
地元高校生へのメッセージ

ひめぷら

㈱ヒメプラ

本社は姫路駅から徒歩約10分のところにあります

〒670-0947 姫路市北条448-8
TEL.079-222-5651

　当社は昭和30年、新素材として注目を集
め始めたばかりのプラスチック製品の卸売業
として創業。当初より数多くの製品を取り
扱ってまいりました。「家庭用品事業」「産業
資材事業」という２つの主力事業で、多様な
ニーズに合わせた幅広い商品を提案していま
す。物流システムを導入し、正確・迅速な商
品提供のほか、円滑なコミュニケーションで

海外からの調達にもスムーズに対応可能、グ
ローバルな物流が強みです。
　2008年には「NET販売事業」に進出し、
ヒメプラならではの多彩な品ぞろえと、豊富
な経験、機動力でお客さまからのダイレクト
なご要望やこだわりにも対応。多くのお客さ
まにご好評いただいております。

社員だけでなく、パートの方との仲も良く、「何でも話せる」「聞いても
らえる」アットホームな社風が自慢です。各種懇親会やボウリング大会・
バーベキューなどでは、社員の家族も参加し、和気あいあいと大いに盛
り上がります。

■設立（創業）／1955年
■資本金／5,940万円
■売上高／101億円
　（2022年2月期）
■従業員数／193名
■平均年齢／47.0歳
■業態／卸売業

竹田 樹奈
総務人事課

企業データ

多様なニーズに徹底対応。幅広い商品を提案します

公式サイト

㈱ヒメプラ
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〒679-4167 たつの市龍野町富永219-2
TEL.0791-62-0826

企業データ

ひょうごけんてのべそうめんきょうどうくみあい

兵庫県手延素麵協同組合

本部事務所 平成23年11月竣工

　兵庫県手延素麵協同組合は手延べそうめん
『揖保乃糸』の製造・販売を行っています。
手延べ業界No.1の売り上げで国内シェア約
40％になります。組合員395名が丹精こめ
て作った手延べそうめんを全国の消費者の皆
様に喜んでいただけるように商品提供を続け
ています。『揖保乃糸』は、昔のままの伝統
製法を守り、製品は全て検査指導員が検査し、

全量を弊組合の専用倉庫24棟に入庫、弊組
合責任で製品管理をしています。これを消費
シーズンに出荷、全国の特約店を通じ、消費
者のお手元へお届けする販売システムをとっ
ております。近年ではそうめん文化を海外に
発信するために展示会に出展し、手延べそう
めん『揖保乃糸』を世界に広めています。

組合は明治20年9月に創立され、西播磨の地場産業として手延べ業界を
けん引しております。地元の企業で働き、日本の伝統産業である手延べ
そうめんを世界に発信しましょう。

■設立（創業）／1887年
■資本金／13億4,437万円
■売上高／158億円
　（2022年8月期）
■従業員数／156名
■平均年齢／43.6歳
■業態／製造業

高橋 一祥
営業部 営業課 課長補佐

手延べそうめん『揖保乃糸』を世界に

公式サイト

兵庫県手延素麵協同組合
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商品にはユニークなネーミングがたくさん！

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

　ブンセン株式会社は全国に本社工場、稲美
工場、福岡工場、東海工場の4工場を有し、
10営業所を構え事業を全国展開している食
品メーカーです。
　創業より、品質本位を第一に、全国のお客
様からの信頼を得ています。
　＜ブンセン＞の代名詞である海

の り

苔のつくだ
煮『アラ！』や、塩ふき昆布『塩っぺ』をは

じめ、消費者のニーズに合わせて、惣
そうざい

菜、米飯、
生菓子などの日配食品にも力を注いでおりま
す。近年は佃煮の加工技術と、惣菜の調理技
術とを融合させたLL（ロングライフ）惣菜
の製造や、瓶詰めが一般的な海苔佃煮にスパ
ウト容器を採用するなど、常に革新を心がけ
新たな提案を続けています。

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には、
新しいものを創造し、能力を発揮する場がいっぱいあります。さあ、あ
なたも希望に向かって全力を発揮してください。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／816名
■平均年齢／38.5歳
■業態／食品製造業

平谷 直也
社員育成部 主任補

企業データ

革新的な商品の提案を続ける

ぶんせん

ブンセン㈱
公式サイト

ブンセン㈱
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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／28億5,900万円
　（2022年３月期）
■従業員数／93名
■平均年齢／45.4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
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まねきしょくひん

まねき食品㈱

まねきのえきそば

〒670-0947 姫路市北条953
TEL.079-224-0255

　創業明治21年、翌年姫路駅にてわが国で
最初に経木の折箱に入れた「幕の内駅弁」を
販売し、昭和19年にお客様を「おまねきする」
という意味から「まねき食品株式会社」を設
立しました。昭和24年には「まねきのえき
そば」を販売開始し、70年を超えて「姫路
のソウルフード」としてご愛顧いただいてい
ます。

　現在は、鉄道の駅だけではなく、大阪の百
貨店や兵庫・奈良の高速道路のパーキングエ
リア等にも出店し、全国にはECサイトを構
築し、ネット販売に注力し、販路を拡大して
います。
　また、コロナ禍においては、同業他社とコ
ラボした駅弁を開発して話題になり、多くの
方々に喜んでいただいています。

創業135年の会社です。老舗企業と言われますが、常に新しいことにチャ
レンジしています。一緒にチャレンジして新しい歴史を作りましょう！

■設立（創業）／1944年
■資本金／6,700万円
■売上高／24億1,000万円
　（2021年8月期）
■従業員数／450名
■平均年齢／51.5歳
■業態／製造業

平井 良樹
管理統括部 部長

企業データ

「まねきのえきそば」が姫路のソウルフードに

公式サイト

まねき食品㈱
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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／1,500億円
　（2022年3月期）
■従業員数／約4,300名
　（関連グループ会社含む）
■平均年齢／39.9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㈱］
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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、近年は「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、
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
たの

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）／1963年
　（創業1958年）
■資本金／2,500万円
■売上高／14億9,000万円
　（2021年9月期）
■従業員数／51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
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旅館の伝統を継承しながら、時代に合わせたサービスを

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄187
TEL.079-336-1000

　私たちは開業以来お客様の期待に応えられ
るよう約60年にわたり旅館サービスを提供
してきました。お客様の満足はもちろんス
タッフの能力を充分に発揮できるよう「やっ
てみたい！」という提案や相談もしやすい関
係づくりをし、年齢・役職関係なく発言しや
すい職場にしています。またお客様へは様々
な場面でおもてなしできるのでやりがいを感

じます。
　現在は西播磨に5つの旅館を運営してお
り、開業当初からのおもてなしを継承しなが
ら地域の特性に合わせた旅館づくりを心掛け
ています。近年はお客様のニーズも多様化し
ており、それに応えるため一部客室をコンセ
プトルームに改装しお客様により良い体験を
していただけるよう日々進化し続けています。

「奉仕とおもてなしの最高峰を目指そう」をスローガンに、お客様の大
切な一日を最高な滞在になるよう追求していくのが私たちのお仕事で
す。年齢を超えて仲がいい職場です。スタッフ一同皆様をお待ちしてお
ります。

■設立（創業）／1963年
■資本金／3,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／230名
■平均年齢／40.4歳
■業態／旅館業

吉井 康貴
社長室 室長

企業データ

地域の特性やお客様ニーズに合わせた旅館づくり

ゆめのい（さんこうしょうじ）

夢乃井［㈲三晃商事］
公式サイト

夢乃井［㈲三晃商事］
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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。

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／118億2,300万円
　（2022年4月期）
■従業員数／260名
■平均年齢／49.0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
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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／60億円
　（2022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

山本 元彦
総務課

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
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