ラーや中古車販売店、カー用品量販店や自動車
修理整備工場と、長年にわたり多くの依頼をい
ただいております。
　当社のような業種はあまり知られておらず、

自動車ガラスに特化した専門技術を持った当社
が取引先からの依頼で、出張作業でガラスの修
理や交換を行います。ガラスが割れた車は車検
にも通らず走行できないため、近年の在宅需要
で増加する物流が滞らないようにその一端も
担っています。
　10年、20年、30年と自動車業界で末永く生
き抜いていける力を当社で身に付けてください。

あまり知られていない会社ですが、技術を極めれば多くのお客様からの
依頼と期待に応えられるようになります。自分だけの技術を提供し、将
来は後輩育成や営業所を背負う会社から期待される社員を目指してくだ
さい。

■設立（創業）／1986年
■資本金／1,000万円
■売上高／9億4,000万円
　（2020年9月期）
■従業員数／76名
■平均年齢／35.6歳
■業態／小売・卸売業

西田 真基
総務部 課長

企業データ

わーるどせーふてぃぐらす（だぶる えす じー）

ワールドセーフティグラス㈱[ＷＳＧ]
公式サイト

ワールドセーフティグラス㈱[ＷＳＧ]

三
田
市
（
神
戸
市
）
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