
地元高校生へのメッセージ

さんようこうくうさーびす

㈱三洋航空サービス

三ノ宮営業所

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1-7-8
TEL.078-411-8700

　阪神間を中心に長らく店舗を展開していま
したが、2021年に神奈川・奈良・和歌山に
も新店舗をオープンしました。現在は5都府
県で18店舗を展開しています。弊社はイン

ターネットでは不可能な「face to face」の
コンサルティングで、多くのリピーターを獲
得しています。

神戸・大阪の阪神間を中心に地域に根ざした店舗展開をしていますので、
地元の利を活かせる環境です。

■設立（創業）／1987年
■資本金／1億円
■売上高／38億6,100万円
　（2019年9月期）
■従業員数／60名
■平均年齢／36.1歳
■業態／旅行業

神谷 直輝
岡本営業所

企業データ

阪神間を中心に県外へも展開

公式サイト

㈱三洋航空サービス

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

ジィ・アンド・ジィ株式会社　本社オフィス

〒651-0086 神戸市中央区磯上通4-1-6-2F
TEL.078-222-1551

　G&Gは三ノ宮に本社を構える設立44年の
ITと旅行の会社です。IT事業部では予約管理
システムなど業務効率化のシステム提案と開
発を行っており、システム営業・システムエ
ンジニア・プログラマ・カスタマーエンジニ
ア職があります。旅行事業部ではJTB総合提
携店えすぽツーリストとして兵庫県内に6つ
の営業所（姫路市、神戸市、伊丹市、宝塚市、

猪名川町）と法人のお客様を対象とした団体
営業部を展開しており、トラベルコーディ
ネーター・トラベルコンサルタント職があり
ます。
　2つの異なる業種でありながら、「プロと
してお客様と向き合い、付加価値をつけて
想いをカタチにする。」という共通の想いが
G&Gにはあります。

旅行の知識０で入社しましたが、経験豊富な先輩方、旅行が大好きなお
客様に支えられ、日々学んでいます。
添乗業務や研修を通じて、旅行を身近に触れる機会も多いです。お客様
の感動のひとときに寄り添うお手伝いを一緒にしませんか？

■設立（創業）／1978年
■資本金／1,000万円
■売上高／10億7,200万円
　（2021年3月期）
■従業員数／67名
■平均年齢／39.8歳
■業態／ＩＴ・旅行業

池田 くるみ
旅行事業部 トラベルコンサルタント

企業データ

IT事業と旅行事業、異なる業種のプロフェッショナル

じぃあんどじぃ

ジィ・アンド・ジィ㈱
公式サイト

ジィ・アンド・ジィ㈱

中
央
区

成長期待企業
令和2年度 仕事と生活のバランス企業表彰
えるぼし認定企業
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地元高校生へのメッセージ

たなだけんざい

棚田建材㈱

少しでも興味がある方、ぜひ職場見学にお越しください！

〒657-0035 神戸市灘区友田町3丁目6-15 
KHK灘ビル2階

TEL.078-841-3551

　創業71年の「防水工事の専門家集団」です。
生活に不可欠な衣・食・住の「住」を担う建
設業界で、防水に特化した専門工事会社とし
て、兵庫・大阪を中心に事業展開しています。
近年拡大する既存建物の改修工事への需要増
大に応え、この8年で売上は4倍増加。兵庫
県立美術館やノエビアスタジアム神戸などの
大型施設や、官公庁や学校など5万件以上の

施工実績があります。
　歴史ある当社ですが、直近10年で新卒採
用を推進し『平均年齢29.8歳』と若手社員
が中心に活躍しています。バディ制度を取り
入れ、新入社員には年齢の近い先輩が一人ひ
とりに付き、幅広くサポートしますので安心
してください。一緒に挑戦し、成長していき
ましょう！

この仕事の魅力は、自分が施工した建物が街に残り、現場の前を通るた
びに「自分たちがきれいにしたんだ」とあらためて達成感を得られるこ
とです。年齢の近い先輩・同僚が多く、相談しやすい環境で働くことが
できます！

■設立（創業）／1951年
■資本金／8,800万円
■売上高／33億8,200万円
　（2022年6月期）
■従業員数／83名
■平均年齢／29.8歳
■業態／建設業

清水 佳
姫路営業所 施工技術グループ

企業データ

「防水工事の専門家集団」として大型施設も施工

公式サイト

棚田建材㈱

灘
区

ユースエール認定企業
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地元高校生へのメッセージ

ちよだせいき

㈱千代田精機

神戸市長田区に構える本社ビル

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号
TEL.078-681-8844

　創業76年の高圧ガス制御機器メーカーで
す。弊社では、今、次世代エネルギーである
水素を制御する機器の開発を進め、水素社会
のインフラ実現に向け取り組んでいます。
　また、長く働ける環境作りにも力を入れて
います。半日有休制度やリフレッシュ休暇の
創設、野球部・フットサル部・筋トレ部・神

戸マラソン参加者への補助や、労働組合主催
の家族参加型イベントの実施など、社内コ
ミュニケーションを高めています。また、こ
の3年の間に5つの支店・営業所を移転・リ
ニューアルし、働きやすい職場作りを実現し
ました。当社は創業75年を超えていますが、
現在も成長を続けている会社です。

工業高校を卒業後に就職しました。入社初日から「頑張ろな！」や「高校ど
こなん？」など、たくさんの方に温かく歓迎していただきました。はじめは
不安や緊張があったけど、気さくで話しやすい方が多くとても早くなじめま
した。今では、働く楽しさを知り日々仕事を覚える意欲が増しています！

■設立（創業）／1946年
■資本金／7,128万円
■売上高／43億5,862万円
　（2022年7月期）
■従業員数／195名
■平均年齢／42.6歳
　（2022年8月現在）
■業態／製造業

佐々木 祐人
製造部 組立一課

企業データ

水素社会のインフラ実現を目指し

公式サイト

㈱千代田精機

長
田
区
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地元高校生へのメッセージ

でじあらほーるでぃんぐす

㈱デジアラホールディングス

お庭のネットビジネスでお客様に「笑顔」を

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート10F

TEL.078-846-4401

　デジアラホールディングスは「エクステリア・
外構空間」の提供を通じて、日本全国のお庭に
ご家族の笑顔があふれる、そんな社会の創造を
目指しています。
　ウッドデッキ等をインターネットで提供する
業界No.1の「エクスショップ」事業。
　庭を創る<ガーデンメーカー＞を目指す

「ガーデンプラス」事業。

　…この2つの事業によって、理念の実現を目
指しています。
　「庭づくり」を通じて、「家族が憩い」「家族
の笑顔」が生まれる空間を提供していきたい。
そして、様々な表情の庭による「街並みづくり」
を実現していきたいと考えています。設立20
年を超え、デジアラグループは、「チャレンジ
精神」と「積極性」にあふれた仲間を募集します。

地元神戸で創業し、22年。100億円企業へと成長した当社は、個性豊
かな若い社員が活躍しています。仲間を思いやりながら、チーム一丸と
なって業務に取り組むのが当社の社風です。一緒に試行錯誤しながら成
長しあえる方を募集しています。

■設立（創業）／2000年
■資本金／9,946万円
■売上高／142億1,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／260名
■平均年齢／31.0歳
■業態／商社（エクステリア）業

宮内 友恵
総務部 人事課

くるみん認定企業

企業データ

「笑顔が生まれる住空間を私たちの手で」（企業理念）

公式サイト

㈱デジアラホールディングス

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

高い技術力が当社の強みです

〒650-0024 神戸市中央区海岸通6番地 
建隆ビルⅡ 9階

TEL.078-332-5555

　当社の主な事業は石油・化学などの工場内
に設置されているプラントの建設やメンテナ
ンスです。プラントとは、複数の機械・装置
を組み合わせた大型の産業設備のことをいい
ます。そして、ライフラインと呼ばれるガス
や水道の配管敷設なども行っています。
　また、自社の工場では直径が数メートル、

あるいは長さが100メートルにもなるような
大きな溶接鋼管（パイプ）などを製造してお
り、専用岸壁から船を使って出荷しています。
みなさんが普段目にする機会が少ないところ
で、縁の下の力持ちとして日本の産業基盤を
足元から支え社会に貢献しています。

ガスの配管工事に携わっています。厳しい面もありますが、皆さんフレ
ンドリーで、すごく話しやすい職場です。監督や職人さんとの打ち合わ
せも多いので、技術力に加えてコミュニケーション能力も求められる仕
事です。

■設立（創業）／1952年
　（創業1938年）
■資本金／9,000万円
■売上高／101億9,687万円
　（2022年3月期）
■従業員数／407名
■平均年齢／46.2歳
■業態／建設業・製造業

吉田 愛斗
ガス水道事業部 内管溶接工事課

企業データ

日本の産業基盤を足元から支え、社会に貢献

とうあがいぎょう

東亜外業㈱
公式サイト

東亜外業㈱

中
央
区

71



地元高校生へのメッセージ

なんばーすりー

㈱ナンバースリー

ポートアイランドにある神戸本社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-27
TEL.078-306-1183

　株式会社ナンバースリーは、美容専売品の
総合メーカーです。サスティナビリティ（持
続可能性）等様々な社会問題だけでなく、化
学製品に触れる機会の多い美容師やお客様の
体のことも考えた製品を作り出していくこと
に真剣に取り組んでいます。

　美容業界だけでなく社会にも貢献できれば
という期待を抱いて、ナンバースリーは国際
認証を得たオーガニック・ナチュラル・ボタ
ニカルな商品をもとに「体にも・心にも・環
境にも優しい」サロンづくりを提案していま
す。

今年で創業71年目のナンバースリーでは、毛髪化粧品を国内のみなら
ず海外へも展開しています。私たちと一緒に安心・安全で誇れる商品を
神戸から世界中に発信しませんか？

■設立（創業）／1956年
　（創業1951年）
■資本金／1億円
■売上高／34億5,600万円
　（2022年5月期）
■従業員数／130名
■平均年齢／39.0歳
■業態／製造業

柴山 恵
人事総務部

兵庫県立地支援企業

企業データ

国際認証をも得る美容専売品の総合メーカー

公式サイト

㈱ナンバースリー

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

神戸市灘区にある本社ビル

〒657-0846 神戸市灘区岩屋北町4-4-1
TEL.078-871-6800

　創業から72年、蓄積してきたノウハウと大
手鉄鋼メーカーとの強い絆をベースに幅広く
事業展開しています。鉄の製造過程で生まれ
る副産物「鉄鋼スラグ」の加工や「アルミ」「レ
アメタル」のリサイクル事業など「地球から
もらった資源を無駄にしない」という強い思
いを持って事業に取り組んでいます。
　「鉄鋼」と聞くと堅苦しい印象があるかもし

れませんが、当社の職場はアットホームで上
司・先輩とも話しやすい雰囲気です。福利厚
生面でも初年度から有給休暇が20日付与され
るほか、宿泊費用の補助や、家族手当、住宅
手当、食事補助など充実しております。必要
な資格等についても入社後に会社の費用負担
で取得していただけますので、資格等をお持
ちでない方も安心して働いていただけます。

社員一人一人が社会の一員として義務と責任を果たし、さらに地球の未
来のために限られた資源を守り、環境保護に努めることが日清鋼業の使
命です。この使命を共に果たし、当社を次のステージに導く人財を求め
ています。

■設立（創業）／1950年
■資本金／7,000万円
■売上高／376億6,700万円
　（2022年6月期）
■従業員数／395名
■平均年齢／41.0歳
■業態／鉄鋼業

山本 博史
代表取締役社長

企業データ

「地球からもらった資源を無駄にしない」

にっしんこうぎょう

日清鋼業㈱
公式サイト

日清鋼業㈱

灘
区
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にほんじゃばら

日本ジャバラ㈱

三木工場

〒652-0802 神戸市兵庫区水木通9丁目1-16
TEL.078-576-7665

　神戸で日本初のジャバラ専門メーカーとし
て創業。豊富なノウハウと技術力で多くの製
品を提供し、我が国の基幹産業を支えてきま
した。
　兵庫県三木市、中国上海に生産拠点を構え
ています。震災やリーマンショックなど、数々
のピンチをチャンスに変え、新製品開発や海
外進出を実現、歴史があると同時に新しく活

気あふれる会社です。
　「モノづくりはひとづくりから」をモットー
に、社員教育に力を入れています。入社時研
修やOJT訓練だけでなく、年次・職種ごと
の集合研修、社長が自らの考えや方針、世界
情勢などを話す社長塾など多岐にわたりま
す。あなたのチャレンジ精神で成長のチャン
スをつかんでください！

「小さくても一流、世界一のジャバラ屋になる」そのために私たちは想
像から創造する「想造型企業」を目指しています。60年以上の歴史が
ある会社ですが、若い仲間が多くとても活気があります。地元で働き、
地域貢献しながら一緒に世界の産業を支えていきましょう！

■設立（創業）／1957年
■資本金／4,000万円
■売上高／26億6,000万円
　（2021年9月期）［連結］
■従業員数／国内120名
　　　　　　海外100名
■平均年齢／32.1歳
■業態／製造業

竹田 賢功
常務取締役

成長期待企業

企業データ

業界を牽
けんいん

引し続ける日本初のジャバラメーカー

公式サイト

日本ジャバラ㈱

兵
庫
区
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職場で働く先輩がしっかりとサポートいたします

〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119番地
大樹生命神戸三宮ビル3階

TEL.078-332-0871

　半世紀以上にわたって、神戸を中心にIT・医療・
公共福祉の分野で事業展開中。ワークライフバラ
ンスが整っているので生活環境が変わっても長く
働ける会社です。
■医療事務
　総合病院のパートナーとして、患者様に安心と
快適をお届け。資格なしでもOK。入社後、資格
取得のための講座を用意するなど皆さんをサポー

トします。女性メンバーも管理職として活躍中で
す。将来なくならない仕事で医療貢献しません
か？
■ITエンジニア
　未経験でも安心してください。丁寧に指導しま
す。当社は多岐多様な案件があり、エンジニアと
して様々な経験ができます。システム開発・インフ
ラ運用など…ぜひ当社でスキルを磨いてください。

■設立（創業）／1968年
■資本金／5,000万円
■売上高／121億円
　（2021年9月期）
■従業員数／3,800名
■平均年齢／38.0歳
■業態／医療事務、情報処理業

髙橋 由佳
人事部

平成29年度 ひょうごNo.1ものづくり大賞 選考委員会特別賞
ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2013 産業労働部長賞
平成29年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
兵庫県立地支援企業　
くるみん認定企業　 えるぼし認定企業

企業データ

50年黒字経営の安定企業！残業削減や女性活躍の推進など、働き方改革も実施中

にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー

㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター
公式サイト

㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター

集合研修やOJT研修を中心に、段階を踏んだ教育制度をご用意してい
るので、未経験の方もご安心ください！メンター制度もあるので、身近
な先輩社員が相談にも乗ってくれます。メリハリを大切にして、皆さん
と楽しく働けたらと思います。

中
央
区
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