
地元高校生へのメッセージ

はーとすふーどくりえーつ

ハートスフードクリエーツ㈱

食で笑顔を届ける

〒658-0045 神戸市東灘区御影石町4丁目15番15号
TEL.078-891-5401

　ハートスフードクリエーツは、「食で笑顔
を届ける」を理念に2011年に創業しました。
私たちは、求食（給食）事業をはじめとする
5つの事業展開をしております。（求食・食育・
スイーツ・外食・フードコンサルティング）
様々なフードサービスを通じてお客様に笑顔
をお届けしています。

　また2019年夏より、淡路島に自社ファー
ムを保有し、自ら野菜づくりに挑戦していま
す！地産地消から自産自消へ。自分たちが舌
鼓を打って食べたいもの、子どもたちに安心
して食べさせたいものを皆さまにご提供する
ことをお約束します。

学生としての就職活動は今だけなので、自分を分析する貴重な事案だと
思います。自分がこの会社に入社したら・・・とワクワクしながら楽し
みましょう！やりたい！と思う仕事に出会えるように目標に向かって頑
張ってください。

■設立（創業）／2011年
■資本金／100万円
■売上高／4億2,900万円
　（2021年8月期）
■従業員数／106名
■平均年齢／40.0歳
■業態／飲食サービス業

西脇 章
代表取締役

企業データ

「食で笑顔を届ける」

公式サイト

ハートスフードクリエーツ㈱

東
灘
区

成長期待企業
令和3年度 仕事と生活のバランス企業認定
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地元高校生へのメッセージ

はくつるしゅぞう

白鶴酒造㈱

四季醸造蔵と酒造資料館が隣接する構内

〒658-0041 神戸市東灘区住吉南町4丁目5番5号
TEL.078-822-8901

　白鶴酒造は、みなさまの食文化・生活文化
を提案してまいりました。
　「時をこえ 親しみの心をおくる」。このス
ローガンは酒造りひとすじに歩む白鶴酒造の
社員一人ひとりが、酒造文化の継承者として
の心を持ち、食文化の将来を絶えず見据え、
研
けん

鑚
さん

・努力する姿勢を表しています。
　1743年の創業以来、「人の和」を重んじる

ことは、白鶴酒造の風土として今もなお脈々
と受け継がれ、日本酒文化を継承する者たち
の強い絆として大きな支えとなっています。
白鶴酒造は今、新しい市場を創造し取り組ん
でいくためにも、学生のみなさんが持ってい
る旺盛な好奇心・柔軟な発想・行動力を必要
としています。

学生の皆さんは、自分がどんなやりがいを持って仕事に取り組みたいの
か、社会に貢献したいのか、じっくり考えてみてください。“日本の伝
統文化を盛り上げて、発信していきたい”という強い想いのある方の当
社へのご応募お待ちしております！

■設立（創業）／1927年
　（創業1743年）
■資本金／4億9,500万円
■売上高／273億円
　（2022年3月期）
■従業員数／492名
■平均年齢／44.0歳
■業態／清酒製造業

杉本 いづみ
総務人事部

平成28年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

日本酒文化を継承し、新しい市場を創造

公式サイト

白鶴酒造㈱

東
灘
区
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地元高校生へのメッセージ

ふくはらせいきせいさくしょ

㈱福原精機製作所

弊社の丸編機です（海外展示会の出展機種）

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-5
TEL.078-997-8800

　弊社はニット用“丸編機”という機械を製
造している会社です。皆さんは“丸編機”と
聞いてもどのような機械なのか、また弊社が
どんな会社なのか想像つかないかと思いま
す。ですが、この業界内では世界的に有名な
メーカーとして知られており（電子柄編機で
は世界トップシェア）、皆さんと関わり深い
ところで弊社の機械が活躍しています。

　丸編機とは糸から洋服などに使用される生
地を編む機械です。そうして編まれた生地か
らTシャツやスポーツウェアなどが作られま
す。（身近なファストファッションから日本
代表アスリートのユニフォームまで！）
　近年ではニット製品が増えており、今後も
丸編機の需要は拡大し、躍進していくことで
しょう。

私は工業高校を卒業後に入社し、加工に携わる職場で働いています。こ
こで求められる品質は高く、世界品質のレベルの高さを感じながらも、
責任感を持って前向きに働いています。仕事に前向きに取り組める方と
ぜひ一緒に仕事をしたいと思っています！

■設立（創業）／1956年
■資本金／9,600万円
■売上高／79億6,700万円
　（2022年5月期）
■従業員数／244名
■平均年齢／39.6歳
■業態／製造業

石田 紗也
企画部 生産技術課

企業データ

“丸編機”分野の世界的メーカー

公式サイト

㈱福原精機製作所

西
区

令和3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

JR神戸駅から徒歩5分のオフィスです

〒650-0015 神戸市中央区多聞通4-1-20
TEL.078-361-5511

　当社はソフトウェア開発を中心に組み込み
開発や制御設計からシステム導入コンサル
ティングまで幅広いITソリューションを提
供している神戸のIT企業です。
　中でも、医療業界と製造業界に強みを持ち、
多くのお客様に当社が手掛けたシステムをご
利用いただいております。
　例えば、医療機関の複雑な勤務形態や人事

評価に対応した人事・労務管理システムや手
術器材の滅菌管理システムなど業界に特化し
た専門システムを自社パッケージソフトとし
て開発・販売しています。
　また、PCで利用するソフトウェアだけで
なく工場の生産ラインの制御設計や、組み込
みシステムと呼ばれる機械を動かすためのプ
ログラムなども手掛けています。

組み込み系の制御から医療系のソフトウェア開発まで幅広い業務があ
り、やりがいも多く、新人教育もとても手厚いのでついていけるのかと
いう心配もありません。自分の技術力を伸び伸びと成長できる職場だと
思います。

■設立（創業）／1999年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／52名
■平均年齢／37.2歳
■業態／ソフトウェア業

西川 龍生
システムインテグレーショングループ

企業データ

医療機関向けの複雑なソフトウェア開発も手掛ける

べねすと

㈱ベネスト
公式サイト

㈱ベネスト

中
央
区

平成29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

ぽーたるず

㈱ポータルズ

女性が活躍できる職場です

〒654-0151 神戸市須磨区北落合2丁目11-39　
エグゼガーデンビル3F

TEL.078-792-8860

　治療院に特化したホームページ制作が主です
が、チラシやパンフレット制作、LINEやイン
スタグラムの構築などWEB周りでお客様の集
客をお助けする会社です。お客様は全国各地の
整骨院・整体院の先生方。飛び込み営業やノル
マなどは一切ありません！独自の評価制度に基
づき頑張りを評価します！年功序列は一切な
く、若手がどんどん活躍している会社です♪

　ポータルズの1番の自慢は社内環境の良さで
す。女性だけの社内は、空調はもちろん、冷蔵
庫、電子レンジ、ウォーターサーバー、ダイエッ
ト器具まで（笑）
　集中してやるときはやる！おいしいお菓子は
みんなでシェア！みたいなメリハリがあって、
穏やかな社内です。女性が働きやすい環境を意
識しています。

厳しい風紀がなく好きな服、好きな髪色で出社できることが私はうれし
いです。先輩も本当に優しく気さくな方ばかりで嫌な上下関係はゼロで
す♪
ぜひ若いエネルギーでポータルズを一緒に盛り上げていきたいです！

■設立（創業）／2003年
■資本金／非公開
■売上高／非公開
■従業員数／20名
■平均年齢／42.2歳
■業態／情報サービス業

岡崎 菜々嘉
人事・採用

企業データ

整骨院・整体院のマーケティングをサポート

公式サイト

㈱ポータルズ

須
磨
区

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

本社・鈴蘭台店舗写真

〒651-1121 神戸市北区星和台1丁目17番地の1
TEL.078-593-8888

　創業以来、常に「まごころと信頼」を大切
に、お客様とのコミュニケーションを深めて
まいりました。地域の皆様や社会から「期待
を超えていく企業」を目指して、社員全員で
チャレンジを続けております。

　「社員はもちろん、社員の家族の笑顔まで
も全力で支えていく」という使命をかかげ、
常に感性と情熱をもってチャレンジする若い
力に大きな期待を寄せております。

最初は皆さん不安だと思いますが、仕事の中で成長していく自分が実感
できるので、毎日が楽しいです。新しい仕事を任された時のうれしさと
それをやり遂げた時の達成感を皆さんも感じてみませんか。

■設立（創業）／1976年
■資本金／5,000万円
■売上高／39億7,000万円
　（2021年3月期）
■従業員数／71名
■平均年齢／34.9歳
■業態／ホンダ自動車ディー

ラー業

小林 海斗
東条インター店 サービスメカニック

企業データ

「期待を超えていく企業」を目指す

ほんだひょうご

㈱ホンダ兵庫
公式サイト

㈱ホンダ兵庫

北
区
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地元高校生へのメッセージ

世界最高水準の伝動ベルト ギガトルクGX

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4-1-21
TEL.078-671-5071

　工業用のベルト専業メーカーとして1919
年神戸で創業。たゆまぬ研究と開発を続けて、
業界のリーディングカンパニーへと成長しま
した。防水・遮水材、エンジニアリングプラ
スチックなどに業容を拡大した今も「品質を

作り、品質を売る」という創業の精神は連綿
として受け継がれ、ユーザーから厚い信頼を
いただいています。
　また、基本理念「人を想い、地球を想う」
のもと、人と社会に貢献してまいります。

■設立（創業）／1919年
■資本金／81億5,025万円
■売上高／748億7,000万円
　（2022年3月期）
■従業員数／4,201名（連結）
　［730名（単独）］
■平均年齢／41.2歳
■業態／製造業

倉本 信二
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長

平成21年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
くるみん認定企業

企業データ

工業用ベルトのリーディングカンパニー

みつぼしべると

三ツ星ベルト㈱
公式サイト

三ツ星ベルト㈱

動力を伝える「伝動ベルト」、あらゆるものを運ぶ「搬送ベルト」。神戸
から世界中の産業を支えています。日本のものづくり技術が世界中の
人々の生活を豊かにするよろこびを地元神戸から発信しませんか。

長
田
区
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地元高校生へのメッセージ

めいこうさんぎょう

明興産業㈱

バイオフィリアを取り入れたフリースペース

〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目2番13号
TEL.078-302-6526

　弊社は1956年創業、100年企業を目指し
全社一丸となって邁

まいしん

進しております。事業内
容は、創業当時からの樹脂成形事業のほか、
樹脂板加工、電力・電鉄車両用機器関連、電
子・電気機器関連、医療機器関連およびシス
テム開発などの事業を展開しております。
　世界が目まぐるしく変化している中、新

たにコーポレートスローガン「Enjoy the 
Change!」を掲げ、変わりゆく時代や経済、
環境の変化を予測しつつ、変化を怖れず適応
し、自らの変化、より良いモノづくりの変化、
そしてお客様とも一緒に変化し続け、これか
らも社会そして環境に貢献していきたいと考
えております。

世の中の変化に合わせて、幅広い事業展開を進めています。お客様によ
りよい商品を提供するために、新しい意見を積極的に取り入れていく会
社ですので、一緒に協力し合える方を心待ちにしています。

■設立（創業）／1962年
　（創業1956年）
■資本金／5,000万円
■売上高／14億5,000万円
　（2021年12月期）
■従業員数／95名
■平均年齢／41.4歳
■業態／製造業

前川 美香
管理部

成長期待企業

企業データ

100年企業を目指して　Enjoy the Change！

公式サイト

明興産業㈱

中
央
区
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地元高校生へのメッセージ

巨大工場の運用・保守・管理全般をサポートします

〒652-0871 神戸市兵庫区浜山通6丁目1番1号
TEL.078-651-9111

　「発電機などのエネルギー分野から超電導
応用分野まで」
　当社は三菱電機の工場運営全般をサポート
しており、それらの生産支援活動を通じて
培ってきた工場運営・管理に関するノウハウ
と技術を活かして、「創る（生産設備、建築
工事）」、「造る（生産加工）」、「運ぶ（物流）」、

「測る（校正・測定・分析）」、「保つ（点検・

修理）」などの生産現場における多種多様な
ニーズに幅広く対応しています。
　エンジニアリングと技能で、それぞれの現
場の条件について細かく考察しながらビジネ
スのさらなる発展と業務効率化を目指した最
適なソリューションを提案し、ワンストップ
でお客様の工場運営を力強くサポートしま
す。

■設立（創業）／1977年
■資本金／5,000万円
■売上高／約57億円
　（2022年3月期）
■従業員数／370名
■平均年齢／46.2歳
■業態／電気機械器具製造業

河瀬 千春
代表取締役社長

企業データ

生産現場における多種多様なニーズに幅広く対応

りょうしんてくにか

菱神テクニカ㈱
公式サイト

菱神テクニカ㈱

建築、生産技術、工作技能等の分野で工場のモノづくりの基盤を支え、
世界で活躍する製品製作に貢献しています。みなさんにも自分の仕事が
世の中につながっていく実感をもってそれぞれの分野で取り組んでほし
いと願います。

兵
庫
区
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地元高校生へのメッセージ

れーぶどぅしぇふ

㈱レーブドゥシェフ

名谷本店画像

〒655-0852 神戸市垂水区名谷町321-1
TEL.078-706-5080

　神戸生まれ、神戸育ちのレーブ ドゥ シェフ。
　歴史は、垂水坂の小さな店舗から始まりま
した。その後場所を垂水駅前に移し、神戸の
街で愛される洋菓子店として定着しました。
　現在は8店舗のお店をかかえ県内外の多く
のお客様にご来店いただいています。
　当店は「味」だけでなく、街のスイーツ屋

さんだからこそ得られる「甘く楽しい思い出
作り」にも力を入れています。
　名谷本店と北六甲店ではカフェスペースを
はじめ、地域のみなさんが訪れやすい空間作
りを行っています。

私たち、ケーキ屋さんは幸せ産業だと思っております。
食べ終えたあと、ゆっくりとおいしさが語りかけてくるようなお菓子作
り。食べたくなるような夢の菓子を作りませんか？
また、お菓子を囲んで、家族団らんのひと時をお手伝いできる職場です。

■設立（創業）／1981年
　（創業1956年）
■資本金／4,000万円
■売上高／10億6,500万円
　（2021年9月期）
■従業員数／199名
■平均年齢／30.0歳
■業態／洋菓子製造、販売業

佐野 靖夫
代表取締役

企業データ

街のスイーツ屋として愛される洋菓子店

公式サイト

㈱レーブドゥシェフ

垂
水
区
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