
地元高校生へのメッセージ

うしおせいこう

ウシオ精工㈱

第３工場遠景

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原696
TEL.0790-22-1089

　弊社は、多種多様なプラスチック製品の加
工を取り扱っており、お客様からの様々な要
望に対応できるよう、日夜努力を積んでおり
ます。生産は、材料調達、加工、組立、検
品、出荷までの一貫生産体制を確立し、フー
プ成形や自動インサート成形の導入、近年は
無人カメラによる自動検査機を設置すること

で省力化を実現し、品質向上と生産の効率化
を図っています。教育制度については、国家
資格であるプラスチック成形技能検定特級を
はじめとする資格に多数合格するなど、従業
員の技能向上のための指導にも積極的に取り
組んでおります。その結果、難加工に対する
要望にも提案を可能にしております。

弊社が取り扱う自動車部品は世界中に供給されています。自動車産業は変革
の時を迎えており、ガソリンエンジンからモーター駆動の電機自動車に変化
し、EV化が進んでいきます。弊社も新技術の獲得を進め、大切な役割を担っ
ています。ぜひ弊社に加わり、グローバル社会の一員になってみませんか。

■設立（創業）／1962年
　（創業1950年）
■資本金／3,700万円
■売上高／34億796万円
　（2020年10月期）
■従業員数／186名
■平均年齢／46.5歳
■業態／製造業

佐々野 達生
総務部部長

企業データ

多種多様なプラスチック製品の加工

公式サイト

ウシオ精工㈱
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地元高校生へのメッセージ

自動車用品で車いじりの楽しさを広げるメーカー

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原2077-1
TEL.0790-22-6262

　「そーそー、これこれ！分かってるなー、
エーモンさんは」。全国のユーザーから、こ
のような声が多く寄せられます。創業以来、
“他社では作らない”“ありそうでなかった”
オンリーワン商品を多く生み出し、かゆいと
ころに手が届く物づくりを続けています。全

国のカー用品店やホームセンターには、“エー
モンコーナー”が設けられるなど、日本各地
にエーモンブランドは浸透しています。これ
からも、“あなたのための”製品開発にこだ
わり、車好きの方が喜ぶえーもん（良い物）
を作っていきます。

当社は、創業の精神である「喜びの創造」を実践し、喜びの種をまき、
喜びの輪を広げてきました。おかげさまで半世紀以上事業を続けてこら
れました。これからも「ありがとう」を生み出すメーカーであり続けます。

■設立（創業）／1964年
■資本金／9,550万円
■売上高／43億4,800万円
　（2021年3月期）
■従業員数／127名
■平均年齢／44.3歳
■業態／製造業

川端 雅広
総務部 部長

企業データ

オンリーワン商品を全国のユーザーに

えーもんこうぎょう

エーモン工業㈱
公式サイト

エーモン工業㈱
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おおきさんぎょう

大木産業㈱

大木産業㈱ 本社

〒678-0175 赤穂市北野中11
TEL.0791-48-1000

　当社は「人間愛と豊かな生活の創造」を企
業理念として、化粧品類の卸売業をしていま
す。ミキモト化粧品西日本代理店として、赤
穂市に本社、中部・北陸から九州に支社を配
置し、取引先（特約店）にミキモト化粧品を

はじめ当社オリジナルの健康食品など、美と
健康に関する商品を卸しています。当社は
Beauty & Healthサポート企業として、お
客様のニーズを踏まえ取引先を通じて美と健
康を提供し続けたいと考えております。

入社した時は支社に配属になり営業を経験し、現在は本社で働いており
ます。配属先においては仕事にやりがいを感じています。本社も支社も
気軽に相談できる明るい職場です。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

■設立（創業）／1962年
■資本金／5,000万円
■売上高／23億4,600万円
　（2020年12月期）
■従業員数／80名
■平均年齢／44.3歳
■業態／卸売業

西本 幸樹
本社 第 3 営業部 課長 ＰＢ促進担当

企業データ

Beauty & Healthサポート企業

公式サイト

大木産業㈱

赤
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新設した第二工場です

〒679-4343 たつの市新宮町大屋705
TEL.0791-75-2253

　建物の外観がおしゃれになればなるほど、
鉄骨の設計も難しくなります。また建築物の
構造体には高度な耐震性が求められます。当
社は大型物件に対応するため鋼構造物の詳細
設計3Dソフトを使用し、ロボット溶接など
最先端のシステムを活用し、商業施設、マン
ション、公共施設などあらゆるタイプ、スケー
ルの建築工事においてファブリケーターとし

ての役割を発揮しビジネス展開ができるよう
に技術力の源であるスタッフの育成、技術継
承を進めてさらに飛躍を目指しています。
　技とパワーの融合により日進月歩を続ける
建築の世界において想いをかたちに、未来に
つなぐ誠実な取り組み、高品質な製品製作に
日々取り組んでいます。

毎日新しい知識が身につくので、自身の成長を感じられます。初心者の
方や鉄骨の知識を持ち合わせていない方も、優しく指導していただけま
す。また、職場の雰囲気はとても落ち着いており、過ごしやすい環境です。

■設立（創業）／1875年
■資本金／4,000万円
■売上高／32億1,824万円
　（2020年9月期）
■従業員数／64名
■平均年齢／44.3歳
■業態／金属加工業

前川 愛華
生産部 設計課

企業データ

甲子園球場の銀傘屋根もつくりました

おがたてっこうしょ

㈱緒方鉄工所
公式サイト

㈱緒方鉄工所
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かたおかけんせつ

㈱片岡建設

福利厚生が充実した働きやすい会社です

〒679-3116 神崎郡神河町寺前36番地の3
TEL.0790-34-0072

　弊社は1958年創業以来60余年に渡り、神
崎郡はもとより県内のインフラ整備に携わ
り、公共工事をメインに土木工事・建築工事
をはじめとする総合建設業を営んでおりま
す。2019年12月に、郡内初となる「ICT施
工対応型油圧ショベル」を導入。ドローン

の活用、三次元化等、積極的にICTを取り入
れ、省力化をはかるとともに、社員の働きや
すい環境づくりに努めております。また福利
厚生も充実しており、BBQ、社内旅行もあ
り、交流の場も多く、何でも相談できる環境
が整っています。

弊社は、県内の道路、河川、橋の工事に携わってきました。次世代に誇
れる、すごくやりがいのある仕事であり、地域を災害から守るという大
事な仕事でもあります。若い皆さんと一緒にこれからも、地域貢献をし
ていきたいです。

■設立（創業）／1967年
　（創業1958年）
■資本金／2,000万円
■売上高／8億2,000万円
　（2020年12月期）
■従業員数／24名
■平均年齢／45.0歳
■業態／総合建設業

片岡 勇輝
専務取締役

企業データ

インフラ整備に携わり、ICT技術も取り入れる

公式サイト

㈱片岡建設
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相生店 店内売り場の様子

〒678-0052 相生市大島町1‐12
TEL.0791-23-3335

　食料品を中心に販売しているスーパーマー
ケットです。店舗数は5店舗、相生本店・竜
野店・山崎店・太子店・姫路城東店と西播磨
地区に展開しています。
　特に青果や鮮魚など生鮮食料品がお客様の
期待以上の商品を提供できるように頑張って
います。青果は生産地直送仕入れ、鮮魚は港
から生きたままの仕入れ等、鮮度にこだわっ

ています。商品・サービス・技術その他いろ
いろな物で、お客様に感動を与えること、そ
してお客様の生活を守ること、商品を販売す
る以外でも、地域の皆様に奉仕することを
モットーに、また、従業員が自分たちで店を
運営しながら感動を得られ、喜んで働けるこ
とを心がけています。

家庭的で自主性を重んじ、個性の出しやすい職場です。困ったとき、嬉
しいときに一緒に分かち合える人たちばかりです。人と接することが好
きな方なら大丈夫です。仕事内容も、皆が優しく教えてくれます。

■設立（創業）／1953年
■資本金／1,000万円
■売上高／56億3,900万円
　（2021年1月期）
■従業員数／280名
■平均年齢／41.5歳
■業態／飲食料品小売業

佐々木 貴英
本部 専務取締役

企業データ

感動を与え、生活を守る食料品スーパーに

かわべ

㈱カワベ
公式サイト

㈱カワベ

相
生
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かんざきふーど

㈱神崎フード

心のこもった商品作り

〒679-2414 神崎郡神河町粟賀町430番地
TEL.0790-31-2655

　わが社は、西日本各地のスーパーをメイン
とした納品先へ、安心安全な商品を供給して
いる食品製造会社です。主に、巻寿司やいな
り寿司といった米飯の加工業をしています。
創業以来20年以上にわたりご愛顧いただけ
ているのも、近隣の女性を中心とした従業員
による、丁寧な商品作りが活かされているか

らだと思います。また、地元のロケやハイキ
ング向けに誕生した「神河弁当」や、日本遺
産銀の馬車道沿いのグルメに関連した「銀の
馬車道弁当」など独自の商品も人気です。欠
かせない食を担う責任を、今後も日々継続し
ていきます。また、新たな発想をもって成長
していきたいと考えております。

世の中の景気の影響を受けにくい食を担う仕事で、お客様第一に安心・
安全を届けます。

■設立（創業）／1998年
■資本金／8,350万円
■売上高／13億9,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／103名
■平均年齢／49.7歳
■業態／食品製造業

福岡 勝幸
取締役 本部長

企業データ

米飯を中心に安心安全な商品を供給

公式サイト

㈱神崎フード
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天海の湯から眺める絶景の瀬戸内海

〒678-0215 赤穂市御崎2-8
TEL.0791-45-3355

　赤穂では老舗旅館として有名で赤穂御崎に
あり、目の前には瀬戸内の絶景が広がります。
　インフィニティ風呂として人気がある絶景
の露天風呂や、2017年８月に改修した絶景

ロビーがお客様をお迎えします。
　お風呂からの眺めは湯舟から海、そして空
までが一体化した景色を、新しいロビーから
は瀬戸内の多島美をお楽しみいただけます。

赤穂市には年間150万人を超える観光のお客様が来られています。赤穂
御崎という美しい観光地にある旅館でお客様をお迎えし、素晴らしい思
い出作りのお手伝いをしませんか。

■設立（創業）／1951年
■資本金／3,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／100名
■平均年齢／40.0歳
■業態／旅館・レストラン業

徳田 幸造
支配人

企業データ

瀬戸内の絶景に囲まれた老舗旅館

ぎんぱそう

㈱銀波荘
公式サイト

㈱銀波荘
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市
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ぎんびるすとあー（ぼんまるしぇ）

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）

兵庫県の播磨で創業65年を迎えるスーパー

〒670-0912 姫路市南町31番地
TEL.079-288-0001

　兵庫県の播磨地方を中心に、14店舗を展
開するスーパーマーケットです。1956年創
業時は、全国で2番目のセルフサービス形式
のスーパーマーケットとして誕生しました。
当時の銀ビルといえば「安売りのスーパー」
として遠くから買い物に来られたお客様から
喜ばれていたことが懐かしく感じられます。
今は、「ボンマルシェ」の、5つのこだわり

として①安心、安全、健康②鮮度、おいしさ
③地産地消、世界の食文化④笑顔のおもてな
し⑤納得価格　お客様満足のために、我々は
価値を提供する企業でありたい。地域の皆様
に喜んでいただけるよう、お客様の豊かな暮
らしに役立つ、また従業員の豊かな暮らしを
樹立することを心がけています。

明（メイ）、元（ゲン）、素（ソ）=明るく、元気に、素直に。銀ビルの
社是です。銀ビルで働く社員は、「こうありたい」という、全社員の目
標であり、理念であり、心構えであります。明るく元気で素直な方待っ
ています。

■設立（創業）／1956年
■資本金／4,000万円
■売上高／127億円
　（2021年1月期）
■従業員数／800名
■平均年齢／40.7歳
■業態／小売業

大塚 兼史
専務取締役 執行役員 社長室長

企業データ

播磨地方を中心に展開するスーパーマーケット

公式サイト

㈱銀ビルストアー（ボンマルシェ）
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本社・本社工場の概観を撮影したものです

〒670-8567 姫路市下手野１-３-１
TEL.079-297-3131

　1950年、国産初の硬貨計数機を開発。一
枚ずつ手で数えることがあたりまえだったお
金を、人に代わり機械が数える。私たちが開
発した数々の通貨処理機は、金融機関をはじ
め、スーパーマーケット、交通機関など、お
金を扱う幅広い分野で、厳正化、効率化に無
くてはならない存在になりました。今では国
内のみならず、100カ国以上の国で利用され

るまでに活躍の場を広げています。
　また、コア技術である『認識・識別技術』
を応用することで、『手書き文字認識技術』、
『生体認証（バイオメトリクス）技術』など
を開発。非現金分野にも事業領域を拡大して
います。創業100周年を迎えましたが、次の
100年も「新たな信頼」を創造します。

私たちが企業理念に掲げる「求める心とみんなの力」。これには、社員
全員が力を合わせて挑戦し、不可能を可能にしていくという想いが込め
られています。志を高く抱き、この想いを受け継ぐ仲間を求めています。

■設立（創業）／1944年
　（創業1918年）
■資本金／128億9,294万円
■売上高／2,174億2,300万円
　（2021年3月期）
■従業員数／3,503名
■平均年齢／44.0歳
■業態／製造業

村田 雅彦
総務本部 人材開発部 人材採用グループ グループマネージャー

平成25年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞 優秀賞
くるみん認定企業

企業データ

「認識・識別技術」を非現金分野にも応用

ぐろーりー

グローリー㈱
公式サイト

グローリー㈱
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