
地元高校生へのメッセージ

はくつるしゅぞう

白鶴酒造㈱

四季醸造蔵と酒造資料館が隣接する構内

〒658-0041 神戸市東灘区住吉南町4丁目5番5号
TEL.078-822-8901

　白鶴酒造は、みなさまの食文化・生活文化
を提案してまいりました。
　「時をこえ 親しみの心をおくる」。このス
ローガンは酒造りひとすじに歩む白鶴酒造の
社員一人ひとりが、酒造文化の継承者として
の心を持ち、食文化の将来を絶えず見据え、
研
けん

鑚
さん

・努力する姿勢を表しています。
　1743年の創業以来、「人の和」を重んじる

ことは、白鶴酒造の風土として今もなお脈々
と受け継がれ、日本酒文化を継承する者たち
の強い絆として大きな支えとなっています。
白鶴酒造は今、新しい市場を創造し取り組ん
でいくためにも、学生のみなさんが持ってい
る旺盛な好奇心・柔軟な発想・行動力を必要
としています。

学生の皆さんは、自分がどんなやりがいを持って仕事に取り組みたいの
か、社会に貢献したいのか、じっくり考えてみてください。“日本の伝
統文化を盛り上げて、発信していきたい”という強い想いのある方の当
社へのご応募お待ちしております！

■設立（創業）／1927年
　（創業1743年）
■資本金／4億9,500万円
■売上高／278億円
　（2021年3月期）
■従業員数／494名
■平均年齢／43.0歳
■業態／清酒製造業

杉本 いづみ
総務人事部

平成28年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

日本酒文化を継承し、新しい市場を創造

公式サイト

白鶴酒造㈱
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地元高校生へのメッセージ

ウォーターフロントエリアで多彩な事業を創出

〒650-0042 神戸市中央区波止場町5-4
TEL.078-321-0151

　弊社は1885年に神戸港で創立した海運会
社です。船舶の繋

けい

離
り

船業、曳
えいせん

船業など様々な
港湾サービスを通じて人と人をつなぎ、神戸
港、瀬戸内海と世界をつなぎ港の発展を支え
てきました。神戸港では新たな観光船として、
2020年より、「boh boh KOBE」号を運航
しています。“神戸の元気はミナトから”と
いう想いのもと、神戸港ウォーターフロント

エリアで多彩な事業を創出し、「人流」を盛
んにするにぎわい創りに尽力しています。さ
らに、新たな事業としてスーパーストリング
スコーベ（弦楽オーケストラ）、神戸ファス
トジャイロ（女子ラグビークラブチーム）の
運営など、芸術・スポーツ文化を通じた社会
貢献活動を行っています。

■設立（創業）／1950年
　（創業1885年）
■資本金／1億3,000万円
■売上高／37億2,000万円
　（2021年8月期）
■従業員数／144名
■平均年齢／42.9歳
■業態／海運業

渡辺 真二
代表取締役社長

企業データ

神戸港ウォーターフロントを中心に多彩な事業を展開

はやこまうんゆ

早駒運輸㈱
公式サイト

早駒運輸㈱

神戸の魅力はなんといっても「人」です。人と人の絆、つながり、素晴
らしい街です。その神戸で、明治～大正～昭和～平成～令和と港ととも
に歩んできました。ぜひ、一緒に歩みましょう！

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

ひょうごいえろーはっと

㈱兵庫イエローハット

新規オープンの明石硯町店です！

〒657-0862 神戸市灘区浜田町4-3-21
TEL.078-854-3311

　㈱イエローハットの連結子会社として兵庫
県内でカー用品販売、整備を行なっている会
社です。現在14店舗(神戸・川西・明石・姫路・
豊岡等)を運営しています。今後は新店舗出
店の計画も進んでいます。
　自動車は生活のために必要です。私たちは
その車社会に『安心』と『安全』を提供する

大事な仕事をしています。
　働きながら整備士の資格取得も可能です。
そのための支援制度もあります。車のことは
詳しく分からなくても、興味があれば成長で
きます。
　ぜひ「イエローハット」で働いてみません
か！

当社は、地域に合わせた店舗・売場・サービスメニューを展開し、豊か
で楽しいカーライフをサポートする企業です。車が好きな人！元気でや
る気のある人！自動車整備に興味がある人！一緒に業界TOPを目指し
てみませんか。そんな若い力を待っています！

■設立（創業）／2012年
■資本金／5,000万円
■売上高／20億5,400万円
　（2021年3月期）
■従業員数／174名
■平均年齢／34.3歳
■業態／小売業

岡本 寛
本部 代表取締役

企業データ

県内14店舗を展開し、車社会に安心、安全を提供

公式サイト

㈱兵庫イエローハット

灘
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地元高校生へのメッセージ

一般のお客様向けに市販されている当社製品

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町4丁目2番7号
TEL.078-652-6336

　当社は兵庫県内で70年もの間、お米をは
じめ食品関連に携わってきました。「食」は
生きていくには大切なもの、をモットーにお
客様からのニーズに応じた商品の取り扱いを
しています。

　当社が目指すのは、「食」に関するプロ
フェッショナルになることです。そのために、
品質・技術を改善し続け、製品力を高めてい
きたいと考えています。

■設立（創業）／1951年
■資本金／1億円
■売上高／非公開
■従業員数／39名
■平均年齢／35.0歳
■業態／卸売業

中林 和哉
営業部

企業データ

「食」に関するプロフェッショナルを目指して

ひょうべい

㈱ヒョウベイ
公式サイト

㈱ヒョウベイ

入社のきっかけは、「食べること」への興味があったことでした。高校
3年生の時に、就職を考えていたけれど全然イメージが湧かず、自分自
身が興味を持てることを仕事にしたいと入社しました。「食」の安心・
安全を届ける大切な仕事を、一緒に頑張っていきましょう。

兵
庫
区
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地元高校生へのメッセージ

へいしんそうび

兵神装備㈱

主力製品であるモーノディスペンサーの断面図

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町1-1-54
TEL.078-652-1111

　兵神装備は、様々な液体を移送する産業用
ポンプ専業メーカーです。当社製品である
「モーノポンプ」「モーノディスペンサー」は、
粘度の高い液体や粉体を変形させず、一定量
を精密に移送することができる、高性能なポ
ンプです。お客様のご要望に応え続けること
で、食品、自動車、環境など幅広い分野で活
用していただき、国内市場占有率90％（推定）

を誇っています。無借金経営を長年継続し、
高い収益を得ていることから、経営状況がと
ても安定しています。また住宅補助、就業時
間選択、自己啓発支援など多様かつ当社独自
の制度を数多く導入し、社員が働きやすく、
また成長しやすい職場環境作りを行っていま
す。

製造部で製品の組立を担当しています。普段あまり目にすることのない
特殊なポンプですが、幅広い産業分野で使われており、とてもやりがい
のある仕事です。また、先輩や上司のサポートも手厚く、難しいながら
も楽しく仕事をしています。

■設立（創業）／1968年
■資本金／9,950万円
■売上高／128億6,000万円
　（2020年12月期）
■従業員数／439名
■平均年齢／41.7歳
■業態／製造業

嶋﨑 俊相
製造部 製品製造グループ 組立仕上げチーム

平成30年度 ひょうごオンリーワン企業
令和元年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞
平成28年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 技術部門賞

企業データ

高性能ポンプで国内シェア90％

公式サイト

兵神装備㈱
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地元高校生へのメッセージ

世界最高水準の伝動ベルト ギガトルクGX

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4-1-21
TEL.078-671-5071

　工業用のベルト専業メーカーとして1919
年神戸で創業。たゆまぬ研究と開発を続けて、
業界のリーディングカンパニーへと成長しま
した。防水・遮水材、エンジニアリングプラ
スチックなどに業容を拡大した今も「品質を

作り、品質を売る」という創業の精神は連綿
として受け継がれ、ユーザーから厚い信頼を
いただいています。
　また、「人を想い、地球を想う」の基本理
念のもと、人と社会に貢献してまいります。

■設立（創業）／1919年
■資本金／81億5,025万円
■売上高／648億6,200万円
　（2021年3月期）
■従業員数／4,271名（連結）
　［729名（単独）］
■平均年齢／40.7歳
■業態／製造業

倉本 信二
上席常務執行役員 人事部長

平成21年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

工業用ベルトのリーディングカンパニー

みつぼしべると

三ツ星ベルト㈱
公式サイト

三ツ星ベルト㈱

動力を伝える「伝動ベルト」、あらゆるものを運ぶ「搬送ベルト」。神戸
から世界中の産業を支えています。日本のものづくり技術が世界中の
人々の生活を豊かにするよろこびを地元神戸から発信しませんか。

長
田
区
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地元高校生へのメッセージ

めいこうさんぎょう

明興産業㈱

ポートアイランドの新本社工場

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目2番13号
TEL.078-302-6526

　当社は1956年に創業し、現在では主に樹
脂の成形・加工、電鉄･電力機器の組立・加工、
また幅広い分野での受託設計開発もしており
ます。拠点は神戸のほか、香川県丸亀市、関
連会社で兵庫県丹波市、海外では中国（東莞）、
ベトナム（ハイフォン）に工場を持ちグロー

バル化も進みつつあります。
　人をつくり、物をつくり、お客様をつくり、
伸びる事業つくりで社会に貢献という経営理
念のもと、お客様第一主義をモットーにお客
様の要望と環境の変化に対応しながら、さら
なる発展を目指して常に努力しております。

目に見えないところで世界を支えているまさに“縁の下の力持ち”とい
う言葉がよく似合う会社です。100年企業を目指し、さらなる飛躍を目
指します。一緒に世界を支えましょう！

■設立（創業）／1962年
　（創業1956年）
■資本金／5,000万円
■売上高／18億1,700万円
　（2020年12月期）
■従業員数／110名
■平均年齢／42.0歳
■業態／製造業

清松 みく
管理部

成長期待企業

企業データ

一昨年夏、ポートアイランドに本社機能および開発部門を移転

公式サイト

明興産業㈱

中
央
区

82



地元高校生へのメッセージ

巨大工場の運用・保守・管理全般をサポートします

〒652-0871 神戸市兵庫区浜山通6丁目1番1号
TEL.078-651-9111

　「発電機などのエネルギー分野から超電導
応用分野まで」
　当社は三菱電機の工場運営全般をサポート
しており、それらの生産支援活動を通じて
培ってきた工場運営・管理に関するノウハウ
と技術を活かして、「創る（生産設備、建築
工事）」、「造る（生産加工）」、「運ぶ（物流）」、
「測る（校正・測定・分析）」、「保つ（点検・

修理）」などの生産現場における多種多様な
ニーズに幅広く対応しています。エンジニア
リングと技能で、それぞれの現場の条件につ
いて細かく考察しながらビジネスのさらなる
発展と業務効率化を目指した最適なソリュー
ションを提案し、ワンストップでお客様の工
場運営を力強くサポートします。

■設立（創業）／1977年
■資本金／5,000万円
■売上高／約50億円
　（2021年3月期）
■従業員数／400名
■平均年齢／46.3歳
■業態／電気機械器具製造業

橘 浩司
代表取締役社長

企業データ

生産現場における多種多様なニーズに幅広く対応

りょうしんてくにか

菱神テクニカ㈱
公式サイト

菱神テクニカ㈱

当社の仕事は、モノづくり現場のすべてをサポートすること。当社の大
きな財産は「人」であり、「人づくり」が経営の基本です。教育研修の
充実はもちろん、人づくりには特に力を入れております。皆様も個々の
力を高め、将来の可能性を広げてください。

兵
庫
区
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地元高校生へのメッセージ

れーぶどぅしぇふ

㈱レーブドゥシェフ

名谷本店画像

〒655-0852 神戸市垂水区名谷町321-1
TEL.078-706-5080

　神戸生まれ、神戸育ちのレーブ ドゥ シェフ。
　歴史は、垂水坂の小さな店舗から始まりま
した。その後場所を垂水駅前に移し、神戸の
街で愛される洋菓子店として定着しました。
　現在は8店舗のお店をかかえ県内外の多く
のお客様にご来店いただいています。
　当店は「味」だけでなく、街のスイーツ屋

さんだからこそ得られる「甘く楽しい思い出
作り」にも力を入れています。
　名谷本店と北六甲店ではカフェスペースを
はじめ、地域のみなさんが訪れやすい空間作
りを行っています。

私たち、ケーキ屋さんは幸せ産業だと思っております。
食べ終えたあと、ゆっくりとおいしさが語りかけてくるようなお菓子作
り。食べたくなるような夢の菓子を作りませんか？
また、お菓子を囲んで、家族団らんのひと時をお手伝いできる職場です。

■設立（創業）／1981年
　（創業1956年）
■資本金／4,000万円
■売上高／10億円
　（2020年9月期）
■従業員数／180名
■平均年齢／30.0歳
■業態／洋菓子製造、販売業

佐野 靖夫
代表取締役

企業データ

街のスイーツ屋として愛される洋菓子店

公式サイト

㈱レーブドゥシェフ

垂
水
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考え抜き、想いを込めた企画を『ワコーレ』に

〒650-0023 神戸市中央区栄町通4-2-13
TEL.078-361-1100

　北に山、南に海が広がる街、神戸。当社は
神戸港が開港され、多くの人々がこの地に移
り住んできた明治時代から住まいを提供し、
不動産事業を通して ずっとこの街と共に歩
んできました。創業から120年が経ち、ワコー
レマンションシリーズの2020年実績は、供
給棟数 近畿圏 第3位、兵庫県 第1位、神戸
市内23年連続 第1位 と、多くの方に支持さ

れるようになりました。 これからも「プレ
ミアム ユニーク 価値ある独創」のコンセプ
トのもと、神戸・明石・阪神間・北摂エリア
に地域密着・地域貢献を主眼に事業展開を図
り、地域にふさわしい「住まい」の開発や一
人ひとりの生き方にフィットした上質な住空
間づくりにこだわり続けていきます。

■設立（創業）／1899年
■資本金／14億309万円
■売上高／398億600万円
　（2021年2月期）
■従業員数／122名
■平均年齢／43.0歳
■業態／不動産業

田中 隆章
総務部 課長

企業データ

マンション供給棟数で近畿圏3位、神戸市1位

わだこうさん

和田興産㈱
公式サイト

和田興産㈱

当社は不動産メーカーとして、立地環境や歴史、エリア特性を徹底的に
マーケティングし、その地域が豊かになるような住まいを企画開発して
います。あなたも街づくりプロジェクトに参画し、神戸に彩りを添えま
せんか？
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