
地元高校生へのメッセージ

しーな

㈱シーナ

シーナ神戸大開ビル（サービス付高齢者向け住宅・デイサービス）

〒650-0027 神戸市中央区中町通2-1-18
JR神戸駅NKビル6階

TEL.078-362-0417

　㈱シーナの社是は「明日は祭り！」。介護
事業では有料老人ホームやサ付住宅、デイ
サービスでも自立した生活を目指しサービス
を提供しております。
　グループ会社の㈲システムプラネットは保
険請求システム（全国1,500社）の開発販売
から最新ICT機器までを取り扱い、介護業務

の効率化を目指しております。
　㈱アーチスタッフサービスでは実務者研修
の教室を開講（グループ内は無料受講）し、
教育と派遣事業を展開しております。
　グループ全体で地域に根差した新たなサー
ビスの研究開発を行ってまいります。

高校卒業と同時に入社しました。知識もスキルもない私に、丁寧に指導
してくださる、上長はじめ先輩に恵まれ、日々新たな発見がある楽しい
職場です。
少しでもご興味がある方は、ぜひお気軽に見学にお越しください。

■設立（創業）／2001年
■資本金／2,400万円
■売上高／10億円
　（2021年7月期）
■従業員数／100名
■平均年齢／42.8歳
■業態／介護保険事業

財津 心悠
翔月庵 加古川 介護スタッフ

企業データ

地域に根差したサービスを続々と展開

公式サイト

㈱シーナ

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

閑静な住宅地「六甲」に構える本社のエントランス

〒657-0051 神戸市灘区八幡町4丁目8番4号
TEL.078-881-1526

　創業以来99年、地元神戸の地で公共土木
工事を中心に事業を営んでいます。
　「ものづくりの魅力あふれる神戸の未来を
創る技術者を目指す！｣ を合言葉に、ものづ
くりの魅力を感じられる企業でありたいと
思っています。風水害の発生時には、行政か
ら要請を受け、緊急出動するなど社会貢献に
努め、縁の下の力持ちとして神戸の街を支え

る仕事をしています。
　また、神戸市優良工事表彰（市長表彰）の
連続受賞や、王子動物園の運営を支援する「動
物サポーター」に登録するなど地域貢献にも
努めています。
　これからも安心・安全で快適な街づくりの
一助となるよう取り組みを重ね、地域に根差
した企業でありたいと考えています。

土木工事は生活に欠かせないライフラインの整備など地域に根差した仕
事だと感じています。また、災害時にはいち早く現地に駆けつけて対応
する、使命感のある仕事でもあります。「ものづくりの魅力」を一緒に
感じていきましょう！

■設立（創業）／1923年
■資本金／4,960万円
■売上高／4億9,100万円
　（2021年6月期）
■従業員数／11名
■平均年齢／46.1歳
■業態／建設業

島田 武幸
代表取締役

企業データ

安心・安全で快適な街づくりの一助になりたい

しまだぐみ

㈱島田組
公式サイト

㈱島田組

灘
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地元高校生へのメッセージ

ちよだせいき

㈱千代田精機

神戸市長田区に構える本社ビル

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号
TEL.078-681-8844

　創業75年の高圧ガス制御機器メーカーで
す。弊社では、今、次世代エネルギーである
水素を制御する機器の開発を進め、水素社会
のインフラ実現に向け取り組んでいます。
　また、長く働ける環境作りにも力を入れて
います。半日有休制度やリフレッシュ休暇の
創設、野球部・フットサル部・筋トレ部・神

戸マラソン参加者への補助や、労働組合主催
の家族参加型イベントの実施など、社内コ
ミュニケーションを高めています。また、こ
の2年の間に5つの支店・営業所を移転・リ
ニューアルし、働きやすい職場作りを実現し
ました。当社は創業70年を超えていますが、
現在も成長を続けている会社です。

工業高校を卒業後に就職しました。入社初日から「頑張ろな！」や「高校ど
こなん？」など、たくさんの方に温かく歓迎していただきました。はじめは
不安や緊張があったけど、気さくで話しやすい方が多くとても早くなじめま
した。今では、働く楽しさを知り日々仕事を覚える意欲が増しています！

■設立（創業）／1946年
■資本金／7,128万円
■売上高／43億4,581万円
　（2021年7月期）
■従業員数／197名
■平均年齢／43.7歳
　（2021年8月現在）
■業態／製造業

佐々木 祐人
製造部 組立一課

企業データ

水素社会のインフラ実現を目指し

公式サイト

㈱千代田精機

長
田
区
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地元高校生へのメッセージ

経営計画発表会

〒651-1143 神戸市北区若葉台4-8-13
TEL.078-595-7650

　株式会社ディライトは1988年の創業より
「お店に関わる全ての人の楽しさを生み出す」
という理念のもと、神戸市内において焼肉店

「焼肉亭」および「肉の入江」の経営を行っ
ております 。
　神戸の街を「おいしい笑顔」でいっぱいに
したいという想いは、お店に足を運んでいた

だいたお客様に喜んでいただくということは
もちろん、そこで働くスタッフ全員も幸せに
なってはじめて実現するものであると考えて
います。笑顔と人とのコミュニケーションを
大切にし、共に成長していくのがディライト
のスタイルです。

お客様を幸せにする活動を通じて、自分の存在価値を明確にし、自信を
持って充実した毎日を過ごせる人間になることを大切にしています。仕
事もプライベートも充実できる会社です。

■設立（創業）／1988年
■資本金／1,000万円
■売上高／1億5,000万円
　（2021年7月期）
■従業員数／50名
■平均年齢／30.0歳
■業態／飲食業

入江 伸悟
代表取締役

企業データ

神戸を「おいしい笑顔」いっぱいの街に

でぃらいと

㈱ディライト
公式サイト

㈱ディライト

北
区
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地元高校生へのメッセージ

でじあらほーるでぃんぐす

㈱デジアラホールディングス

お庭のネットビジネスでお客様に「笑顔」を

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート10F

TEL.078-846-4401

　デジアラホールディングスは「エクステリア・
外構空間」の提供を通じて、日本全国のお庭に
ご家族の笑顔があふれる、そんな社会の創造を
目指しています。
　ウッドデッキ等をインターネットで提供する
業界No.1の「エクスショップ」事業。
　庭を創る<ガーデンメーカー＞を目指す
「ガーデンプラス」事業。

　…この2つの事業によって、理念の実現を目
指しています。
　「庭づくり」を通じて、「家族が憩い」「家族
の笑顔」が生まれる空間を提供していきたい。
そして、様々な表情の庭による「街並みづくり」
を実現していきたいと考えています。設立20
年を超え、デジアラグループは、「チャレンジ
精神」と「積極性」にあふれた仲間を募集します。

地元神戸で創業し、20年。100億円企業へと成長した当社は、個性豊
かな若い社員が活躍しています。仲間を思いやりながら、チーム一丸と
なって業務に取り組むのが当社の社風です。一緒に試行錯誤しながら成
長しあえる方を募集しています。

■設立（創業）／2000年
■資本金／9,946万円
■売上高／122億6,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／198名
■平均年齢／31.0歳
■業態／商社（エクステリア）業

宮内 友恵
総務部 人事課

くるみん認定企業

企業データ

「笑顔が生まれる住空間を私たちの手で」（企業理念）

公式サイト

㈱デジアラホールディングス

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

高い技術力が当社の強みです

〒650-0024 神戸市中央区海岸通6番地 
建隆ビルⅡ 9階

TEL.078-332-5555

　当社の主な事業は石油・化学などの工場内
に設置されているプラントの建設やメンテナ
ンスです。プラントとは、複数の機械・装置
を組み合わせた大型の産業設備のことをいい
ます。そして、ライフラインと呼ばれるガス
や水道の配管敷設なども行っています。
　また、自社の工場では直径が数メートル、

あるいは長さが100メートルにもなるような
大きな溶接鋼管（パイプ）などを製造してお
り、専用岸壁から船を使って出荷しています。
みなさんが普段目にする機会が少ないところ
で、縁の下の力持ちとして日本の産業基盤を
足元から支え社会に貢献しています。

ガスの配管工事に携わっています。厳しい面もありますが、皆さんフレ
ンドリーで、すごく話しやすい職場です。監督や職人さんとの打ち合わ
せも多いので、技術力に加えてコミュニケーション能力も求められる仕
事です。

■設立（創業）／1952年
　（創業1938年）
■資本金／9,000万円
■売上高／108億8,706万円
　（2021年3月期）
■従業員数／413名
■平均年齢／46.1歳
■業態／建設業・製造業

吉田 愛斗
ガス水道事業部 内管溶接工事課

企業データ

日本の産業基盤を足元から支え、社会に貢献

とうあがいぎょう

東亜外業㈱
公式サイト

東亜外業㈱

中
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地元高校生へのメッセージ

なんばーすりー

㈱ナンバースリー

ポートアイランドにある神戸本社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-27
TEL.078-306-1183

　株式会社ナンバースリーは、美容専売品の
総合メーカーです。サスティナビリティ（持
続可能性）等様々な社会問題だけでなく、化
学製品に触れる機会の多い美容師やお客様の
体のことも考えた製品を作り出していくこと
に真剣に取り組んでいます。美容業界だけで

なく社会にも貢献できればという期待を抱い
て、ナンバースリーは国際認証を得たオーガ
ニック・ナチュラル・ボタニカルな商品をも
とに「体にも・心にも・環境にも優しい」サ
ロンづくりを提案しています。

今年で創業70年目のナンバースリーでは、毛髪化粧品を国内のみなら
ず海外へも展開しています。私たちと一緒に安心・安全で誇れる商品を
神戸から世界中に発信しませんか？

■設立（創業）／1956年
　（創業1951年）
■資本金／1億円
■売上高／31億7,400万円
　（2021年5月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

柴山 恵
人事総務部

兵庫県立地支援企業

企業データ

国際認証をも得る美容専売品の総合メーカー

公式サイト

㈱ナンバースリー

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

神戸市灘区にある本社ビル

〒657-0846 神戸市灘区岩屋北町4-4-1
TEL.078-871-6800

　創業から71年、蓄積してきたノウハウと大
手鉄鋼メーカーとの強い絆をベースに幅広く
事業展開しています。鉄の製造過程で生まれ
る副産物「鉄鋼スラグ」の加工や「アルミ」「レ
アメタル」のリサイクル事業など「地球から
もらった資源を無駄にしない」という強い思
いを持って事業に取り組んでいます。
　「鉄鋼」と聞くと堅苦しい印象があるかもし

れませんが、当社の職場はアットホームで上
司・先輩とも話しやすい雰囲気です。福利厚
生面でも初年度から有給休暇が20日付与され
るほか、宿泊費用の補助や、家族手当、住宅
手当、食事補助など充実しております。必要
な資格等についても入社後に会社の費用負担
で取得していただけますので、資格等をお持
ちでない方も安心して働いていただけます。

社員一人一人が社会の一員として義務と責任を果たし、さらに地球の未
来のために限られた資源を守り、環境保護に努めることが日清鋼業の使
命です。この使命を共に果たし、当社を次のステージに導く人財を求め
ています。

■設立（創業）／1950年
■資本金／7,000万円
■売上高／253億9,100万円
　（2021年6月期）
■従業員数／395名
■平均年齢／39.5歳
■業態／鉄鋼業

金澤 康雄
代表取締役社長

企業データ

「地球からもらった資源を無駄にしない」

にっしんこうぎょう

日清鋼業㈱
公式サイト

日清鋼業㈱

灘
区
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にほんじゃばら

日本ジャバラ㈱

三木工場

〒652-0802 神戸市兵庫区水木通9丁目1-16
TEL.078-576-7665

　神戸で日本初のジャバラ専門メーカーとし
て創業。豊富なノウハウと技術力で多くの製
品を提供し、我が国の基幹産業を支えてきま
した。
　兵庫県三木市、中国上海に生産拠点を構え
ています。震災やリーマンショックなど、数々
のピンチをチャンスに変え、新製品開発や海
外進出を実現、歴史があると同時に新しく活

気あふれる会社です。
　「モノづくりはひとづくりから」をモットー
に、社員教育に力を入れています。入社時研
修やOJT訓練だけでなく、年次・職種ごと
の集合研修、社長が自らの考えや方針、世界
情勢などを話す社長塾など多岐にわたりま
す。あなたのチャレンジ精神で成長のチャン
スをつかんでください！

「小さくても一流、世界一のジャバラ屋になる」そのために私たちは想
像から創造する「想造型企業」を目指しています。60年以上の歴史が
ある会社ですが、若い仲間が多くとても活気があります。地元で働き、
地域貢献しながら一緒に世界の産業を支えていきましょう！

■設立（創業）／1957年
■資本金／4,000万円
■売上高／23億円
　（2020年9月期連結）
■従業員数／国内120名
　　　　　　海外100名
■平均年齢／34.5歳
■業態／製造業

竹田 賢功
常務取締役

成長期待企業

企業データ

業界を牽
けんいん

引し続ける日本初のジャバラメーカー

公式サイト

日本ジャバラ㈱

兵
庫
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職場で働く先輩がしっかりとサポートいたします

〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119番地
大樹生命神戸三宮ビル3階

TEL.078-332-0871

　半世紀以上、IT・医療・福祉の分野で事業
展開。自社保育園を作り子育てしながら働け
る仕組みを作るなど働き方改革も実施中！今
後も働きやすい環境を作ります！
■医療系事務
　患者様に安心と快適をお届けします。経験・
資格なしで活躍可能！もちろん病院では新型
コロナ対策を徹底中。将来なくならない仕事

で医療貢献しませんか？
■ITエンジニア
　知識なしでOK！丁寧に指導します。多種
多様な案件があり、当社での経験は必ず糧に
なるはず。例えば業務システムの開発・イン
フラ運用サポート・最新技術を用いたAIロ
ボット開発など・・ぜひ当社でスキルを磨い
てください。

■設立（創業）／1968年
■資本金／5,000万円
■売上高／121億円
　（2021年9月期）
■従業員数／3,600名
■平均年齢／38.0歳
■業態／医療事務、情報処理業

弘原海 信
人事部

平成29年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞
ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2013 産業労働部長賞
平成29年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
兵庫県立地支援企業　
くるみん認定企業　 えるぼし認定企業

企業データ

50年黒字経営の安定企業！残業削減や女性活躍の推進など、働き方改革も実施中

にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー

㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター
公式サイト

㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター

集合研修やメンター制度、OJTなど、段階を踏んだ充実の教育制度をご用意
しているので、未経験の方もご安心を!!また今は自粛中ですが、仕事と遊び
のメリハリを大事にする当社では、社内イベントも豊富。もちろん自由参加
ですが、ぜひ皆さんと一緒に仕事も遊びも楽しくやっていけたらと思います。
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