
地元高校生へのメッセージ

まえじましょくひん

前島食品㈱

正面玄関 たべたろうが企業のロゴマーク

〒675-0054 加古川市米田町平津655
TEL.079-431-0017

　とろろ昆布やおやつ昆布、おやつわかめや
昆布茶、お惣菜など、主に昆布などの海藻類
を主原料にした商品の製造加工をしている会
社です。機械設備で生産されるものもありま
すが、手作業が多く、ひとつひとつ丹精込め
て伝統的な手作りの良さを活かした食品づく
りをしています。

　従業員の年齢も10代～ 60代と幅広く、女
性が７割以上を占め多く活躍されています。
企業精神は「共生」で、お客様に安全・安心
の食品をお届けし、おいしいなぁと笑顔に
なっていただけたらと願いを込めて、「広が
れおいしい笑顔」が弊社の企業スローガンに
なっています。

特に資格がいるということはありません。自分が成長したいと思ってい
る方、好奇心旺盛で前向きな方、人と話をするのが大好きな方、他人を
思いやれる方、前島チームの一員として一緒におもろい仕事しませんか。

■設立（創業）／1963年
　（創業1923年）
■資本金／4,200万円
■売上高／18億100万円
　（2021年7月期）
■従業員数／135名
■平均年齢／45.4歳
■業態／食品製造業

坂田 宏
総務部総務課 課長

企業データ

「広がれおいしい笑顔」をスローガンに女性が活躍

公式サイト

前島食品㈱

加
古
川
市
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地元高校生へのメッセージ

炭酸カルシウムの総合研究拠点「中央研究所」

〒674-0084 明石市魚住町西岡1455
TEL.078-942-2112

　90年以上の歴史を刻む炭酸カルシウムの
総合メーカーで、業界唯一の上場企業です。
炭酸カルシウムは、ゴム・製紙・プラスチッ
ク・接着剤・シーリング材・インク・食品・
電子部品材料・自動車部品材料等、私たちの
生活の様々な場面で使用される多くの製品の
機能を高めるために活用されています。石灰

石を原料とする炭酸カルシウムは安全で環境
にやさしく、今後さらなる用途の広がりが期
待できる素材です。あらゆる可能性を秘めた
炭酸カルシウムという素材の機能を最大限に
引き出し、人と社会に豊かさと快適さを提供
し続けていきたいと考えています。

私たちが製造する炭酸カルシウムは、先輩方の培ってきたノウハウによ
り、身の回りの物から最先端技術にまで活用される魅力ある製品です。
好奇心旺盛な若い皆さんも満足して働いていただけると思います。私た
ちと一緒に楽しく働きましょう。

■設立（創業）／1926年
■資本金／8億7,655万円
■売上高／100億5,400万円
　（2021年3月期）
■従業員数／216名
■平均年齢／43.8歳
■業態／化学工業

立石 明
本社工場製造 3 グループ グループリーダー

企業データ

炭酸カルシウムの可能性を最大限に引き出す

まるおかるしうむ

丸尾カルシウム㈱
公式サイト

丸尾カルシウム㈱

明
石
市
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地元高校生へのメッセージ

みずたせいさくしょ

㈱水田製作所

明石市硯町・INNOVATION OFFICE

〒673-0023 明石市西新町3丁目14番1号
TEL.078-923-0673

　1934年(昭和9年)に明石で創業し、経営理
念の一つでもある「お客様に信頼される企業
であること」をモットーに『電子・電気機器
に関する様々な要望にお応えできる製品づく
りを一貫して行う総合アセンブリ(組立)メー
カー』として、ゼロから作り上げるプロセス
に責任と情熱をもって取り組んでいます。
　時代とともに進化する技術やニーズをいち

早くキャッチし、独自の技術と先端素材を組
み合わせた複合材の開発、今までにない発想
で既存の技術を応用した製品の開発や、医療・
バイオ、建築、農業などの分野にも、独創的
なアイデアと「ものづくり」技術を融合させ、
時代にふさわしい価値を創造し、新たな技術
領域への挑戦を続けています。

2021年3月に本社機器工場、森友第二工場を新設しました。きれいな
新しい職場で一緒に「ものづくり」の楽しさを体験してみませんか？優
しい先輩が一から親切ていねいに教えます！みなさんとお会いできるの
を楽しみにしています♪

■設立（創業）／1934年
■資本金／1,000万円
■売上高／31億9,669万円
　（2020年12月期）
■従業員数／89名
■平均年齢／46.8歳
■業態／電気機械器具製造業

村田 亜衣
業務管理部・採用担当

企業データ

お客様の「こんなものを作りたい」を形に

公式サイト

㈱水田製作所

明
石
市
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地元高校生へのメッセージ

国内外へ洗浄機を送り出している明石本社です

〒674-0093 明石市二見町南二見10番2
TEL.078-944-3647

　森合精機は明石市にある日本一の産業用洗
浄機メーカーです。東京、愛知、福岡にも拠
点がありますが、全体の約8割の従業員が明
石市で勤務しています。洗浄機のほかには、
油圧機器、減速機、板金加工という技術力も
あり、自動車や建設機械、食品など、ありと
あらゆる産業を「縁の下の力持ち」として支

えています。実は！世の中で走っている車の
多くは、弊社の洗浄機を使用して生産された
部品を使用しています！また仕事以外におい
ては、社内イベントや社員旅行などを定期的
に開催し、社員同士のつながりを大切にして
います。「仕事」も「遊び」も全力で取り組
んでいる会社です！

「自分たちの会社は自分たちで守り、発展させる！」という理念のもと、
各社員ひとりひとりが、それぞれの持てる力を発揮し、働いています。
管理職との距離も近く、学びやすい環境があります。一緒に兵庫県を盛
り上げましょう！

■設立（創業）／1964年
　（創業1947年）
■資本金／9,666万円
■売上高／72億6,000万円
　（2021年1月期）
■従業員数／300名
■平均年齢／37.0歳
■業態／製造業

吉村 尚輝
社長室 主任（採用担当）

企業データ

世の中の「縁の下の力持ち」として

もりごうせいき

森合精機㈱
公式サイト

森合精機㈱

明
石
市
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地元高校生へのメッセージ

もりす

モリス㈱

モリスは女性に健康と笑顔をお届けしています！

〒676-0807 高砂市米田町島83-1
TEL.079-431-3515

　モリスは今年で創業88年を迎えます。「豊
かなコミュニティづくり」をテーマに、健康、
教育、ショッピングモールの分野で事業を展
開しています。
　全社員の95％を女性が占めています。「い
い会社をつくりましょう」を経営スローガン
として、『たくましさとやさしさ』の両立を
目指しています。

　女性だけの30分健康体操教室「カーブス」
のスタッフは、新型コロナウイルス感染予防
対策を徹底し、「免疫力を高めたい」「体重を
減らしたい」「山登りしたい」「孫たちと遊び
たい」など、お客様の願いを実現する健康づ
くりのお手伝いをしています。
　今後、40店舗、50店舗と地域に元気の輪
を広げていきます！

私たちが求めている人材は、“運動・健康・元気を広げる”ことが大切だと思っている
方。それぞれの思いをもって通って来られる会員の方々と、真正面から向き合い本気
で伴走して、励まして、夢の実現に関わっていく。
夢が叶ったときには、喜びを分かち合える。そんな貴

あなた

女と出会いたいと願っています。

■設立（創業）／1951年
　（創業1934年）
■資本金／5,000万円
■売上高／12億8,000万円
　（2021年3月期グループ全体）
■従業員数／132名
■平均年齢／29.9歳
■業態／健康・教育・サービス業

市川 義久
取締役社長

企業データ

コミュニケーション中心の仕事、サービス業なのに日祝休みです！

公式サイト

モリス㈱

高
砂
市
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地元高校生へのメッセージ

多くの若手社員が活躍しています

〒673-8688 明石市茶園場町5番22号
TEL.078-918-5504

　当社は、1920年の創業以来、自動車産業、
重工業、食品産業の産業用計量システム機器
を中心に、業務用・一般計量器まで多様な製
品を開発・製造する計量機器メーカーとして
発展を遂げ、2020年に創業100周年を迎え
ました。

　世界一の技術を常に目指した商品開発を行
い、これらの高い技術力により、産業用計量
機では、業界トップのシェアを保ち、幅広い
業界から絶大な信頼を得ています。海外展開
も積極的に行い、世界130カ国以上で当社の
計量システム機器が活躍しています。

「はかり」はモノの価値を決める基準であり、私たちの暮らしに大きな
影響をもっています。「はかり」をつくることは、グラムという単位、
つまり、基準を守ることです。責任と誇りを持って取り組める仕事です
よ！

■設立（創業）／1945年
　（創業1920年）
■資本金／4億9,700万円
■売上高／201億6,500万円
　（2021年3月期）
■従業員数／538名
■平均年齢／43.1歳
■業態／精密機械器具製造業

岡村 剛敏
取締役 管理本部長

企業データ

計量システム機器が世界130カ国以上で活躍

やまとせいこう

大和製衡㈱
公式サイト

大和製衡㈱

明
石
市
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地元高校生へのメッセージ

ゆたっくす

㈱ユタックス

2018年に新厚生棟を増築。2017年地域未来牽
けんいん

引企業に選定

〒677-0054 西脇市野村町201-1
TEL.0795-23-5511

　創業以来レディースインナー副資材メー
カーとしてまい進し、その間培った開発・技
術力をベースに、独自性のある商品開発に取
り組んできました。中でも縫製工程が不要の
無縫製の製品は、伸縮性のある生地が肌に
フィットして、着心地がいいと高い評価を得
ています。「生産の自動化」をポリシーとし、
自社内で量産設備を設計開発することで、効

率を追求した製造手法の確立と明確な商品の
差別化を実現しました。
　また、世界にもいち早く目を向け、現在海
外に4つの生産拠点、5つの販売拠点を設け
て事業フィールドを広げています。当社には
皆さんの力を発揮できる多様なフィールドが
あります。より良いものづくりを目指し、自
己の可能性を広げてください。

私にとって地元で働くこととは、自分や家族、友人がいる地元に貢献で
きるということです。そして、地元に貢献することによって、魅力ある
地元西脇市・北播磨がさらに活性化し、良さがアピールできれば嬉しい
です。

■設立（創業）／1967年
■資本金／9,000万円
■売上高／72億円
　（2021年3月期）
■従業員数／200名
■平均年齢／38.3歳
■業態／製造業

山下 康太
製造 / 開発グループ 資材製造

企業データ

社内で量産設備を設計開発し、最大限に効率を追求

公式サイト

㈱ユタックス

西
脇
市
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地元高校生へのメッセージ

あなたの街のあちこちで、いい仕事しています

〒673-1434 加東市東実105-260
TEL.0795-42-3854

　当社は建築・土木工事の設計・施工管理業
と建築鉄骨の製造業の２本柱で運営している
企業です。
　建築・土木工事部門では、近隣の学校や施
設など、市や県の公共工事を中心に、地域密
着型のゼネラル・コントラクターとして施工
を行っております。
　建築鉄骨製造部門では、建物の骨組みを図

面からワンストップで製作するファブリケー
ターとして、近畿圏の著名物件や大型物件を
手掛けています。
　創業から47年、身の丈経営を信条とし、
ゆっくりと、しかし着実に業績を伸ばし、規
模を広げてきました。独自のブランド力を持
ち、地域や社会、世の中の屋台骨を支える企
業をめざしています。

面接時の会社見学で入社を決めました。新卒として入社しましたが、親
身になって指導してくれるので、安心して知識を身につけることができ
ます。建築物に興味がある方、ものづくりがしたい方はぜひ一緒に頑張
りましょう。

■設立（創業）／1975年
■資本金／3,000万円
■売上高／18億5,400万円
　（2020年9月期）
■従業員数／59名
■平均年齢／38.7歳
■業態／建設・土木業、建築鉄骨

製造業、鋼構造物製造業

ディッサナヤカゲー・ギーツ・マヘーラ・アップハーミ
鉄工事業部 工務課

企業データ

身の丈経営を信条に地域や社会を支える企業をめざす

よこやまけんせつこうぎょう

㈱横山建設工業
公式サイト

㈱横山建設工業

加
東
市
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よどぷれ

ヨドプレ㈱

プレカット加工した木材です

〒675-2114 加西市田原町宮ノ谷3179-3
TEL.0790-49-1511

　当社は、木造住宅に欠かせない構造部材を
加工しているプレカット会社です。このコア
ビジネスに加え、住宅に必要な資材、設備な
どの販売や設計業務、建て方事業も手掛けて
おり、これは当社の強みでもあります。特に、
高度な知識を持つプロ集団と加工機の精度に

は定評があり、顧客から厚い信頼を獲得し、
年間約2,400棟以上の加工実績につながって
おります。兵庫県下では業界トップクラス企
業です。一緒に兵庫県の家づくりに貢献して
みませんか。

当社は、技術営業・ＣＡＤオペレータ・設計・機械オペレータ・建築事
業など様々な分野で活躍できる職種をご用意しております。未経験でも
先輩社員から丁寧に指導してもらえるので安心してください。

■設立（創業）／1990年
■資本金／4,500万円
■売上高／63億4,500万円
　（2021年3月期）
■従業員数／153名
■平均年齢／38.5歳
■業態／製造業

中植 花奈
管理本部 総務経理課

企業データ

年間2,400棟以上の構造部材を加工

公式サイト

ヨドプレ㈱

加
西
市

平成23年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

114



地元高校生へのメッセージ

当社施工実績 知床五湖遊歩道（北海道

〒673-0403 三木市末広3丁目25-25
TEL.0794-86-0081

　当社は、景観施設（吊橋、木橋、桟道、桟
橋、デッキ）の設計・施工を行っている企業
です。創業から今年で23年目。独自の技術
力で、これまでに複数の特許製品を生み出し
ており、和風木橋では、国内トップクラスの
実績を有するまでになりました。当社の簡易
基礎工法は、建設機械に頼らず、人力で施工
できることが最も大きな特徴であり、傾斜地

や湿地に建設される工作物の基礎に適してお
り、地盤面への掘削もないので、環境に優し
い工法ともいえます。施工実績としては、世
界遺産の知床国立公園をはじめ日本全国で採
用されるなど、国内のパイオニアとして圧倒
的な実績を残しています。
　今後も環境に優しい商品を提供し、独自の
技術でオンリーワン企業を目指します。

豊かな自然、風光明媚な景色、これらに調和する「道」を作っている会
社です。アイデア提案から設計業務、施工現場管理と自分が手掛ける「道」
の完成していく様を日々実感しながら仕事に取り組めることが当社での
大きなやりがいです。

■設立（創業）／2000年
■資本金／1,000万円
■売上高／20億7,122万円
　（2020年12月期）
■従業員数／43名
■平均年齢／41.9歳
■業態／建設業

泉澤 俊希
営業本部

企業データ

和風木橋の設計・施工では国内トップクラスの実績

らすこじゃぱん

㈱ラスコジャパン
公式サイト

㈱ラスコジャパン

三
木
市

成長期待企業
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