
地元高校生へのメッセージ

こうようきかいさんぎょう にしわきこうじょう

光洋機械産業㈱ 西脇工場

西脇工場（第一・第二） 2005年6月移転操業

〒677-0039 西脇市上比延町1339-1
TEL.0795-25-0700

　建設機械の総合メーカーとして、おかげさ
まで2020年に設立70周年を迎えることがで
きました。70周年を迎えた節目の年に新し
い経営理念を策定し、「安全で価値のある製
品サービスづくり」、「環境配慮と社会貢献」、

「社内の人材活用と育成」の分野で価値向上

を目指していきます。
　生産拠点である西脇工場では、最新設備の
導入による生産性・品質向上を目指し、人々
の暮らしづくりを支える企業として貢献でき
るように活動していきます。

新しい環境で緊張や未来への不安があると思います。上司や先輩には気兼ね
をしてしまうかもしれません。KYCは半年間の新入社員研修などをしっか
り準備してくれていますので、会社のことをよく知り、先輩との距離を縮め
ていきましょう。人や社会への貢献のため、私たちと一緒に働きませんか。

■設立（創業）／1950年
■資本金／5億円
■売上高／146億2,258万円
　（2021年3月期）
■従業員数／134名
　（会社全体373名）
■平均年齢／39.7歳
■業態／製造業

林 航輝
西脇工場 第二製造部 大型グループ 大型製缶チーム

企業データ

「人」にやさしく　「現場」に応える

公式サイト

光洋機械産業㈱ 西脇工場

西
脇
市
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地元高校生へのメッセージ

オンリーワン技術でグローバルに活躍しています

〒675-2102 加西市中野町1665
TEL.0790-49-0360

　当社は、兵庫県加西市においてトランス
ミッションなど自動車を動かすうえで欠かせ
ない『重要保安部品』を製造している自動車
部品メーカーです。
　『鍛造』という金属を熱して加工する技術
を扱っており、業界内ではトップクラスの生
産高を誇っています。オンリーワンの画期的
な方法で生み出される高品質な製品は、日本

の主要自動車メーカー各社に高く評価され、
国内の全メーカーで当社の部品が使われてい
ます。
　近年は、新分野への進出（機械加工、熱処
理）・新工場建設・海外進出（中国）等で事
業を拡大しており、全社員が一丸となって挑
戦を繰り返しています。

当社では先輩社員や上司が丁寧に指導し育成をしており、皆さんの先輩
方も活躍しております。また、新入社員のサポート体制を作り、職場全
体で支援を行っております。当社の企業スローガンである「勇気ある挑
戦」に共感をもっていただける方の応募をお待ちしております。

■設立（創業）／1974年
■資本金／1億円
■売上高／175億835万円
　（2020年3月期）
■従業員数／502名
■平均年齢／35.0歳
■業態／輸送用機械器具製造業

小谷 正博
代表取締役社長

兵庫県立地支援企業

企業データ

オンリーワンの技術で国内全自動車メーカーに採用

こたに

㈱コタニ
公式サイト

㈱コタニ

加
西
市

77



地元高校生へのメッセージ

これつねせいこう

是常精工㈱

総合事務所・加西南第一工場（加西南産業団地内）

〒675-2113 加西市網引町2001-44
TEL.0790-49-3232

　工事現場で活躍するショベルは、油圧の力
で動いています。是常精工は1969年、当時
まだ珍しかったNC（数値制御）工作機械を
いち早く導入し創業しました。以来、常に最
先端の技術と設備を取り入れながら、人の体
にたとえるなら、筋肉にあたる油圧シリン
ダー、心臓にあたる油圧ポンプ、減速機など
を主に製造しています。設計開発部門も自社

で設け、設計から製造まで一貫生産できる体
制を構築しています。
　小型から大型まで幅広いラインアップを取
り揃え、開発力や品質の高さは大手建機メー
カーから高い評価を得ています。ベトナムに
も製造拠点を構え、グローバルに事業展開す
るなど、新たなフィールドに挑戦し続けてい
ます。

コロナ禍における就職活動は大変だと思いますが、これを乗り切ること
で大きな自信につながります。弊社も過去様々な変化に柔軟な対応をす
ることで、ピンチをチャンスに変えてきました。逆境をバネとし共に明
るい未来を切り開いていきましょう。

■設立（創業）／1969年
■資本金／5,000万円
■売上高／52億円
　（2021年3月期）
■従業員数／214名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

是常 晃司
代表取締役社長

兵庫県立地支援企業

企業データ

〜高機能・高性能・高品質〜油圧機器製造における世界水準へのこだわり

公式サイト

是常精工㈱

加
西
市
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地元高校生へのメッセージ

本社社屋

〒673-1424 加東市中古瀬35-1
TEL.0795-42-2059

　当社は北播磨・加古川・神戸・姫路地域を
中心に営業展開している電気設備資材の商社
です。パナソニック・三菱電機・日立製作所
などの大手メーカーをはじめ、多数のメー
カーの代理店や特約店で、AI・IoTを駆使し
た最先端の商品から、照明器具、空調機器、
電気配線材等、多岐にわたる商品の取り扱い

をしております。「顧客・仕入先・弊社 三者
が共に喜び合え、地域社会に貢献出来る会社」
をモットーに社員の幸せはもとより顧客・仕
入れ先とのつながり、人と人との絆、心のつ
ながりを大切にする地域密着型の会社を目指
しています。

私は経理総務として、PCと向き合う毎日ですが、それ以上に人と向き
合える職場です。人とのつながりが強く、お互いに助け合い、お客様と
も気取らない付き合いをさせていただいています。こんなアットホーム
な雰囲気の中であなたの力、活かしてみませんか？

■設立（創業）／1958年
■資本金／1,000万円
■売上高／38億2,500万円
　（2021年1月期）
■従業員数／65名
■平均年齢／40.0歳
■業態／電設資材卸売業

戸田
経理課

企業データ

絆、つながりを大切にし、地域社会に貢献

さんわでんきしょうかい

㈱三和電気商会
公式サイト

㈱三和電気商会

加
東
市
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地元高校生へのメッセージ

しばたこうぎょう

シバタ工業㈱

安全・防災・環境に貢献する製品です

〒674-0082 明石市魚住町中尾1058番地
TEL.078-946-1515

　シバタ工業は1923（大正12）年に神戸で
スタートし、もうすぐ100周年を迎える企業
です。ゴムの靴や、海・陸で使う土木資材、
物流や精密機械で使うものなど、幅広い製品
を長年製造し続けています。当社の製品に共
通するのは、どれも「安全・防災・環境」に
貢献する「人を守る」製品であること。長い
歴史の中で培ったゴムのように柔らかな“発

想力”と、ゴムと異素材を融合させる高い
“技術力”によって開発された当社の製品は、
私たちの安全な生活を支えています。これか
らも阪神・淡路大震災を経験した企業として

「For a Smile!」を合言葉とし、製品の開発
を続け、明石から世界へと活躍のフィールド
を広げていきます。

当社の製品は、普段なかなか目にすることはありませんが目立たないと
ころで世の中の役に立っています。他社がまねできないものや世界で
トップシェアのものだったり、実は結構すごいかも！あなたも一緒にシ
バタで頑張ってみませんか？

■設立（創業）／1923年
■資本金／9,700万円
■売上高／133億円
　（2021年5月期）
■従業員数／355名
■平均年齢／39.0歳
■業態／ゴム製品製造業

藤本 雄大
総務人事課　採用担当

企業データ

「安全・防災・環境」に貢献する製品を世界へ

公式サイト

シバタ工業㈱

明
石
市
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地元高校生へのメッセージ

播磨第二工場（2015年10月建設）

〒675-0155 加古郡播磨町新島41番地
TEL.079-435-0888

　当社は、町中で見かける大手建設機械メー
カーのクレーン車やショベルカーの主要部品
を、鉄板一枚から穴を開けるなどの加工や溶
接をして作るものづくりの会社です。
　また、大手製鉄メーカーで使用している機
械のメンテナンス等も行っており、本社工場
と播磨第二工場の２工場で操業しています。

　また、子会社が２社あり、国内では、数社
しか認められていないクレーン等の法定検査
を行う「シマブンクレーン検査」、海外では、
中国浙江省において、油圧ショベルの部品他
を製作している「杭州島文機械有限公司」が
あります。

専門的な知識/経験がない方でも入社後の研修により、溶接作業や工作
機械を操作することができます。また、ソフトボール大会や家族を迎え
た工場見学会などのイベントを催しており、雰囲気の良い活気ある職場
です。

■設立（創業）／1968年
■資本金／1,080万円
■売上高／66億9,702万円
　（2020年9月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／39.9歳
■業態／建設機械部品製造業

志賀 智昭
総務部　副部長

企業データ

建設機械の部品を設計から組み立てまで一貫で

しまぶんえんじにありんぐ

シマブンエンジニアリング㈱
公式サイト

シマブンエンジニアリング㈱

播
磨
町
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地元高校生へのメッセージ

しょうわじゅうたく

昭和住宅㈱

ショールーム「IKOI」

〒675-0101 加古川市平岡町新在家117
TEL.079-423-0050

　地域密着経営で顧客満足をいかに高めるか
に取り組んでおります。
　分譲住宅、注文住宅、分譲マンションの三
本柱に加え、輸入住宅、賃貸マンション、リ
フォーム等、あらゆるお客様からのニーズに

お応えできる体制をとっています。
　“あたたかい住まい”を提供するには、働
く社員同士のコミュニケーションが大切とい
う考え方から働きやすい職場環境も魅力で
す。

創業以来、加古川・姫路において地域密着型でお客様の夢のマイホーム
を建築してまいりました。
お客様の喜び・満足・安心、それが私たちの喜びです。ともにお客様の
夢を実現していきましょう！！！

■設立（創業）／1957年
■資本金／2億円
■売上高／159億8,100万円
　（2020年9月期）
■従業員数／188名
■平均年齢／37.6歳
■業態／住宅販売建設業

大内 政人・森崎 飛香里・山本 瑠里
総務部 採用担当

企業データ

“あたたかい住まい”は働きやすい職場環境から

公式サイト

昭和住宅㈱

加
古
川
市
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地元高校生へのメッセージ

お客様に愛される製品づくりを続けていきます。

〒673-0444 三木市別所町東這田722-47
TEL.0794-82-3232

　1923年の創業以来、間もなく100周年を
迎えようとしています。一貫して木工用ドリ
ルの製造・販売を行ってきました。最新鋭の
機械設備と、高度な職人の技術を掛け合わせ
て作り出す「鋭い切れ味」と「耐久性」で、
プロの大工さんからDIYユーザーの方まで、
広くご利用いただいています。これからも挑
戦する心を忘れずに、木工用ドリルの革新に

努めます。
　社内の雰囲気は非常にフレンドリーな会社
で、社員旅行や運動会などの社内行事も社員
全員で楽しんでいます。仕事中はしっかりと
集中して仕事をし、休憩中やオフの時には和
気あいあいと過ごすことのできる、そんな会
社です。

より良い製品をお客様にお届けするために、全社員が一丸となって仕事
をしています。頼りになる先輩や上司のアドバイスのおかげで、一年目
から日々成長できる職場です。私たちと一緒に業界No.1の仕事をしま
しょう！

■設立（創業）／1943年
　（創業1923年）
■資本金／4,760万円
■売上高／23億8,400万円
　（2021年7月期）
■従業員数／148名
■平均年齢／45.3歳
■業態／製造業

礒田 英登・小山 章雅
生産3課5班　　 2課4班

企業データ

木工用ドリルのトップ企業、28カ国に供給

すたーえむ

㈱スターエム
公式サイト

㈱スターエム

三
木
市
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せいこーかこうき

セイコー化工機㈱

明石本社・本社工場

〒674-0093 明石市二見町南二見15番地3
TEL.078-944-1840

　当社は、地球環境の保全をサポートする産
業用の機械を製造しています。スマートフォ
ンに欠かすことのできない液晶や、半導体製
造などのIT分野で、当社の製品が活躍してお
り、それ以外に、食品や医薬品、金属、化学
プラントなど幅広い分野で使用されていま
す。また、民間企業のみならず、下水道等イ
ンフラ分野で国や地方公共団体にも、納入実

績があります。製品は３種類あり、酸やアル
カリの薬液を安全に運ぶポンプ、有害なガス
を安全に運ぶ送風機と、ガスを浄化して大気
汚染を防ぐ装置を製造しています。いずれも、
プラスチックがさびや腐食に強いという性質
を活かしており、ものづくり一筋の実績の積
み重ねで、お客様から信頼を得ています。

社歴は60年を超えますが、現在の明石本社・本社工場は、2015年に竣
工し、清潔で快適な環境で働くことができます。気さくで頼もしい先輩
のもと、製造部門を中心に若い社員が多数在籍して活躍しています。

■設立（創業）／1956年
■資本金／1億円
■売上高／69億3,400万円
　（2021年3月期）
■従業員数／188名
■平均年齢／39.6歳
■業態／製造業

井上
経営管理部 人事担当マネージャ

企業データ

幅広い分野で産業用機械を製造

公式サイト

セイコー化工機㈱

明
石
市
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社屋

〒675-1371 小野市黒川町16番地
TEL.0794-63-1111

　センコーは『人と空間の素敵な関係作り』
を願い、マットやラグを中心に、バス・トイ
レ用品、スリッパ、インテリア雑貨など、暮
らしと密接に関係する商品を取り扱っていま
す。
　オフィシャルライセンスを取得しているブ

ランド商品に加え、オリジナリティーあふれ
るハウスブランド商品も多数取り揃えてお
り、百貨店、専門店、量販店、通販など全国
各地の小売店をはじめ、ネットショップを通
じてお届けしております。
URL：https://senko-int.co.jp

いかにハイテクを駆使したところで、柔軟な発想や思考力、バイタリティ
が無ければよい商品を生み出すことは出来ません。企業の７、８割が人
材で決まるといえます。社内に満ちているヤル気をバネに人材育成に意
を注いでいきます。

■設立（創業）／1951年
■資本金／9,750万円
■売上高／非公開
■従業員数／38名
■平均年齢／51.2歳
■業態／製造業

長谷川 幸治
代表取締役社長

企業データ

暮らしと密接に関わる各種家庭雑貨を作っています

せんこー

センコー㈱
公式サイト

センコー㈱

小
野
市
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