
地元高校生へのメッセージ

ひょうごけーぶる

兵庫ケーブル㈱

コントロールケーブルの未来と共に

〒669-2824 丹波篠山市北野40番地
TEL.079-596-0321

　自動車等の機能部として必要不可欠な各種
コントロールケーブルを製造しています。株
式会社ハイレックスコーポレーションの協力
会社であり、信頼ある製品の提供を常に考え、
日々生産活動をしています。

　当社では主に自動車のボンネットを開閉す
るケーブルやシートを動かしたりするケーブ
ルを中心とし、その他バイクのアクセルやブ
レーキなどのケーブルも生産しています。

地元の高校生の皆さん、地元企業で一緒にものづくりをしてみません
か？きっと仕事のやりがいがみつかります！

■設立（創業）／1972年
■資本金／1,000万円
■売上高／6億1,100万円
　（2020年10月期）
■従業員数／54名
■平均年齢／45.0歳
■業態／製造業

紙谷 孝裕
製造課長

企業データ

信頼ある製品の提供を考え、日々生産しています

兵庫ケーブル㈱

丹
波
篠
山
市
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地元高校生へのメッセージ

原材料の木材チップを炊く釜です

〒669-3131 丹波市山南町谷川858番地
TEL.0795-77-1081

　私たち兵庫パルプ工業は、廃材・間伐材等
のあらゆる木質資源をリサイクル利用し、「パ
ルプ」と「バイオマス再生エネルギー」を製
造しています。そして「森林の再生」と「環
境にやさしい電力の供給」を通じて、循環型

社会の一翼を担っています。自然素材である
パルプはあらゆる可能性を秘めた材料とし
て、ますます注目を集めています。私たちは、
社員の成長を通じて地域への貢献を目指して
います。

■設立（創業）／1958年
　（創業1955年）
■資本金／6,000万円
■売上高／153億円
　（2021年3月期）
■従業員数／166名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

吉住 晃一
総務部 部長

令和元年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞 優秀賞

企業データ

木質資源をリサイクル、循環型社会の一翼を担う

ひょうごぱるぷこうぎょう

兵庫パルプ工業㈱
公式サイト

兵庫パルプ工業㈱

丹
波
市

当社は「パルプ」と ｢バイオマスエネルギー」を製造し、木質資源を余
すところなく有効利用する企業を目指し、林業と森林の再生、活性化な
らびに地域社会に貢献していきたいと考えています。
若い感性と発想力をもった方、ぜひ当社で働きませんか。
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地元高校生へのメッセージ

ふくしまぐみ

㈱福島組

岡屋資材倉庫 毎朝ここで朝礼をします

〒669-2334 丹波篠山市西新町188
TEL.079-552-0161

　地元で生活される皆様の生活に快適と満足
度をご提供いたします。
　手作業の時代から重機導入時より、高度成
長期に入り、次々と新しい機械・道具・工法
が編み出され、全てとは言えないまでも、積
極的に新しいものを求めてきました。常に時
代を先取りすることを意識し、環境について
も厳しくなることを見越し、中間処理プラン

トを設置し、新たな業務として産業廃棄物処
理業も行っております。
　常日頃から変化していくことを意識し、自
分自身も変えていこうとする意識を持ちなが
ら、社会に貢献することを社訓とし、地域密
着型の頼りにしていただける企業を目指して
おります。

現場での経験を積んで、得た知識と工夫でより良い物を地域にお返しす
ることを常に考えながら、成長していくことが大事だと考えています。
日頃からの意識の持ち方で同じことをしても得られるものは変わってく
ると考えています。

■設立（創業）／1928年
■資本金／2,000万円
■売上高／3億円
　（2021年6月期）
■従業員数／9名
■平均年齢／44.7歳
■業態／建設業

畑中 智仁
営業部

企業データ

時代の変化を意識し、地域に頼られる

㈱福島組

丹
波
篠
山
市
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地元高校生へのメッセージ

冷暖房完備の工場で様々なプラスチック製品を製造しています

〒669-2211 丹波篠山市大沢新110番地
TEL.079-594-1111

　今年105年目を迎えるプラスチック製品の
成形メーカーです。当社の強みは、業界を限
定せず、アパレル・医療機器・自動車・家
電・カメラ・情報通信・時計などあらゆる業
界から寄せられる多種多様なオーダーをカタ
チにしてきたことです。お客様がカタチにし
たいモノを企画・立案から量産まで一貫して
スピーディーに対応することで、みなさんが

一度は手を触れたことのある製品を世の中に
生み出してきました。
　また、福利厚生にも注力しており、事業所
内託児所の開設やNO残業DAYの設定、計画
有給日の設定、店舗で割引等が受けられる福
利厚生サービス（ひょうごファミリーパック）
への加入など、仕事と私生活のバランスが取
れる企業です。

■設立（創業）／1965年
　（創業1918年）
■資本金／4,500万円
■売上高／14億400万円
　（2021年3月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／41.1歳
■業態／プラスチック製品製造業

秋田 麗
総務課

企業データ

多種多様なオーダーをプラスチック成形でカタチに

ふるやこうぎょう

フルヤ工業㈱
公式サイト

フルヤ工業㈱

丹
波
篠
山
市

未経験でも一から勉強していただける教育制度がありますので、文系、
理系は問いません。JR篠山口駅から徒歩5分の立地ですので電車通勤も
可能です。この丹波篠山で、まだこの世に生まれていない最先端の製品
を一緒に作ってみませんか。

成長期待企業
平成30年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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地元高校生へのメッセージ

みつびしでんきしゃかいいんふらきき

三菱電機社会インフラ機器㈱

当社製品が暮らしを豊かにしています

〒669-3601 丹波市氷上町成松151番地
TEL.0795-82-2220

　当社は1934年に創業し、創立85年を超え
る三菱電機グループ企業です。現在、「鉄道
車両用機器・配電用機器・電力用機器」の3
事業を展開しています。
　3事業ともに社会インフラに不可欠な製品
を、設計からアフターサービスにいたる一貫

体制と徹底した品質管理体制で製造し、お客
様からの支持と信頼を獲得しています。また、
当社の社是である「誠意と堅実」を貫き、誠
意をもって製品生産をし、堅実な事業運営を
行うことで、「お客様に寄り添い、信頼され
続ける企業」を目指しています。

当社は日本全国・世界各地に向けた製品を製作しており、やりがいのあ
る仕事です。また、ワークライフバランスを大切にしていて、地元高校
卒業生も多数在籍しているので、とても働きやすい職場だと思います。
ぜひ一緒に働きませんか。

■設立（創業）／1934年
■資本金／3億円
■売上高／134億7,800万円
　（2021年3月期）
■従業員数／508名
■平均年齢／41.3歳
■業態／電気機械器具製造業

蘆田 翔也
成松工場 工作部 装置工作課

平成25年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
平成26年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞

企業データ

三菱電機グループで3つの事業を展開

公式サイト

三菱電機社会インフラ機器㈱

丹
波
市
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地元高校生へのメッセージ

本社外観

〒669-3634 丹波市氷上町沼148
TEL.0795-82-7111

　当社は、中性子・放射光・レーザー関連装
置、超高真空装置、省力化を目的とした自動
機、ナノインプリンターの4分野を主に手が
けています。なかでも自社開発製品の柱とし
て育ったのがナノインプリンター。半導体な
どの表面にナノ単位で自在に凹凸をつけるこ
とのできる装置で、すでに100台以上出荷し
ました。製品は一品受注が多く、「相手のニー

ズをくみ取り、当社の技術でいかに形にでき
るか柔軟に発想できる人間を求めています。
やりたいことがやれる風土があり、離職者は
ほとんどいない」ことも誇りです。「ナノイ
ンプリンターに代表される自社製品を今後さ
らに開発し、付加価値をより高めて社員に還
元していきたい｣ と思っております。

■設立（創業）／1952年
　（創業1940年）
■資本金／3,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／51名
■平均年齢／44.9歳
■業態／製造業

大嶋 英治
製造部工作課

企業データ

ナノインプリンターが自社開発製品の柱に

めいしょうきこう

明昌機工㈱
公式サイト

明昌機工㈱

丹
波
市

私は製造部でマシニングセンタを使った機械加工や超高真空部品の溶接
作業などを行っています。難しい加工も多いですが、ここでしかできな
い仕事に誇りを持ち、とても魅力を感じています。ものづくりに興味の
ある方、ぜひ一緒に仕事をしましょう！

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業
成長期待企業
令和2年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
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地元高校生へのメッセージ

やながわ

㈱やながわ

コンセプトは丹波素材で奏でるライブステージ

〒669-4124 丹波市春日町野上野209-1
TEL.0795-74-0010

　弊社は創業以来その時代時代で業態は変化
したものの、丹波素材とともに歩んできた歴
史があります。現在丹波素材を活用した加工
業と菓子製造販売業という立場で、丹波の生
産現場と消費現場をつなぐ役割を担っていま
す。弊社では店舗の隣接地に自社の加工設備
を持ち、丹波ブランドの代表格である栗・黒
大豆・大納言小豆を中心に一次加工を施し、

店舗にてスイーツに仕上げています。また、
卵、牛乳、米、苺、ブルーベリー等も丹波産
にこだわった展開で、地域とともに歩む姿勢
をモットーにしています。ゴールデンウイー
クや秋の行楽シーズンには京阪神を中心に都
市部からたくさんのお客様がお越しになり、
丹波と都市部を結ぶ役割も担った会社です。

地元丹波の素材にこだわり、心を込め・技術を磨き・丹波の味を伝えたい。そんな
想いにひかれ私もチームの一員になりました。丹波のおいしいものをたくさんのお
客様に知ってもらうことが地域貢献につながり、自分自身のやりがいにもなります。
これからはもっと技術を向上させ、納得できる商品をお客様に届けたいと思います。

■設立（創業）／1892年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／39名
■平均年齢／39.0歳
■業態／特産品の加工・卸業
　和洋菓子の製造・販売業

坂本 房恵
和菓子製造スタッフ（令和3年4月入社）

企業データ

丹波素材を活かした地域貢献

公式サイト

㈱やながわ

丹
波
市

82



地元高校生へのメッセージ

1日約3万個 山南町から全国に出荷しています

〒669-3131 丹波市山南町谷川1385
TEL.0795-77-2151

　当社は、金属や木、ガラスなどの切断や研
削・研磨に使用する研磨布紙や不織布を材料
とする研磨材を製造・販売しています。製品
は、商社や問屋、ホームセンターを通じ国内

はもとより海外にも販売しています。
　「磨きのパイオニア」として、プロから一
般家庭用、ホビーや美容関係に至るまで多種
多様な商品開発に努めています。

■設立（創業）／1972年
■資本金／3,500万円
■売上高／18億4,300万円
　（2021年3月期）
■従業員数／100名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

森井 咲
物流部

企業データ

「磨きのパイオニア」として多様な研磨材を製造

やなせ

柳瀬㈱
公式サイト

柳瀬㈱

丹
波
市

●決してなくならない商品（安定している）
●特許商品が数々ある（他社にはない商品で差別化ができている）
●お客様と共に喜びを共有できる（ニーズに合った商品開発、特別注文にも対応）
とても働きやすい職場です！一緒に働いてみませんか。
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地元高校生へのメッセージ

よしずみこうむてん

㈱吉住工務店

私たちと一緒に最高の建物をつくりましょう！

〒669-4132 丹波市春日町野村2465
TEL.0795-74-0712

　今年で創業80周年を迎える当社は、丹波
を中心に大規模建築を軸とする事業活動を
行ってきました。公共施設の新築・改修、工
場や福祉施設、商業施設などの民間工事、学
校関連施設や医療施設の工事、各種耐震補強
工事など数多くの実績を積み、阪神間にも住
宅事業の展示場を建設、西宮市を拠点に無

む

垢
く

材や自然素材を採用した木造注文住宅や、ゼ

ロエネルギー住宅の推進にも積極的に取り組
んでいます。当社が目指すのは、建物が完成
した後もお客様との絆を大切にできる人間味
あふれる会社です。「真実一路」を社是に、
規模や内容に関わらず、ひとつひとつ丹精を
込めた仕事をするという姿勢で、みなさまの
お役に立てる企業として日々努めています。

現場監督として、安全・品質管理をしながら工期内に完成、お引き渡し
という仕事をしています。正直、大変な仕事ではありますが、何もなかっ
た土地に建物が建った時の感動はやっていて良かったと思える最高の瞬
間です。ものづくりに興味のある方、ぜひ一緒に仕事をしましょう！

■設立（創業）／1942年
■資本金／3,000万円
■売上高／21億3,853万円
　（2021年3月期）
■従業員数／43名
■平均年齢／39.2歳
■業態／総合建設業

乙加 一樹
工事部

企業データ

建物が完成した後もお客様との絆を大切に

公式サイト

㈱吉住工務店

丹
波
市
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地元高校生へのメッセージ

道の駅「あおがき」の簡易パーキングを設計

〒669-3803 丹波市青垣町西芦田992-6
TEL.0795-87-1156

　1974年に創業し、今年で48年。私たちの
生活にとって大切なライフラインを造り、守
り、維持するための重要な役割を担う総合建
設コンサルタントです。道路や橋、河川構造
物などを建設するための測量や設計、地質調
査を行っています。また、頻繁に発生する豪
雨災害時には、被災箇所の測量、復旧設計を
行うなど、災害復旧を支援しています。決し

て目立つ仕事ではありませんが、安心安全で
災害に強い「まちづくり」のために欠かせな
い仕事です。
　私たちは、日々技術や知識の向上に努め、
経験と実績を積み重ねながら、地域に貢献し
続ける企業であること、また、社員ひとりひ
とりが向上し続けられる、活力のある職場づ
くりを目指しています。

■設立（創業）／1986年
　（創業1974年）
■資本金／2,500万円
■売上高／非公開
■従業員数／19名
■平均年齢／48.0歳
■業態／建設コンサルタント業

和田 真吾
測量課 主任

企業データ

安心安全で災害に強いまちづくりのために

りおぷらん

㈱リオプラン
公式サイト

㈱リオプラン

丹
波
市

私たちが測量した場所に、設計した構造物が完成したとき、また、災害
復旧後、被災地が元通りになった状況を確認するとき、やりがいと達成
感を感じます。安心安全な、災害に強い「まちづくり」のために、ぜひ
一緒に働きましょう。
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