
地元高校生へのメッセージ

ふじこうぎょう

㈱フジ工業

2021年に創立40周年を迎えたフジ工業（外観）

〒679-2313 神崎郡市川町西田中62番地の1
TEL.0790-26-0588

　株式会社フジ工業は金属製品製造業に携わ
り、会社創立から40周年を迎えました。創
業当時は、金融機器やシャッター製品の部品
を作っていましたが、現在では、それらに加
え、医用機器や電車、半導体製造装置のシャー
シ（基本骨格）や部品も作っています。
　特にコロナ禍において命を守るために必要
となるPCR検査装置、社会生活にどうして

も必要な車やテレビ、スマートフォンなどに
使われる半導体を製造する装置などのシャー
シや部品を、私たちはお客様と一緒に“どう
したら形にできるか”、“どうしたら安定して
生産できるか”を考え、なくてはならない部
品を作り、お客様の製品を通して、社会に貢
献しています。

お客様に満足いただける「いいものつくり」のため、私たち社員はいつ
でも成長期です。
みなさんの無限大の可能性を活かして、社員として、社会人として、と
もに成長しませんか。

■設立（創業）／1981年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／33名
■平均年齢／41.8歳
■業態／金属製品製造業

草苅 早苗
ブランク・出荷グループ

企業データ

お客様と一緒に社会貢献

公式サイト

㈱フジ工業

市
川
町
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地元高校生へのメッセージ

『おいしい顔 それが私たちの喜びです』

〒679-4393 たつの市新宮町新宮387
TEL.0791-75-1151

　兵庫県たつの市で地場産業の醤
しょうゆ

油醸造業と
して昭和９年に創業したブンセン株式会社は、
ユニークなネーミングと独特の商品開発で注
目される食品メーカーです。海

の

苔
り

つくだ煮「ア
ラ！」、塩ふき昆布「塩っぺ」、もろみ「花も」、
山椒の実のつくだ煮「みざん」、進物品「播磨
佃煮」など醤油醸造技術を生かして様々な商
品を展開しています。近年では飲み込み性に

優れた「やわるんおはぎ」や、手軽に使えて
衛生的な容器で使い勝手を向上させた「スパ
ウト減塩アラ！」など、常に革新的な提案を
続けています。
　また、従業員みんなが安心して働ける環境
づくりをめざして、昭和44年に企業内保育所
「ちびっこ園」を設置、また定年者の再雇用を
積極的に行い女性や高齢者も活躍しています。

スタート地点はみんな同じ！可能性をいっぱい秘めているあなたは、地
元企業で能力を発揮して新しいものの創造に挑戦です。さあ、あなたの
夢の実現へ全力を傾けてください。熱意のあるみなさんをお待ちしてお
ります。

■設立（創業）／1934年
■資本金／3億8,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／831名
■平均年齢／50.0歳
■業態／食品製造業

茶屋 潔
社員育成部 部長

企業データ

常に革新的な提案を続ける食品メーカー

ぶんせん

ブンセン㈱
公式サイト

ブンセン㈱

た
つ
の
市
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地元高校生へのメッセージ

ほうずみぎやー

㈱寳角ギヤー

安全に作業するための機械に使われる歯車を製造

〒671-0254 姫路市花田町勅旨426-1
TEL.079-253-0713

　当社は歯車を製造する会社です。当社製品
の歯車をみなさんが目にされることはあまり
ありません。例えば、建設現場などにあるショ
ベルカーやフォークリフト、農作業に使われ

る農業機械など、働く人がより働きやすく、
より安全に作業するための機械に、私たちの
作る歯車は使われています。

2018年に100周年を迎え、これを節目に、新たな取り組みを始めてい
ます。大きな会社ではありませんが、モノづくりに興味のある方、ぜひ、
私たちと一緒に次の100年に向かって働いてみませんか？

■設立（創業）／1956年
　(創業1918年)
■資本金／3,000万円
■売上高／21億9,100万円
　（2021年３月期）
■従業員数／108名
■平均年齢／41.8歳
■業態／製造業

寳角 雅之
代表取締役社長

企業データ

安全に作業するための機械に使われる歯車を製造

公式サイト

㈱寳角ギヤー

姫
路
市

108



地元高校生へのメッセージ

西播地域を中心に地域密着の店舗を展開

〒671-1553 揖保郡太子町老原市川原39
TEL.079-276-1663

　私たちホームセンターアグロは、地域の皆様に
“心も体も健康でやすらぎのある暮らし”をお届
けしたいと、園芸を中心に四季折々のお客様の暮
らしに役立つ“ライフスタイルの提案”を行って
います。単に商品を販売するのではなく、地域の
皆様に寄り添い、お客様に喜んでいただくこと、
お役に立てることが私たちの使命だと考えてい
ます。あなたの力で地域に元気と笑顔の輪を広げ

ていきませんか。
　店舗で売場担当者として販売や商品管理の経
験を積んで店舗運営をする副店長・店長職、専門
的な商品知識・販売技術を習得して、お客様に満
足いただける商品の仕入れ・調達・販売方法を提
案するバイヤー職へのキャリアアップもしてい
ただけます。地元企業で自分らしく長くお仕事を
してもらえる場所をご用意しております♪

左の写真は2021年度の新入社員研修（農業体験合宿）の様子です。
入社後は、年齢が近く、若い先輩社員とペアを組んで店舗での業務をひ
とつひとつ習得してもらいます。

■設立（創業）／1981年
■資本金／3,000万円
■売上高／166億1,600万円
　（2020年2月期）
■従業員数／880名
■平均年齢／45.5歳
■業態／小売業

川上 雅生
人事教育部

企業データ

お客様の暮らしに役立つライフスタイルを提案

ほーむせんたーあぐろ

㈱ホームセンターアグロ
公式サイト

㈱ホームセンターアグロ
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地元高校生へのメッセージ

まさみつ

㈱正光

最新の技術力で短納期・高精度を実現

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄1390番地
TEL.079-336-1011

　正光は建築鉄骨の組立・溶接を中心とした
鋼構造物製造業に携わり半世紀を迎えまし
た。スーパーゼネコン様が受注先の大多数を
占めるため、高層ビルや大型商業施設･大型
物流施設等の大規模建築物の鉄骨製作を任さ
れています。日本で一番高いビルや有名企業
の工場、商業施設やホテル、一度は目にした
ことがある建物の鉄骨製作に正光は携わって

おり、耐震性抜群の鉄骨製作で日本の高度な
建築技術を支えています。
　私たちは、100年企業を目指し、品質の向
上と人材の確保・育成に注力しています。建
築物の根底を支える『ものづくり』を通して、
私たちと一緒に未来に残る建物を創っていき
ませんか？

社員280名で平均年齢が33歳！年齢が近い社員が多く、わかりやすい説
明で親身なアドバイスをもらいながら仕事を進めることができます。先
輩・後輩の垣根を越えての交流が多く社員同士仲が良いのが自慢です！

■設立（創業）／1968年
■資本金／1億円
■売上高／102億円
　（2020年11月期）
■従業員数／280名
■平均年齢／33.0歳
■業態／製造業・建設業

社員一同

企業データ

耐震性抜群の鉄骨製作で高度な建築技術を支える

公式サイト

㈱正光

姫
路
市
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地元高校生へのメッセージ

私たちは食品を通して地域の未来を支えます！

〒671-1561 揖保郡太子町鵤495-1
TEL.079-277-3890

　私たちの仕事である「食」とは、人と人を
結びつけ、文化を定義し、健康を養い、生命
に燃料を供給することです。それには自然に
よる無償の生態系サービスを享受することが
必要不可欠です。だから私たちは地球の環境
保全について自発的に考え、行動し、持続的
なものにしていかなくてはなりません。資源

の不足と需要の増大に伴い、地域社会の持続
性、または回復力を築くことができる、食料
システムの新しい地域モデルを創出していく
ため、当社では小規模生産者とともに地域の
活性化を促していきます。一緒に地域の未来
を創造してみませんか？

食品小売業は並べて売るだけの退屈な業界ではありません！
食品生産の在り方を変えることはどんな業界よりも世界を変えることが
できます。
そんな世界を変える人材をヤマダストアーは求めています！

■設立（創業）／1970年
■資本金／4,800万円
■売上高／130億円
　（2020年12月期）
■従業員数／約850名
■平均年齢／36.0歳
■業態／小売業

松澤 敏夫
総務部

企業データ

食料システムの新しい地域モデルを創出

やまだすとあー

ヤマダストアー㈱
公式サイト

ヤマダストアー㈱

太
子
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地元高校生へのメッセージ

やまとこうぎょうぐるーぷ（やまとこうぎょう、やまとすちーる、やまときどうせいぞう）

大和工業グループ［大和工業㈱、ヤマトスチール㈱、大和軌道製造㈱］

〒671-1192 姫路市大津区吉美380番地
TEL.079-273-1064

　大和工業グループは、電炉メーカーとして
いち早く海外展開に取り組み、現在では世界
7カ国で事業を展開する独立系資本の国際電
炉メーカーです。
　鉄の再資源化、省エネルギーの製造過程に
より環境にやさしいモノづくりを推進するこ
とでサーキュラーエコノミーを実践し、サス
ティナブルな社会の実現に貢献しています。

【事業概要】
　グループの中核となるヤマトスチール㈱で
は、鉄スクラップを原料にH形鋼などの建築
用鋼材や大型船舶用の船体ブロックを製造し
ています。
　大和軌道製造㈱では、鉄道の駅や車庫で使
用される分岐器や新幹線の地震対策品である
脱線防止ガードなどを製造しています。

大和工業グループの製品は、東京スカイツリーや新国立競技場などの大
型建築物から、駅前のビルや立体駐車場、鉄道インフラとなり、社会の
屋台骨となっています。私たちと地元姫路から社会を支える「鉄」のプ
ロフェッショナルを目指しませんか。

■設立（創業）／1944年
■資本金／79億9,669万円
■売上高／1,360億円
　（2021年3月期）
■従業員数／約4,200名
　（関連グループ会社含む）
■平均年齢／40.2歳
　（国内グループ会社平均）
■業態／鉄鋼業

大和工業グループ 人事部

企業データ

鉄で未来を　未来の鉄を

公式サイト

大和工業グループ［大和工業㈱、ヤマトスチール㈱、大和軌道製造㈱］

姫
路
市
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しそう杉の家モデルハウス外観

〒671-2533 宍粟市山崎町須賀沢704
TEL.0790-63-0063

　山弘は1958年の創業より一貫して、播磨の
地域に根ざした仕事をさせていただいてきま
した。“地元の木を活かし、森を育て山に還す”
の考えのもと、現在は使用する木材の90％以
上を地元産（しそう杉）にこだわり、木造住
宅を主に新築およびリフォーム工事をしてい
ます。
　播磨地域を中心に新築およびリフォームを

合わせ、年間約1,000件の工事を4事業所で施
工。累積工事実績は20,000件を超えています。
また、2018年には「グットデザイン賞」「ウッ
ドデザイン賞」の受賞に加え、「日本エコハウ
ス大賞」および「住まいの環境デザイン・アワー
ド」においてそれぞれ優秀賞を獲得するなど、
近年は多くのコンテスト等でヤマヒロの住宅
や取り組みに高い評価をいただいております。

播磨の暮らしを愉しむ「しそう杉の家」。“地元の木を活かし、森を育て
山に還す”そんな家づくりを通して、播磨の地域住宅のTOPブランド
を目指します。ご興味がありましたらぜひ、モデルハウスへご来場くだ
さい。

■設立（創業）／1958年
■資本金／2,500万円
■売上高／13億9,000万円
　（2020年9月期）
■従業員数／48名
■平均年齢／41.0歳
■業態／建設業

三渡 眞介
代表取締役社長

企業データ

地元産木材を使った新築、リフォーム工事を展開

やまひろ

㈱山弘
公式サイト

㈱山弘

宍
粟
市

113



地元高校生へのメッセージ

よこやまきそこうじ

㈱横山基礎工事

作業用構台架設（リーブラ工法）

〒679-5303 佐用郡佐用町真盛385-2
TEL.0790-82-2215

　弊社は、国土交通省のNETIS(新技術情報
提供システム）の推奨工法を有し、重仮設か
ら基礎工までを手掛ける専門工事業者です。
　これまで多くの工事において、工期短縮、
低騒音、低振動化の技術提案、施工を行って
きました。なかでも、災害復旧工事では、技
術力、機動力、提案力、そして自社工場を保

有することによる充実したバックアップ体制
が整っていることで被災地の早期復旧に貢献
しています。
　来たれ！スケールの大きさを実感できる工
事部社員、現場を支援する工場社員、工法・
技術提案型の営業社員。

大きなクレーン、大きな資機材が活躍する現場は想像を超えるものがあ
ります。弊社のホームページをご覧になってください。色々な工法にきっ
と興味をひかれますよ。ご来社を心よりお待ちしております。

■設立（創業）／1981年
■資本金／8,000万円
■売上高／94億800万円
　（2021年4月期）
■従業員数／260名
■平均年齢／48.5歳
■業態／建設業

垣谷 克成
総務部長

企業データ

全国の多くの被災地の早期復旧に貢献

公式サイト

㈱横山基礎工事

佐
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創業60年を超える耐火物製造工場です

〒678-0256 赤穂市鷆和77
TEL.0791-43-2588

　ロザイ工業株式会社は、「熱と環境」をテー
マに信頼される技術で社会に貢献するという
理念のもと、社業を通じ地球環境の保全に努
め、サステナブル（持続的発展が可能）な社
会の構築に貢献しています。赤穂工場におい
ては、ISO9001取得企業として、工業炉設
備には欠かせない耐火物材料の各種焼成れん
が、不焼成れんが、不定形耐火物を一貫生産

しています。近年は、タブレット端末の導入
により、生産機能の拡充を図るとともに工場
のFA化、IoT化で生産性の向上を進めてい
ます。また、従業員のスキル向上を目的とし
た資格取得支援制度を設けるなど、ワークラ
イフバランスを重視した働き方にも取り組ん
でいます。

誕生月はケーキ（１ホール）のプレゼント。賞与支給時はしゃぶしゃぶ
用の豚肉もプレゼント。業務に必要な資格は会社負担で取得できる支援
制度もあります。福利厚生の整った工場で共にものづくりに励みましょ
う。

■設立（創業）／1947年
■資本金／9,600万円
■売上高／47億円
　（2021年3月期）
■従業員数／115名
■平均年齢／42.5歳
■業態／耐火物製造業

西角 真心
プレス成形班

企業データ

生産性の向上を進めつつ、耐火物材料を一貫生産

ろざいこうぎょう あこうこうじょう

ロザイ工業㈱ 赤穂工場
公式サイト

ロザイ工業㈱ 赤穂工場

赤
穂
市
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