
地元高校生へのメッセージ

食品業界を中心に医薬品や化学品などあらゆる産業を支えています

〒656-0101 洲本市納201
TEL.0799-22-7275

　当社は食品・化学・医薬品業界、その他の
産業向けの各種ステンレスタンクおよび付帯
設備の製造に特化して、50年以上の実績が
あります。
　お客様が目指しておられる省力化や自動化
を達成するために、より効率的・効果的な方

法を設計段階からご提案しています。
　～淡路島から世界へ～
　トータルエンジニアリング＆マニファク
チャリングメーカーとして日本が誇る技術
を、淡路島から世界へ発信していきます。

■設立（創業）／1947年
■資本金／1,750万円
■売上高／15億9,078万円
　（2022年4月期）
■従業員数／80名
■平均年齢／38.4歳
■業態／製造業

丸本 修平
営業 2 課

企業データ

日本が誇る技術を、淡路島から世界へ

きど

㈱キド
公式サイト

㈱キド

洲
本
市

キドでは食品・医薬・化学と幅広い分野に関わる仕事ができます。普段の買い
物で、キドの機械を使ってできた商品を見かけることがあります。「これもキ
ドが関わった製品なのか！」と最初は驚きました。魅力はまだまだありますが、
続きは選考でお伝えします。これを見てくれている、あなたを待っています！

淡路島
ブリッジ

成長期待企業
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地元高校生へのメッセージ

ECOで地球環境を守っていきましょう！

〒656-0122 南あわじ市広田広田547-2
TEL.0799-44-3301

　昨今の異常気象とも思われる猛暑や異常な
寒波、猛烈な台風や線状降水帯による水害な
どは地球温暖化に起因するともいわれていま
す。
　地球温暖化の対策として、バイデン米大統
領や各国首脳が二酸化炭素の排出を減らし、

「カーボンニュートラル」を目指すと発表し
ました。
　当社は自然エネルギー（太陽光発電）の普
及という方法で「カーボンニュートラル」を
20年以上前から推進してきた会社です。

■設立（創業）／2000年
　（創業1998年）
■資本金／3,000万円
■売上高／11億6,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／43名
■平均年齢／41.0歳
■業態／設備工事業

谷村 克也
代表取締役

企業データ

太陽光発電で人にも地球にもやさしい住まい

さんらいず

サンライズ㈱
公式サイト

サンライズ㈱

南
あ
わ
じ
市

世界中が目指している温室効果ガス（二酸化炭素）の排出削減で地球温
暖化を防止することができる仕事です。一緒に地球環境を守りましょ
う！
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地元高校生へのメッセージ

さんわせいさくしょ

㈱三和製作所

三和製作所 本社工場

〒656-2131 淡路市志筑2570-2
TEL.0799-62-0205

　おのころパークから山側を見上げて見える
水色の建物が三和製作所です。観覧車や紀淡
海峡を見下ろす絶景の丘の上で仕事をしてい
ます。工作機械を使用して自動車、鉄道、ロ
ボット等の金属部品を加工します。まだ一般
に公表されていない開発段階の製品に組み
込まれる部品が多くあり、それが数年後に
ニュースやCMで公開されます。「あの時に

自分の作ったモノが」という感動とともに、
自分がしている仕事に大きな充実感を感じる
ことになります。
　淡路島のきらきら輝く海、青い空につつま
れた最高の環境の中で、これから世に出る最
先端のモノを私たちと一緒に作っていきま
しょう。

三和製作所はこれから世に出るロボット、車、鉄道などの部品を作って
います。最先端の設備と培った技術と経験で日本のものづくりを支える
こと、これが私たちの目指すところです。これからも皆さんと共に新し
い仕事にチャレンジしてまいります。

■設立（創業）／1932年
■資本金／5,738万円
■売上高／8億9,740万円
　（2022年1月期）
■従業員数／90名
■平均年齢／38.3歳
■業態／製造業

石井 康文
代表取締役社長

企業データ

おのころパークから見上げた水色の会社

公式サイト

㈱三和製作所

淡
路
市

淡路島
ブリッジ

68



地元高校生へのメッセージ

本社社屋

〒656-0013 洲本市下加茂1丁目1番6号
TEL.0799-22-2577

　弊社は創業以来、地域に根ざした事業を展
開し、その歩みを展開しています。南あわじ
支店、淡路支店、神戸支店を展開し、島内に
とどまらず近畿エリアへとその歩みを広げて
います。長い歴史の中で、自然と人との調和
をテーマに、質の高い空間づくりを目指し地

球に優しく、自然と溶け合う「こころ」のあ
る建物を提供してまいりました。建築、土木、
設計、リフォームのプロフェッショナルとし
てお客様と共に質の高い建物をつくり、地域
社会の発展に貢献したいと考えています。

■設立（創業）／1928年
■資本金／3,000万円
■売上高／19億3,300万円
　（2021年9月期）
■従業員数／33名
■平均年齢／46.2歳
■業態／総合建設業

川村 裕紀
総務部

企業データ

「心・地いい空間づくり」を掲げ、本物の品質の追求を

しばたこうむてん

㈱柴田工務店
公式サイト

㈱柴田工務店

洲
本
市

伝統ある会社ですので、安心して働ける職場です。個性的で面倒見のよい
先輩ばかりで時には厳しく、時には楽しく感動を分かち合える非常に良い
環境だと思います。特殊な業務も多いのですが竣工した建物は自分の親や
子に見せることができ、一生残るものです。ぜひ一緒に働きましょう。
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地元高校生へのメッセージ

すもとせいびきせいさくしょ

㈱洲本整備機製作所

平成26年 一貫生産のため拡張した淡路工場

〒656-0012 洲本市宇山1丁目4番6号
TEL.0799-22-2225

　弊社は昭和27年に国産初のスチームク
リーナーを開発以来、国内唯一の高圧洗浄機
専門メーカーとして様々な高圧洗浄機器の開
発から設計、生産、販売を行っております。
弊社では早くから環境に優しい製品づくりに
取り組んでおり、特に温水式では従来の灯油

式に加え、電気、ガス、蒸気などを熱源とす
るエコ洗浄機をラインアップし、様々な業界
で高評価を得ております。洲本製品への需要
は今後ますます高まるものと考えられ、市場
の期待に応えるよう一歩一歩着実にまい進し
てまいります。

機械いじりの好きな方大歓迎。設計、溶接、塗装、板金、電気配線、組
立作業などやりたい仕事満載です。マシンや工具を使って一緒にものづ
くりを楽しみましょう！ 工場見学はいつでも大歓迎……お待ちしてお
ります。

■設立（創業）／1952年
■資本金／2,000万円
■売上高／12億5,000万円
　（2020年10月期）
■従業員数／60名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

製造部メンバー
淡路工場

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業
平成30年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞

　 選考委員会特別賞
成長期待企業

企業データ

エコにも配慮。国内唯一の高圧洗浄機専門メーカー

公式サイト

㈱洲本整備機製作所

洲
本
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

作戦会議 プロの男たちの熱いまなざし

〒656-2401 淡路市岩屋1080番地
TEL.0799-72-3174

　㈱関海事工業所は淡路市岩屋に本社を、津
名港にDEPOT（基地）を置き、海底ケーブ
ル建設工事を専門として取り扱っている会社
です。
　創業以来、培ってきた高い技術力や蓄積し
た特殊技能と、日本でも数隻しかない特殊な
台船や機械を操作し、海底ケーブルの敷設、

修理、防護工事を行うことで全国の離島の暮
らしを守っています。
　今後は、脱炭素化の未来に向け期待されて
いる再生エネルギー／洋上風力発電施設の海
底ケーブルの敷設、防護工事へも注力し、常
に社会から必要とされる企業であるよう挑戦
し続けます。

■設立（創業）／1966年
■資本金／2,000万円
■売上高／22億3,995万円
　（2022年3月期）
■従業員数／42名
■平均年齢／40.1歳
■業態／建設業

関　勝
代表取締役社長

企業データ

海底ケーブルがつなぐ未来と絆！

せきかいじこうぎょうしょ

㈱関海事工業所
公式サイト

㈱関海事工業所

淡
路
市

「つなぐ」という言葉にはたくさんの意味があり、奥深いものです。
離島の人々の暮らし・再生エネルギーの電力など社員が一丸となり、誇
りをもって海底ケーブルを一敷懸命、つないでいます。
いっしょに日本の未来をつなぎましょう。

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

だんようしんようくみあい

淡陽信用組合

「夢あるくらしのパートナー」として地域の絆を大切にします

〒656-8666 洲本市栄町1丁目3番17号
TEL.0799-22-5555

　当組合はお互い助け合い、支え合う相互扶
助を基本理念とする協同組合組織の金融機関
です。信用組合のブランドスローガン「ちか
くにいるから、チカラになれる」を大切にし、
どんな時もお客様と共に歩み続ける身近な金
融機関をめざしています。

　淡路島・神戸・播磨地域を営業地域として、
「近い、早い、親切」をモットーに地域の皆
様とのコミュニケーションを深め、愛され、
親しまれ、地域と共に発展していけるよう努
力しています。

私は地元淡路島で営業の担当をしています。外訪活動が中心で、「地域
の皆様のお役に立ちたい」という思いを胸に、細やかに対応することを
心がけています。地域の方とじかにふれあえる仕事なので「絆」が深ま
ります。私と一緒に働きませんか。

■設立（創業）／1952年
■出資金／13億200万円
■売上高／非公開
■従業員数／276名
■平均年齢／42.0歳
■業態／金融業

定本 幸大
本店営業部 渉外係

企業データ

「ちかくにいるから、チカラになれる」を大切に

公式サイト

淡陽信用組合

洲
本
市
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地元高校生へのメッセージ

淡路島にある第2工場

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3丁目3-39
TEL.072-982-2312

　BIG DAISHOWAグループは、「ツーリン
グ」という工作機械で使われる精密工具を製
造している会社です。普段の生活ではあまり
なじみのない製品ですが、世界中のモノづく
りの現場で使用していただいております。業
界内での知名度は高く、国内ではトップクラ
スのシェア率です。
　淡路島には7つの工場と物流の拠点を持

ち、2023年には新しい工場も完成予定です。
主力の生産・物流拠点である淡路島を中心に
Made in Japanの高品質な製品を世界へ向
けて発信しています。今後はより一層、海外
進出にも注力していきます。
　我々は世界中のモノづくりの現場を支える
会社であることに誇りを持っています。

■設立（創業）／1967年
■資本金／9,553万円
■売上高／非公開
■従業員数／960名
　（グループ計）
■平均年齢／43.0歳
■業態／製造業

大野 麗子
総務部 

企業データ

世界中のモノづくりの現場で使われる工具を製造

びっぐ だいしょうわぐるーぷ〔だいしょうわせいき〕

BIG DAISHOWAグループ〔大昭和精機㈱〕
公式サイト

BIG DAISHOWAグループ〔大昭和精機㈱〕

洲
本
市
（
東
大
阪
市
）

自動車やスマートフォン、ジャンボジェット機など、世界中のあらゆる
モノづくりに使用される当社の「ツーリング」。「淡路から世界へ」を合
言葉に、世界中のモノづくりを支える『BIG ブランド』を一緒に築き
上げていきましょう!!
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地元高校生へのメッセージ

ほてるにゅーあわじぐるーぷ

ホテルニューアワジグループ

『ありがとう  ただそれだけが、ききたくて』

〒656-0023 洲本市小路谷20番地
TEL.0799-23-2200

　日本の和を産業に旅館業として誕生したホ
テルニューアワジグループ。1度だけではな
く、再度お越しいただくことを目的に「おも
てなしの心」を高め、大切にしております。
現在は、淡路島・神戸・京都・香川・岡山と
コンセプトの異なる17ブランドの館を展開
しております。

　また、淡路島には500室の社宅や事業所内
保育所を準備し新卒の採用や育成に力を注ぎ
各ホテルで若手スタッフを中心に活躍してお
ります。調理部門では学びながら働くキッチ
ンアカデミーを開設し調理人の育成にも力を
注いでおります。

私たちの仕事は人の心を豊かにする大切な役割があり、接客を通してお
客様にお喜びいただくことは地域への貢献にもつながります。お客様の
笑顔に出会える仕事を一緒にしませんか？

■設立（創業）／1953年
■資本金／2,000万円
■売上高／133億円
　（2021年12月期）
■従業員数／1,650名
■平均年齢／33.0歳
■業態／旅館・ホテル業

前田 憲司
総務部 人材開発室 室長

企業データ

コンセプトの異なる17ブランドの館を展開

公式サイト

ホテルニューアワジグループ

洲
本
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

マイマルシェあわ津名市場

〒656-0101 洲本市納85-1
TEL.0799-26-2866

　マイマートは、地域のお客様の身近な存在
として「私の（お気に入りの）お店」と思っ
ていただけるよう日々、商品とサービスの向
上に取り組んでいます。皆様に愛され育てら
れ、今年で創業45年を迎え、店舗数は17事

業所（グループ全体）になりました。
　「淡路島の食生活をさらに豊かなものにし
たい！」そんな思いでスタッフみんな元気に
頑張っています。

■設立（創業）／1991年
　（創業1977年）
■資本金／3,000万円
■売上高／41億円
　（2021年9月期）
■従業員数／200名
■平均年齢／42.5歳
■業態／小売業

岩本 裕介
マイマルシェ洲本とれたて市場

企業データ

島内に17事業所、地域のお客様の身近な存在に

まい・まーと

㈱マイ・マート
公式サイト

㈱マイ・マート

洲
本
市

当社は淡路島密着のスーパーです。「あって当たり前」ではなく「なく
てはならない」仕事です。年間、億単位の発注を任せられ、自分で考え
た販売企画がたくさんのお客様に喜んでいただけた時、「楽しさ」と「や
りがい」を感じます。
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