
地元高校生へのメッセージ

約10tのスロッターマシンNVS-500です

〒679-1102 多可郡多可町中区安楽田5番地
TEL.0795-32-2800

　北播磨エリア唯一の工作機械メーカーとし
て、ポリゴンマシン・スロッターマシン等の
工作機械の製造・販売と、お客様の図面に基
づいてパイプベンダー等の製造を行っていま
す。お客様の要望により機械仕様が異なり、
創意工夫が試される仕事が多数あります。
　1台1t 〜 10tの大型機を製造しており、

チームを組んでの仕事を行っています。
　わが社では、最新鋭の機械を用いて高精度
な部品加工を行う加工課、常に探求心をもっ
て機械を組み立てる組立課、社外の協力会社
やお客様と密に連絡を取り仕事をこなす業務
課の３つの課が上手に作用して、お客様に満
足してもらう商品を製造しています。

機械の組立・電機配線・使用する部品の加工の仕事をしてもらいます。
日藤が作る機械は多種多様であり、一品ごとに仕様が違います。様々な
ことへの探求心があり、機械作りが好きな方をお待ちしております。

■設立（創業）／1958年
　（創業1950年）
■資本金／2,100万円
■売上高／6億391万円
　（2022年3月期）
■従業員数／32名
■平均年齢／44.8歳
■業態／製造業

西原 豪男
代表取締役社長

企業データ

機械仕様の異なる大型工作機械を製造

にっとうぽりごん

㈱日藤ポリゴン
公式サイト

㈱日藤ポリゴン

多
可
町

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業
ひょうごクリエイティブグランプリ2014
成長期待企業
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地元高校生へのメッセージ

はまだこうむてん

㈱浜田工務店

高砂市の発展と共に成長している当社

〒676-0049 高砂市高砂町田町491
TEL.079-443-2226

　高砂市の発展とともに創業89年、「社員・
取引先・地域社会から愛され、必要とされる
会社」を目指し、アサヒ飲料㈱や㈱カネカな
ど大手メーカー様の一次協力会社として私た
ちの生活に欠かせない飲料水や化学製品を製
造しています。また、取引先工場を中心とし
た土木・建築・電気・管工事などの総合建設
業にも力を入れています。

　会社が一つのチームとして機能し続けるた
めに、従業員同士がコミュニケーションを図
る機会、社員が成長できる機会が多く、一人
ひとりが自律した主体的な人間に成長できる
社風が魅力です。地元兵庫でものづくりを通
して社会に貢献し、仕事のやりがいを一緒に
実感しませんか？これからの浜田工務店を私
たちとつくっていきましょう！

ワークライフバランスを保ちながら地元で勤務できるということで入社
を決意。「ここなら長く働ける。」そう思える会社だからこそ、今でも楽
しく仕事ができています。誰もが一度は飲んだことのあるあの有名商品
を私たちと一緒に作ってみませんか？

■設立（創業）／1955年
　（創業1934年）
■資本金／3,000万円
■売上高／19億円
　（2022年1月期）
■従業員数／330名
■平均年齢／39.7歳
■業態／業務請負業・総合建設

業・産業機器販売業

柴坂 元太
明石営業所〔アサヒ飲料㈱明石工場内〕調合工程

企業データ

私たちは、「大企業を動かすエンジン」です！

公式サイト

㈱浜田工務店

高
砂
市
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地元高校生へのメッセージ

加古川工場の製品と外観写真です

〒675-0023 加古川市尾上町池田850番地の68
TEL.079-457-3321

　全国のドラッグストアで主に販売している、
ヘルシー感覚あふれる栄養機能食品シリーズ
(クッキー、ウエハースなど)を製造している
会社です。
　「良薬口に苦し」ということわざがあります
が、どうせ食べるならやっぱりおいしいもの
がいいし、その方が継続できますよね。
　当社では長年、お菓子メーカーとして培っ

てきたノウハウを活かして、“おいしさ”へ
のこだわりをもって、商品を開発しています。
また、最新の生産システム(工場)で製造する
ことで、優れたコストパフォーマンスを実現し
ました。
　カラダにやさしく、おいしいお菓子を、兵
庫県から全国のお客様へ、お手頃な価格でお
届けできるように、日々努力を重ねています！

（甲斐）高校の求人で会社を知り、大きな工場で働いてみたかったので
入社しました。友達に「お菓子買ったよ」と聞いたときはうれしく思い
ました。

（山本）会社のお菓子を家族に食べてもらったら喜んでくれました。

■設立（創業）／1948年
　（創業1945年）
■資本金／9,000万円
■売上高／118億9,800万円
　（2022年3月期）
■従業員数／282名
■平均年齢／37.4歳
■業態／菓子製造業

甲斐 杏莉（2021年入社）、山本 彩加（2022年入社）

加古川工場 包装工程

企業データ

自社オリジナルのクッキー、ウエハースを製造

はまだこんふぇくと

ハマダコンフェクト㈱
公式サイト

ハマダコンフェクト㈱

加
古
川
市
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地元高校生へのメッセージ

はやぶさ

㈱ハヤブサ

新本社（手前）ライフスタイル物流センター（奥）

〒673-1116 三木市吉川町大畑341-23
TEL.0794-73-0212

　当社は1959年に「田尻隼人商店」として
釣具の小売釣針の製造を開始し、1970年に
釣具メーカーとして「(株)ハヤブサ」を設立
しました。誰でも簡単に魚が釣れる“サビキ
仕掛”は当社の看板商品として釣り人たちに
長年愛されています。自然とふれあうことで
生まれる「リアルな感動」を多くのお客様に
体験していただくため、確かな品質と新しい

アイデアを取り入れ、常にチャレンジし続け
る精神を持ってモノづくりに取り組んでいま
す。
　現在では北米・中国・ベトナム・ミャン
マーと海外進出を図り、釣り事業だけでなく
アパレル事業・ペット事業の３本柱で最高の
品質・最高のシーンをお客様にご提供できる
よう日々挑戦を続けております。

入社前は環境が変わることに大きな不安があり、社会人としての知識も
なく一からの勉強でした。今では徐々に任せてもらえるようになり、憧
れの上司を目標にしつつ業務に取り組んでいます。ぜひ一度会社見学に
お越しください。

■設立（創業）／1970年
　（創業1959年）
■資本金／5,000万円
■売上高／39億7,０00万円
　（2021年12月期）
■従業員数／174名
■平均年齢／39.2歳
■業態／製造業

立石
管理部　人事課

企業データ

サビキ仕掛で釣り人たちに愛される

公式サイト

㈱ハヤブサ

三
木
市

令和4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

ばんしゅうでんそう

播州電装㈱

本社社屋

〒675-0102 加古川市平岡町西谷25-1
TEL.079-456-0010

　当社は、建設機械用・自動二輪車用などの
ワイヤーハーネスを製造、輸入販売している
会社です。ワイヤーハーネスとは、電子部品
を接続する電線等の集合部品で、電子部品を
確実に接続してコントロールするために欠か
せません。
　オートバイ用関連では、海外グループ会社
が製作したワイヤーハーネスが、インドネシ

ア全土で販売されているオートバイの【約
80%】に採用されています。建設機械関連
では、パワーショベル等に採用され、世界の
建築現場で活躍しています。
　車両関連では、ダンプトラック、フォーク
リフト等に採用され、世界の土木建築現場、
巨大鉱山、工場ラインと様々な環境で活躍し
ています。

求める人物像について、「常に成長しようと努力する人」「ポジティブな
考え方のできる人」「粘り強い人」と考えています。選考方法も、皆様
と実際にお会いして対話を大切にする『人物重視』の選考を行っていま
す。

■設立（創業）／1968年
■資本金／5,000万円
■売上高／59億5,900万円
　［連結：157億4,900万円］
　（2021年12月期）
■従業員数／国内：215名
　［グループ計：4,750名］
■平均年齢／50.0歳
■業態／製造業

三浦 恒二
人事総務グループ グループ長

企業データ

世界に向け建設機械・自動二輪車のワイヤーハーネスを製造

公式サイト

播州電装㈱

加
古
川
市

令和元年度 ひょうごオンリーワン企業
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地元高校生へのメッセージ

加古川市の本社工場

〒675-0023 加古川市尾上町池田1945-2
TEL.079-423-3671

　当社は創業70年を超える機械メーカーで、
製鉄用機械装置の製作および補修をメインと
する産業機械部門と鋼材の試作や試験片加工
を担う試験片加工部門の2つの事業を運営し
ています。産業機械部門では各種大型ＮＣ加
工機をはじめとする最新鋭設備を駆使した高
精度の機械加工や製缶、組立、検査など充実
した体制を備える一方、いち早く海外メー

カーとの連携に取り組み、低コストかつ高品
質の海外調達を実現することでお客様の信頼
とニーズにお応えしてきました。
　また、試験片加工部門では鋼材の研究開発
試作に関わるあらゆる相談を承るほか、完全
自動加工ラインによる試験片加工の24時間
操業を実現するなど、お客様より高い評価を
得ています。

入社当初は工作機械や品物の大きさに驚いたり、製品がどのように使わ
れるのかすら分かりませんでしたが、今では職場見学会を任され会社説
明をしています。いろいろなことを任されるのは戸惑いも多いけれど自
分の成長が実感できやりがいがあります。

■設立（創業）／1969年
　（創業1946年）
■資本金／2,600万円
■売上高／31億円
　（2022年1月期）
■従業員数／138名
■平均年齢／40.4歳
■業態／生産用機械器具製造業

尾内 峡真（2019年入社）

検査係

企業データ

産業機械部門と試験片加工部門の２事業を運営

ひょうごせいさくしょ

㈱兵庫製作所
公式サイト

㈱兵庫製作所

加
古
川
市
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地元高校生へのメッセージ

ふじいでんこう

藤井電工㈱

本社・滝野工場

〒690-0295 加東市上滝野1573-2
TEL.0795-48-3360

　当社は、高所作業の命綱である“墜落制止
用器具”で世界トップクラスのメーカーです。
創業以来70年の長きにわたり、一貫して安
全と能率の向上をテーマに様々な製品を世に
送り出してきました。
　高所で作業される方々の命を守る製品を
作っている当社では、徹底した品質管理体制
を敷いています。世界でも例を見ない試験鉄

塔を備え、墜落制止用器具、墜落防止装置の
実証試験を行っています。また、エックス線
検査で目に見えないところまでチェックを
行っています。それだけ、人の命を守ること
は、大切だと考えているのです。
　「安全は愛」(Safety is Love)をモットー
に、世界クラスの製品作りを目指します！

私の入社のきっかけは、過去に事故に遭ったことで安全に対する意識が
大きく変わったことでした。入社するまでは少し不安もありましたが、
先輩社員の方々に助けられ、仕事も充実しています。今ではお客様を第
一に、安全、安心の社会に貢献するため、日々全力で取り組んでいます！

■設立（創業）／1952年
■資本金／2億5,000万円
■売上高／133億円
　（2021年8月期）
■従業員数／435名
■平均年齢／40.8歳
■業態／製造業

竹村 真愛（入社3年目）

社工場　第8作業課

企業データ

「安全は愛」掲げ、墜落制止用器具で世界へ

公式サイト

藤井電工㈱

加
東
市
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地元高校生へのメッセージ

小野市にある、当社の物流センターです！

〒673-0403 三木市末広3丁目11番31号
TEL.0794-83-3131

　金物の街、三木市に誕生した藤原産業は創
業以来、各種ツールの開発と販売一筋に歩ん
できた企業です。全国ホームセンター・プロ
ショップを対象に、電動工具や作業工具、大
工道具、園芸機具などDIYツールと呼ばれる
商品を提供しています。
　また、商品の卸売りだけではなく、自社ブ

ランドの商品開発も行い、企画開発型商社と
しても高い評価を得ています。今後も、創業
から100年以上続く歴史と信頼を守るため、
変革とチャレンジを続け、業界のリーディン
グカンパニーとしてさらなる成長を目指しま
す。

ツールの命は、品質の良さにあります。「プロでも使える品質、アマチュ
アでも買える価格」を商品開発の基本としながら、ツールを通じて日本
中の、そして世界中の一人でも多くの人に幸せと喜びの輪を広げてまい
りたいと願っています。

■設立（創業）／1944年
　（創業1897年）
■資本金／8,448万円
■売上高／650億円
　（2021年6月期）
■従業員数／881名
■平均年齢／36.0歳
■業態／卸売業

藤原 慶三
代表取締役社長

企業データ

電動工具をはじめとするDIYツールで先頭を走る

ふじわらさんぎょう

藤原産業㈱
公式サイト

藤原産業㈱

三
木
市
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地元高校生へのメッセージ

ぷらいむぷらねっとえなじーあんどそりゅーしょんず

プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱

関西本社　加西工場

〒675-2332 加西市鎮岩町194番地4
TEL.0120-700-607

　当社は【トヨタ自動車株式会社】と【パナ
ソニック株式会社】が共同出資して設立され
た車載用電池メーカーです。SDGsや脱炭素
の世界的流れの中、電動車の市場は2030年
には約5,000万台と20年比で約7倍へと拡大
することが見込まれています。我々は世界の
幅広いカーメーカーの電動化に貢献し、地球
環境問題への解決に寄与したいという想いが

あります。
　企業の急成長が見込まれるだけに、採用の
拡大を積極的に行っており、人を中心とした
経営についてはトヨタやパナソニックの精神
を受け継ぎ、『ものづくりは人づくり。もの
をつくる前に人をつくる。』の考えのもとに
人材育成にも積極的に取り組んでいます。

私たちは親会社の実績と新会社としてのベンチャー精神を併せ持つ会社
です。『チャレンジ精神旺盛な人』『協調性を持ってチームとして仕事に
取り組める人』　そんな方と一緒に働きたいと考えています。

■設立（創業）／2020年
■資本金／非公開
■売上高／非公開
■従業員数／8,000名
■平均年齢／非公開
■業態／製造業

吉澤 真司
人事室 要員・採用グループ

企業データ

トヨタやパナソニックの精神を受け継ぎ、車載用電池で世界へ

公式サイト

プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱

加
西
市
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地元高校生へのメッセージ

〒675-0146 加古郡播磨町古田1丁目5-30
TEL.079-436-3001

　当社は1929年に創業し、船舶業界では老
舗の企業です。大型船の運航に不可欠なポン
プや海洋・大気汚染を防止する環境製品の製
造・販売を行っています。2010年からは新
たな事業として農工分野に進出し、水耕栽培
装置の製造・販売を開始しました。流体技術
を応用した多分野での挑戦や、世界初の舶
用水耕栽培装置等が評価され、2020年度の

「ひょうごオンリーワン企業」にも選出され
ました。
　当社は完全週休2日制・休日日数125日を
採用しており、男性育児休暇取得奨励など、
働きやすい環境作りにも取り組んでいます。
6年後に迎える創業100周年、その先の未来
へ向けて、船舶の分野にとどまることなく、
兵神は挑戦を続けます。

“メーカーの使命は、良いモノを作ること”。創業者が掲げた信念で90
年以上ものづくりをし、その大半を船舶業界に貢献してまいりました。
船舶の仕事は世界を相手にします。我々は培われた技術で、地球に貢献
する環境機器メーカーとして成長し続けてまいります。

■設立（創業）／1950年
　（創業1929年）
■資本金／9,500万円
■売上高／33億円
　（2021年9月期）
■従業員数／150名
■平均年齢／39.0歳
■業態／船舶・農工機器製造販

売業

友藤 昇平
取締役社長

企業データ

水耕栽培装置の製造・販売事業にも進出

へいしんきかいこうぎょう

兵神機械工業㈱
公式サイト

兵神機械工業㈱

播
磨
町

令和2年度 ひょうごオンリーワン企業

船上で新鮮な野菜が育てられる舶用水耕栽培装置
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