


子育て応援都市宣言 AIOI 

説明会ご参加の皆様へ 

相生市ならびに相生商工会議所では、地域創生を推進するため、地域の利便性向上

や、まちづくり、企業の労働環境対策、創業支援、子育て応援都市による定住促進、

など各種施策を推進しています。 

『育った街でしごとを探す』・・来春卒業予定の学生の方々をはじめ、既卒者の方々、

ＵＩＪターンをお考えの方、一人でも多く若手人材の方々に地域経済の担い手となっ

ていただき、西播磨地域の企業で就業・活躍いただけるよう、ハローワーク・兵庫県

ほか、関係機関のご協力を頂き、「企業合同説明会」開催することとなりました。 

本冊子により西播磨地域企業へのご理解を深めていただき、『しごとを探す』ための

一助となれば誠に幸いであります。 本冊子は、相生商工会議所ホームページでもご

覧いただけます。 相生商工会議所ホームページ http://www.aioicci.jp 

（学生の皆様へ） 

１．本冊子の「参加企業一覧」にて、事業所名・企業概要を確認してくだ

さい。 
 

２．説明を受けたい企業が決まりましたら、希望企業ブースを訪問して、

受付で記入された企業訪問カード２枚を、企業のご担当者へお渡しく

ださい。（１社につき企業訪問カード２枚が必要です。） 
 

３．企業訪問カードを面談希望企業のブースへ提出されましたら、説明（面

談）の順番をお待ちください。 

事業所の座席番号は「会場レイアウト」をご参照ください。 
 

４．この説明会では、何社でも企業説明を受けることができます。 

 

５．企業訪問カードがなくなりましたら、受付にて再度訪問カードを記入

して、企業ブースに訪問カードを提出し、繰り返し説明を受けてくださ

い。 

（企業の皆様へ） 

１．説明希望者の方から提出された企業訪問カードのうち１枚を、終了時

に受付へご提出ください。 

２．本日は、企業説明会となっています。 採用選考はご遠慮ください。 
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-0690 従業員数 49名（男性16名・女性33名）

フリガナ アイオイシノウギョウキョウドウクミアイ 業　種

企業名 相生市農業協同組合　（ＪＡあいおい） 経済団体

● 本　社
   所在地

〒678-0005
相生市大石町19番1号

●会社概要 設立 昭和23年 7月

●事業所
　所在地

〒678-0005
相生市大石町19番1号

平均年齢 48歳（パート含む）

●ＴＥＬ 0791－22－0690 ●採用担当 事業所 相生市大石町19番1号

●ＦＡＸ 0791－22－6003 氏名 吉川　誉人

●E-MAIL info@jaaioi.com 連絡先 TEL　0791-22-0690

●ＵＲＬ http://www.jaaioi.com/

●アクセス
JR相生駅より徒歩5分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

金融・共済の事務営業

人事担当者
先輩社員の声

地域の方から真っ先に相談される存在でありたいと考えています。失敗をおそれず積極果敢
に行動できる方は大歓迎です。上司・先輩が全力でサポートしますのでご安心下さい。相生
市内での展開なので、転居を伴う異動はありません。生まれ育った地元で腰を据えて働きた
い、貢献したいという方はぜひ、私たちと一緒に相生市を盛り上げていきましょう。

企業全体紹介
業務内容

相生市内に唯一本店を置く、地域に密着した金融機関です。
私たちの使命は、協同組合としての総合事業を通じて地域社会の発展に貢献すること。
他の金融機関にはない独自の役割をになっております。“ふれあい　絆　ＪＡあいおい”を
モットーに、地域に密着し、暮らしのパートナーとして地域の方と共に歩んでいきたいと思
います。

事業場紹介
職場ＰＲ

相生市内のみに2店舗で展開しております。（本店：大石町、支店：相生3丁目）
事業内容として、金融事業（貯金・融資）、共済事業（保険）の他、小学生を対象としたあ
ぐりキッズ（農業塾）や学童農園、年金受給者を対象とした親睦旅行やウォーキングを企画
し、地域貢献についても取り組んでおります。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-0653 従業員数 60名（ 男性18名 ・女性42名 ）

フリガナ アイオイステーションホテル 業　種

企業名 相生ステーションホテル ホテル業

● 本　社
   所在地

〒678-0006　相生市本郷町11-7 ●会社概要 設立 1999年 4月

●事業所
　所在地

〒678-0006　相生市本郷町5-3 平均年齢 36歳

●ＴＥＬ 0791-24-3000 ●採用担当 事業所 相生ステーションホテル

●ＦＡＸ 079-24-3001 氏名 早川　契

●E-MAIL aioiannex-gm@tiara.ocn.ne.jp 連絡先 TEL0791-24-3000

●ＵＲＬ aioist-hotel.com

●アクセス
JR相生駅南口から徒歩2分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

フロント＆レストラン 高卒 不問

レストラン調理 不問 不問

フロント予約 高卒 不問

人事担当者
先輩社員の声

ホテル内には、色々な職種がありますが、スタッフのコミュニケーションも良く大きなパー
ティー等がある時には全員が助け合いながら協力をしております。パート＆アルバイトにも
会社として優しく優遇し長く勤務していただいている状況です。

企業全体紹介
業務内容

駅横の安価なビジネスホテルと駅近のダンスホール、宴会場、レストランも備えたワンラン
ク上のビジネスホテルの運営と新規ホテル事業展開も予定している。

事業場紹介
職場ＰＲ

アットホームで若い社員が多く、ホテル＆レストランのオールラウンダーとして育てる社風
があり、ナイト勤務が無く朝6時から夜12時までのシフトローテーションでコントロールして
おり、年間105日の休日は完全消化されている。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-24-0600 従業員数 165名（ 男性21名 ・女性144名 ）

フリガナ シャカイフクシホウジン　アイオイフクシカイ 業　種

企業名 社会福祉法人あいおい福祉会 医療/福祉

● 本　社
   所在地

〒678-0044
相生市野瀬1356番地

●会社概要 設立 平成11年10月

●事業所
　所在地

〒678-0044
相生市野瀬1356番地

平均年齢 40.2歳

●ＴＥＬ 0791-24-0600 ●採用担当 事業所 あいおい福祉会事務局

●ＦＡＸ 0791-24-0900 氏名 小林　悟

●E-MAIL kobayashi@cosmos2000.com 連絡先 0791-24-0600

●ＵＲＬ http://www.aioi-cosmos.com/

●アクセス
JR相生駅から車で約12分
国道250号線を東行き（御津方面）

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

介護職 専門・短大・大学卒 初任者研修終了以上

人事担当者
先輩社員の声

職場選びは、「そこで働くスタッフと一緒に働きたいか」「仲良くなりたいか」「働きやす
そうな環境か」を重視していただきたいです。そのためにはスタッフを見ることが一番。ス
タッフは職場を映す鏡です。自分で足を運び、いろんな施設を見て回って、自分に合った職
場を見つけていただきたいです。なぜなら、一生で一番大切な時間を費やす場所ですから。

企業全体紹介
業務内容

高齢者介護事業を展開中。在宅サービスから施設サービスを取り揃えているため、その人の
ライフステージに合わせたサービスの提案と提供をしています。特に注力していることは、
介護サービス利用前の方へこすもす倶楽部を知ってもらう新しい企画です。セミナーやイベ
ントの開催、小旅行などによるこすもすファンを増加させ、介護サービスをはじめ地域の皆
さんのニーズにも気軽にお応えできる基盤を作り上げている真っ最中です。

事業場紹介
職場ＰＲ

今回募集させていただく特別養護老人ホームのスタッフは若い人も多いですし、ピュアで
チームワークがよいので、新卒の方もなじみやすいと思います。ぜひ私たちと一緒に感性を
活かした福祉を行っていきましょう。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-5122 従業員数 27名（ 男性25名 ・女性2名 ）

フリガナ アイノサンギョウ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 相野産業株式会社 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0024
相生市双葉2丁目目15-53

●会社概要 設立 1947（昭和22）年11月

●事業所
　所在地

〒678-0024
相生市双葉2丁目目15-53

平均年齢 47歳

●ＴＥＬ 0791-22-5122 ●採用担当 事業所 相生市双葉2丁目15-53

●ＦＡＸ 0791-22-4009 氏名 相野芳行

●E-MAIL y-aino@ainosangyo.com 連絡先 TEL 0791-22-5122

●ＵＲＬ http://ainosangyo.com/

●アクセス
JR相生駅より徒歩10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

営業（工務） 高専・大学（工学系） （パソコン/CAD）、運転免許

設計 高専・大学（工学系） （パソコン/CAD）、運転免許

生産管理 高専・大学（工学系） （パソコン/CAD）、運転免許

人事担当者
先輩社員の声

大手企業とのお取り引きを行う中で、企業の幹部を目指す若い人材を求めています。
学歴にこだわらず、Ｕターン希望の方や、勤務経験者の方も歓迎します。

オペレーター 不問・経験者

企業全体紹介
業務内容

当社は昭和22年創立の機械加工の企業です。多岐にわたる製品を、機械により加工し、高度
な製缶技術、鉄鋼材料から新素材に至るまでの精密加工技術で顧客の皆様から信頼を得て、
各種工作機械を時代の要請、企業様のニーズに即して製造し、各種検査用精密架台、ＦＡ自
動機架台・部品、ディーゼルエンジンユニット、産業ロボットなどを世に送り出してきまし
た。

事業場紹介
職場ＰＲ

クリーンブースを活用して工作機械を他機種にわたって使いこなしながら、多品種の製品を
数多く作り続けています。その製品を通じて、お取引先等や時代の先端に向かって、開発・
考案・発展し未来の製品を作り続けています
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

⑤

●ＴＥＬ 0791-22-2161 61名（ 男性 57名 ・女性 4名 ）

フリガナ アオキテッコウ カブシキガイシャ 業　種

企業名 青木鉄工 株式会社 金属製品製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0041
兵庫県相生市相生4丁目15番21号

●会社概要 設立 1952年 3月

●事業所
　所在地

〒678-0041
兵庫県相生市相生4丁目15番21号

37歳

●ＴＥＬ 0791－22－2161 ●採用担当 事業所 本社工場

●ＦＡＸ 0791－23－1542 氏名 総務部長　北川　壹久

●E-MAIL info@aoki-sf.co.jp 連絡先 TEL0791-22-2161

●ＵＲＬ http://www.aoki-sf.co.jp

●アクセス
JR相生駅より車で10分
神姫バス（相生港）下車で徒歩10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

営業職 大卒（学部不問） 不問

製造職 大卒（学部不問） 不問

技能職 大卒（学部不問） 不問

設計職 大卒（学部不問） 不問

総務職 大卒（学部不問） 不問

企業全体紹介
業務内容

当社は、設計・製作・据付の一貫性をもってモノづくりに取り組んでいます。
１.海上では、大型貨物船の居住区ブロック“船舶艤装品”
２.陸上では、土木工事用建設機材、橋脚の基礎や耐震補強、圧力容器、取水設備、クレーン
部品などの“鉄構造物”
３.空港のフェンス、高速道路橋向け合成床版、検査路などの“FRP(ガラス繊維強化プラス
チック)品”

事業場紹介
職場ＰＲ

鉄道や高速道路、瀬戸大橋の橋脚・送電線カバー、火力発電所の取水設備、神戸空港のフェ
ンスなど私たちが快適に生活するために必要不可欠なものを作っています。国内トップシェ
アで、世界的な造船メーカーが作る船の居住空間は、協力業者2社しか携わっていない事業で
すが、その中に私たちの技術が選ばれています。

人事担当者
先輩社員の声

一番の魅力は、社員の個性を大切にしてくれること。自分らしく伸び伸びやれるところで
す。
モノづくりが好きな方にはピッタリの職場です。僕たちと一緒にものづくりの楽しさを味
わってみませんか。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 03-6737-7777 従業員数 7,771名

フリガナ アクサセイメイホケン　カブシキガイシャ 業　種

企業名 アクサ生命保険株式会社 金融/保険

● 本　社
   所在地

〒108-8020東京都港区白金1-17-3 設立 1994（平成6）年4月

●事業所
　所在地

〒670-0932 姫路市下寺町４３　姫路商工
会議所新館

平均年齢

●ＴＥＬ 079-282-7738 ●採用担当 事業所 姫路営業所

●ＦＡＸ 079-282-8153 氏名 福井幸子

●E-MAIL yukiko.a.fukui@axa.co.jp 連絡先 TEL  079-282-7738

●ＵＲＬ

●アクセス 姫路営業所：姫路商工会議所新館4Ｆ
JR姫路駅より徒歩20分
相生分室：相生商工会議所2階

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

正社員：商工会議所共済福祉制
度推進スタッフ

高卒以上
不問・普通自動車運転免許

（ＡＴ可・優遇）

人事担当者
先輩社員の声

育児や介護と仕事を両立させたい方。仕事も家庭も自分の時間も大切な方。自分の能力を活
かしたい方。子育てをしながら責任あるポジションを任されたい方。

企業全体紹介
業務内容

主に商工会議所（商工会）が実施する共済福祉制度を通じた保険加入・脱退等の営業推進

事業場紹介
職場ＰＲ

アクサはあなたと七他の家族を大切にする会社です。*小学校就学前のお子様を養育される場
合、けがをしたお子様を看護、またはお子様に予防接種・健康診断を受けさせるにために5営
業日休暇（お子様が２人以上の場合、１０営業日休暇を取得できます。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-46-9555 従業員数 72名（ 男性60名 ・女性12名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　アコオキコウ 業　種

企業名 株式会社アコオ機工 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-1185
兵庫県赤穂市東有年952-5

●会社概要 設立 1972年

●事業所
　所在地

同上 平均年齢 42歳

●ＴＥＬ 0791-46-9555 ●採用担当 事業所 本社工場

●ＦＡＸ 0791-49-2900 氏名 永井芳紀

●E-MAIL yo-nagai@akoo.co.jp 連絡先 TEL 0791-46-9555

●ＵＲＬ http://www.akoo.co.jp

●アクセス
国道2号線 東有年交差点を南へスグ

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

生産管理 大学卒 特になし

営業 大学卒 普通自動車免許

人事担当者
先輩社員の声

はじめまして、社長の間鍋です。ぶっ飛んでいる方、とんがった方、右に倣えが大嫌いな
方、そんな方にこそ、アコオ機工に来て、大暴れして欲しいと思っています。私は、あなた
のような魅力的な方と一緒に働きたいと思っています。地方には、あなたのような方を満た
してくれる会社は無いと思っていませんか？アコオ機工なら、あなたを100％満足させられる
自信があります。

企業全体紹介
業務内容

世界一高品質な日本の新幹線、ニューヨークを走る電車、世界最大の通販会社の倉庫、私た
ちのアルミ加工技術は使われています。川崎重工業、日立製作所、三菱電機などの大企業が
私たちの技術に惚れ込み、頼りきってくれる。言われた仕事をこなすだけでなく、逆に提案
も仕掛けていく。私たちの仕事は世界を動かしています。

事業場紹介
職場ＰＲ

私たちの技術力を活かし、世の中をもっと快適にしていきたい。なんか、ワクワクしません
か？こんな私たちに共感してくれる方、ぜひうちに来てください。あなたには、幹部を目指
して欲しいと思います。いや、何なら、うちを踏み台にして、起業してもいいし、グループ
会社の社長になってもらってもいい。そんな向上心の強い方と一緒にワクワクする仕事を仕
掛けていきたいと思います。
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【求める人材】

①

②

③

④

5面加工機　ＭＶＲ48/59

●ＴＥＬ ダイヤルイン(0791)72-2531 従業員数 91名（ 男性82名・女性9名 ）

フリガナ イガハラサンギョウ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 井河原産業㈱ 金属製品製造業

● 本　社
   所在地

〒671-1621兵庫県たつの市揖保川町正條
213番地

●会社概要 設立 昭和31年12月

●事業所
　所在地

〒671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條
213番地

平均年齢 42歳

●ＴＥＬ ダイヤルイン(0791)72-2531 ●採用担当 事業所 本社工場

●ＦＡＸ 0791-72-5330 氏名 仲野　清

●E-MAIL nakano@igawara.co.jp 連絡先 TEL0791-72-2581

●ＵＲＬ http://www.igawara.co.jp/

●アクセス
JR山陽本線　竜野駅　徒歩７分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

生産管理
（工程管理から納期まで）

理系　工学部 特になし

品質管理（検査業務） 理系　工学部 特になし

人事担当者
先輩社員の声

私たちの求める人物像は
　◇ 過去の常識にとらわれず創意工夫し、環境の変化に対応できる方
　◇ 常に「一歩前へ！」を意識されている方
　◇ 積極的なチャレンジ精神を持った方　　こんな方を待っています！

企業全体紹介
業務内容

　大正4年創業。農機に始まり、原動機・船舶艤装品及びボイラー、貯蔵タンク等エネルギー
関係品、産業用プラント機器、環境関連機種へと1世紀近くにわたり、時代の変遷と共に地道
な努力で顧客の要望に対応し、高い生産技術を蓄積しながら、製品を提供しています。これ
からも21世紀の豊かな環境づくりへ貢献していきます。

事業場紹介
職場ＰＲ

＜経営理念＞わが社は会社の繁栄と 従業員の幸福が常に一致するような経営を行う。
　　創意による技術開発により、信頼される製品を提供することによって、会社の発展を期
する。
私たちの仕事は『技術を売ること！」技術力の進歩が欠かせません。積極果敢なチャレンジ
精神と創意工夫による新製品開発に努め信頼される製品を提供し、更なる会社の発展を目指
します。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-5180 従業員数 196名（ 男性185名 ・女性11名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　ウエストシンキ 業　種

企業名 株式会社　ウエスト神姫 運輸業・旅行業

● 本　社
   所在地

〒678-0072　相生市竜泉町394-1 ●会社概要 設立 平成8年10月

●事業所
　所在地

〒678-0072　相生市竜泉町394-1 平均年齢 52歳

●ＴＥＬ 0791-22-5180 ●採用担当 事業所 本社

●ＦＡＸ 0791-22-5181 氏名 山下　三喜夫

●E-MAIL westkanri@shinkibus.co.jp 連絡先 TEL0791－22－5180

●ＵＲＬ www.shinkibus.co.jp/info/group/bus/west.html

●アクセス
JR山陽本線　相生駅
　西へ徒歩10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

バス運転士 全学部・全学科 普通免許取得後3年以上経過

人事担当者
先輩社員の声

私たちウエスト神姫は、西播地区(相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町)で
バス事業を展開しています。
地元に愛着がある方、地域貢献に対して熱い思いをお持ちの方、ウエスト神姫で一緒に夢を
かなえませんか？　　　ご応募お待ちしています。

企業全体紹介
業務内容

「若者応援企業宣言」をしています！
神姫バスのグループ会社として赤穂・相生・山崎に営業所があり、地域に密着したバス会社
です。乗合バス・貸切バスの運行、旅行代理業を行っています。
バス運転士職として入社し5年後に総合職転換制度があります。

事業場紹介
職場ＰＲ

・大型2種免許取得をバックアップ！内定後、スムーズに大型2種免許が取得できるように、
奨学金制度があります。

・入社後3カ月間の基礎訓練！プロの運転士としてしっかりと育成するので、安心して仕事に臨めます！
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-48-1000 従業員数 82名（ 男性58名 ・女性24 ）

フリガナ 　オオキサンギョウ　カブシキガイシャ 業　種

企業名  大木産業株式会社 卸売業

● 本　社
   所在地

〒678-0175　赤穂市北野中11 ●会社概要 設立 1962年 5月

●事業所
　所在地

〒678-0175　赤穂市北野中11
大木産業本社ビル

平均年齢 44歳

●ＴＥＬ 0791－48－1000 事業所 本社・7支社（北陸・中部・北近畿・南
近畿・東中四国・西中国・九州）

氏名 総務部　髙林　俊秀

●ＵＲＬ sangyo.ooki-g.com

●アクセス
JR坂越駅から徒歩15分
山陽自動車道赤穂ICから15分

●E-MAIL soumu@ooki-g.com 連絡先 TEL　0791-48-1000

●ＦＡＸ 0791－48－1008 ●採用担当

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

営業職若しくは美容トレーナー 文系 普通自動車免許

人事担当者
先輩社員の声

当社は、自分の個性・情熱を発揮できる会社です。新入社員を新たな原動力と考え、人材を
募集します。ご応募を心よりお待ちしております。共に頑張っていきましょう。

企業全体紹介
業務内容

ミキモト化粧品西日本代理店として、中部・北陸から九州・沖縄までの西日本全域を管轄
し、取引先にミキモト化粧品をはじめ、美と健康に関する商品（当社オリジナルの健康食品
など）を卸しています。当社はＢeauty＆Ｈealthサポート企業として、お客様のニーズを踏
まえ取引先を通じて美と健康を提供していきたいと考えております。

事業場紹介
職場ＰＲ

当社は、本社が赤穂市にあり、他府県の営業拠点（7支社）と共に本社内にも支社を構えてお
ります。各支社に共通しているのが、明るくオープンな職場で職種間の垣根もなく、上下関
係も緩やかなので入社後、すぐに溶け込んでもらえるものと思います。また、業務について
も、先輩社員からの丁寧な指導・営業面のフォローもありますので、ご安心下さい。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-23-5057 従業員数 75名（ 男性25名 ・女性50名 ）

フリガナ カゲヤマデンキカブシキガイシャ 業　種

企業名 陰山電機株式会社 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0024 相生市双葉2丁目17番11号 ●会社概要 設立 昭和41年 9月

●事業所
　所在地

〒678-0024 相生市双葉2丁目17番11号 平均年齢 42歳

●ＴＥＬ 0791－23－5057 ●採用担当 事業所 本社工場

●ＦＡＸ 0791－23－3566 氏名 政家　博之（マサカ　ヒロユキ）

●E-MAIL k_d_k@nifty.com 連絡先 TEL　0791-23-5057

●ＵＲＬ www.kageyamadenki.com

●アクセス
JR相生駅より徒歩10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

電気機器設計
大学卒　理工学部、

理学部

電気機器　製造、管理 　　　　　〃

電気機器　製造
高校卒　電気科、

機械科

人事担当者
先輩社員の声

昨年創業50周年を迎え、これまでの歴史を振り返りながら今まで支えてきていただいた取引
先の皆様、従業員の皆様の祝賀会がありました。更なる1歩を踏み出す良い機会となり、これ
までの経験を大切にしつつ新たな挑戦へ向かっていきたいと社員一同頑張っております。

企業全体紹介
業務内容

創業より50年医療用モーター、半導体用モーター、遊戯用モーター、発電機用モーター等
様々な分野で活用されているモーター巻線組立を一貫して製造し生業としてまいりました。
これまでの経験により提供する製品品質、納期厳守等お客様からは大変高い評価を頂いてお
り、他社に負けない「唯一無二」の製品づくりを目指しております。

事業場紹介
職場ＰＲ

アットホームな雰囲気の中、これまでに積み上げてきた知識と経験を社員全員で共有し財産
としてまいりました。既存製品から新製品に使用される試作品まで幅広く製作し、小さな問
題も社員全員で把握し、しっかりと解決していく事でお客様に満足して頂ける製品を提供し
続けております。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

人事担当者
先輩社員の声

問題が起きたとき、皆で助け合い、話し合って解決しています。嬉しいとき、困ったときに
一緒に分かち合える人たちばかりです。人と接することが好きな方なら、大丈夫です。仕事
内容も、皆が優しく教えてくれますので、難しく考えずに応募してみてください。

企業全体紹介
業務内容

食料品を中心に販売しているスーパーマーケットです。店舗数は6店舗、相生本店・竜野店・
山崎店・太子店・網干店・姫路城東店と西播磨地区に展開しています。特に青果や鮮魚など
生鮮食料品がお客様の期待以上の商品を提供できるように、頑張っています。青果は産地直
送仕入れ、鮮魚は港から生きたままの仕入れ等、鮮度にこだわっています。

事業場紹介
職場ＰＲ

家族的で自主性を重んじ個性を出しやすい職場です。教育も現場での指導以外に、各種セミ
ナーへの参加、通信教育、他社への見学等、意欲のある人は積極的に学習できるよう体制を
整えています。

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

販売
高校・専修学校・短

大・大学卒
無し

●ＵＲＬ http://www.kawabe-super.com/

●アクセス

●ＦＡＸ 0791-23-3337 氏名 佐々木貴英

●E-MAIL t-sasaki@mvb.biglobe.ne.jp 連絡先 TEL0791-23-3335

●事業所
　所在地

678-0052　相生市大島町1-12 41歳

●ＴＥＬ 0791-23-3335 ●採用担当 事業所 カワベ相生本店　本部

●ＴＥＬ 0791-23-3335 64名（ 男性55名 ・女性9名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　カワベ 業　種

企業名 株式会社　カワベ 小売業

● 本　社
   所在地

678-0052　相生市大島町1-12　　　　　　　　　●会社概要 設立 1977年2月
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ  　0791-55-0121 297名（男性236名･女性61名 ）

フリガナ コウリョウデンキ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 光菱電機株式会社 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-1252兵庫県赤穂郡上郡町船坂640 ●会社概要 設立 1968年 1月

●事業所
　所在地

〒678-1252兵庫県赤穂郡上郡町船坂640 41歳

●ＴＥＬ 　0791-55-0121 ●採用担当 事業所 総務部

●ＦＡＸ 　0791-55-0125 氏名 三浦　史

●E-MAIL miura.fumi@koryo-electric.co.jp 連絡先 TEL　0791-55-0121

●ＵＲＬ http://www.koryo-electric.co.jp/

●アクセス
JR山陽本線上郡駅から車で5分(徒歩30分)
山陽自動車龍野西ICから30分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

プラスチック成形技術 大卒 普通免許

整流子技術 大卒 普通免許

人事担当者
先輩社員の声

*当社の将来を担う「実行力」「熱意」のある方を募集しています。
*「出来ない理由」を考えず、とにかく「実行」してみる人。諦めずに挑戦していく人。
*地元で就職したい方には最適の会社です。

企業全体紹介
業務内容

1、電気絶縁用ﾏｲｶ製品製造(用途:電力事業用発電機・原子力・火力・水力の大型電動機)
2、各種ﾓｰﾀｰ用ﾓｰﾙﾄﾞ整流子製品製造(用途:自動車用電装品・ｽﾀｰﾀ・EPSﾓｰﾀｰ/家庭用ｸﾘｰﾅｰ)
3、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造(用途:自動車用電装品・ｴﾝｼﾞﾝ制御・ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ制御関係の製
品)

事業場紹介
職場ＰＲ

*三菱電機株式会社100%出資の子会社(設立:1968年01月･資本金:1億円)
*環境ISO-14001及び品質ISO-9001認定取得
*福利厚生面も充実しています
*当社で作った製品は、ｶｰﾒｰｶｰを通じて自動車に組み込まれ世界中を走っています。(5台に1
台の割合)
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【求める人材】

①

②

③

④

本社社屋

●ＴＥＬ 0791-22-2211 従業員数 84名（ 男性78名 ・女性6名 ）

フリガナ シモダフランジ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 シモダフランジ株式会社 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0072相生市竜泉町250番地 ●会社概要 設立 1948年 8月

●事業所
　所在地

〒678-0072相生市竜泉町250番地 平均年齢 38歳

●ＴＥＬ 0791-22-2211 ●採用担当 事業所 相生市竜泉町250番地

●ＦＡＸ 0791-22-2216 氏名 福田正夫

●E-MAIL m.fukuda@shimoda-flg.co.jp 連絡先 TEL.0791-22-2211

●ＵＲＬ www.shimoda-flg.co.jp

●アクセス
JR相生駅より国道2号線西に約1キロ

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

機械工(オペレーター) 不問

NCプログラマー(CAD/CAM) Master-camの使用

人事担当者
先輩社員の声

未経験者には、トレーナーがついて指導します。プログラマーも機械加工の経験が必要です
のでオペレーター経験を積んでもらいます。将来幹部候補となれる方を歓迎します。

企業全体紹介
業務内容

　各種フランジ継ぎ手の製造販売(造船用、送電鉄塔用、原子力発電用、圧力容器用、
発電用ボイラー、化学プラント、淡水化プラント、建設機械用、建築用等)
各種認証資格を取得し、総合エネルギー産業に貢献する企業を目指し挑戦と創造を続けてい
ます。

事業場紹介
職場ＰＲ

本社工場(敷地22,000㎡)とたつの工場(敷地19,800㎡)に多くの最新鋭機を配備し、お客様の
ものづくりのお手伝いをしています。オペレーターは、未経験者も多くやる気と向上心があ
れば歓迎します。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-42-5678 248名（ 男性75名 ・女性173名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　シュフノミセ　アコウテン 業　種

企業名 株式会社　主婦の店　赤穂店 小売業

● 本　社
   所在地

〒678-0239　赤穂市加里屋46-2 ●会社概要 設立 1962年 8月

●事業所
　所在地

〒678-0239
赤穂市加里屋46-2

38歳

●ＴＥＬ 0791-4-5678 ●採用担当 事業所 総務課

●ＦＡＸ 0791-45-1262 氏名 山脇　美春

●E-MAIL akoshufu@crux.ocn.ne.jp 連絡先 TEL　0791-42-5678

●ＵＲＬ http://www.akoshufu.co.jp/

●アクセス
JR赤穂線　播州赤穂駅より南へ徒歩7分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

販売職（店長・バイヤー候補） 全学部全学科 なし

人事担当者
先輩社員の声

主婦の店の求める人材は、自分にチャレンジできる人。レジでも生鮮部門でもドライ部門で
も構いません。先輩社員一丸となってサポートします。主婦の店を知っていただき、ぜひ新
しいことへチャレンジし続けてください。

企業全体紹介
業務内容等

1962年創業。姫路に3店舗、赤穂に3店舗。鮮度に徹底的にこだわり抜いたスーパーです。当
日に作り、売り切ることを徹底、お寿司・お弁当・お刺身は1日の中でも7時間で売り切るな
ど鮮度基準に関しては他のスーパーより厳しく管理することで差別化に成功。毎日の普段使
いの食事材料を、身近なお客様に提供しています。

事業場紹介
職場ＰＲ

地域密着にこだわり、丁寧な接客で地域のお客様と密な信頼関係を築けるよう、また地元で
一番愛されるお店となるよう、励んでいます。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-3000 従業員数 170名（男性156名 ・女性14名）

フリガナ ｾｲﾊﾞﾝﾂｳｳﾝ 業　種

企業名 西播通運株式会社 運輸業

● 本　社
   所在地

〒678-0002　兵庫県相生市汐見台15-1 ●会社概要 設立 1944年 3月

●事業所
　所在地

〒678-0002　兵庫県赤穂市西浜北町
　　　　　　1074-27

平均年齢 45.2歳

●ＴＥＬ 0791-42-2261 ●採用担当 事業所 本社　総務部

●ＦＡＸ 0791-22-2279 氏名 寒原　剛

●E-MAIL kanbara@seiban.net 連絡先 TEL　0791-22-3000

●ＵＲＬ http://www.seiban.net/

●アクセス
山陽赤穂ICから車で約5分　関西福祉大学
近く

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

事務員総合職 不問 不問

人事担当者
先輩社員の声

運送に関係する様々な業務がありますので、必ず自分に合った仕事が見つかると思います。
必要なのは、確かな熱意と向上心。それさえしっかり持っていれば、資格取得を含め、全力
でバックアップしていきます。

企業全体紹介
業務内容

創業以来、一般貨物の輸送を中心にクレーン事業・倉庫業・梱包業を展開し「総合物流会
社」として、トータル・ロジスティクス・サービスを提供する事業を目指し着実に成長を続
けております。県内の大手企業をお得意様として高い評価と信頼を得ており、広くお客様の
ご要望にお応えする企業として日々取り組んでおります。

事業場紹介
職場ＰＲ

運送事業全般の管理業務を行います。ドライバーの労務管理をはじめ、お客様の荷物管理や
トラックの配車、請求や支払い業務など運送事業を総合的に管理していくのが事務員総合職
の仕事です。もちろん1人ですべてを行うわけではなく、担当別にそれぞれの役割を担ってい
ます。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-22-5515 従業員数 300名（ 男性80名 ・女性220名 ）

フリガナ タグチショクヒンカブシキガイシャ 業　種

企業名 田口食品株式会社 菓子類製造

● 本　社
   所在地

〒678-0003　相生市陸東汐見塚10-5 ●会社概要 設立 昭和24年 4月

●事業所
　所在地

〒679-4155　たつの市揖保町揖保中
　　　　　　　　　　　　　300番地

平均年齢 36歳

●ＴＥＬ 0791－67－8181 ●採用担当 事業所 田口食品株式会社

●ＦＡＸ 0791－67-8966 氏名 森尾　卓

●E-MAIL taguchi3@skyblue.ocn.ne.jp 連絡先 TEL　0791-67-8181

●ＵＲＬ http://www.taguchi-group.com

●アクセス
JR相生駅から徒歩20分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

営業企画 大卒

製造 大卒

人事担当者
先輩社員の声

私達の商品やサービスをもってお客様皆様の生活に幸せで心豊かなひと時をもたらし、その
結果私達の繁栄があるのだという企業精神を持ち続け「MORE　TASTY　MORE　HAPPY」をス
ローガンにお客様・お取引様・地域社会・従業員等弊社に関わる全ての人々から称賛され愛
され続ける会社を目指し日々精進してます。

企業全体紹介
業務内容

当社は不況に強い食品業界の中でアイスクリーム・洋生菓子・せんべい等の工場を経営して
おります。アイスクリームは江崎グリコ・森永乳業他大手メーカーのOEMを請け負い、洋菓子
は「オランジェ」ブランドで全国展開で販売し今は海外にも販売網を広げております。、
「せんべい」は兵庫県朝来市で営業してます工場直営売店（製造している風景を見ながら商
品を購入出来る）「海鮮せんべい但馬」で販売しております。

事業場紹介
職場ＰＲ

関西でも有数のNASAの技術を使用した業界トップのクリーンルーム及び自家製の低温殺菌牛
乳を作るミルクプラント等を完備し、最先端設備で安全安心を徹底し美味しい商品をお客様
へお届けしております。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

工場全景 12RT_flex96C　エンジン

●ＴＥＬ 03-3257-8222 210名（ 男性196名 ・女性14名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　ディーゼルユナイテッド 業　種

企業名 株式会社ディーゼルユナイテッド 製造業

● 本　社
   所在地

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-8

●会社概要 設立 1988年10月1日

●事業所
　所在地

〒678-0041
兵庫県相生市相生5292番地

42.9 歳

●ＴＥＬ 0791-24-2663 ●採用担当 事業所 相生事業所

●ＦＡＸ 0791-24-2648 氏名 植田

●E-MAIL jinji@du.ihi.co.jp 連絡先 TEL　0791-24-2663

●ＵＲＬ http://www.ihi.co.jp/du/

●アクセス
JR山陽本線　相生駅　下車　タクシー15
分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

設計 機械工学・電子制御 特になし

研究開発

生産技術

人事担当者
先輩社員の声

世界にチャレンジできる「人財」を求めています。海そしてエンジンに興味があり、自分の
専門性を役立たせたい方、チャレンジ精神のある方、様々な経験を生かし成長を望まれる方
からのご応募をお待ちしています。
エンジンメーカーの一員として、自分にしかできないことを一緒に見つけましょう。

企業全体紹介
業務内容

陸・舶用の大型ディーゼルエンジンの設計・製造、その関連機器の開発、設計、製造、販
売、修理、保守、保全　に関する事業を行なっています。
・２ストロークエンジン（大型のタンカーやコンテナ船等）
・４ストロークエンジン（客船、フェリー、そして離島や内陸に設置される陸上発電用エン
ジン）

事業場紹介
職場ＰＲ

当社は、IHIグループの一員であり、世界の舶用エンジンメーカーのリーディングカンパニー
として、数々のエンジンを世界に先駆けて世に送り出してきました。ディーゼルエンジン部
門において、豊富な知識、経験、高い技術を持つエキスパートとして、社員一丸となり、お
客様に高性能・高品質の製品を提供しています。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

フリガナ カ）フドウキンゾクコウギョウショ

企業名 株式会社不動金属工業所

● 本　社
   所在地

〒678-0239　兵庫県赤穂市加里屋1120-115 ●会社概要 設立 昭和43年 3月

●ＦＡＸ 0791-43-5798 氏名 三徳　勝

●ＴＥＬ 0791-43-8844 14名（ 男性12名 ・女性2名 ）

●事業所
　所在地

同　上 36歳

●ＴＥＬ 0791-43-8844 ●採用担当 事業所 兵庫県赤穂市加里屋1120-115

●E-MAIL fudou319@wonder.ocn.ne.jp 連絡先 TEL　0791-43-8844

●ＵＲＬ

●アクセス
JR『播州赤穂駅』徒歩23分、自転車で10
分　　　　JR『播州赤穂駅』からバス
かんぽの宿 赤穂行き『県庁前』下車徒歩
10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

設計 不問
設計の知識

AutoCADの操作スキルなど

工事管理 不問 工事管理経験

普通作業員 不問 溶接技能者など

人事担当者
先輩社員の声

わが社は、手に職を付けたい、自分の力・技術で稼ぎたい人の思いを応援したいと考えてい
ます。　　採用も「人物面」や「やる気」を重視。お客様の気持ちに立って対応できる人、
一生モノのスキルを　身につけたい人、赤穂市で長く腰をすえて働きたい人をお待ちしてお
ります。

企業全体紹介
業務内容

わが社は、三浦工業・ＩＨＩ・サムソン等、ボイラー業界大手と取引があり、設計から製造
までの　　一貫体制の中で、設計がカタチとなる工程を肌身で感じられるやりがいのある職
場です。　　　　　　また工事においては、北海道から九州まで現場があり、いろんな土地
に行けるのも魅力です。

事業場紹介
職場ＰＲ

当社で働く社員は赤穂出身者も数多く在籍しています。そんな中には、一度県外に出て、地
元赤穂で　腰をすえて働きたいと帰ってきた社員も。従業員の平均年齢も若く、働きやすい
環境となっています。新しい時代に向け、社員達の声を大切にしながら働きやすい環境を目
指しています。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 本社　084-981-2678 従業員数 33名（ 男性22名・女性10名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　マルトスイサン 業　種

企業名 株式会社　マルト水産 製造業

● 本　社
   所在地

〒721-0951 広島県福山市新浜町
　　　　　　　　　　1丁目5番15号

●会社概要 設立 1987年 4月

●事業所
　所在地

〒678-0141 兵庫県相生市相生
　　　　　　　　字壺根5133-32

平均年齢 39歳

●ＴＥＬ
相生　0791-22-1887

●採用担当 事業所
本社福山市、工場（相生市・江田
島市等）

●ＦＡＸ
本社  084-953-6026
相生  0791-22-1915

氏名 花田恭孝

●E-MAIL saiyo@marutosuisan.jp 連絡先 TEL 0791-22-1915

●ＵＲＬ http://marutosuisan.jp

●アクセス
ＪＲ相生駅から車で20分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

製造職 不問 特になし

人事担当者
先輩社員の声

自分製造した生かきのパック商品が身近なスーパーに並でいます。他のお客さんが商品を選
んでいる時は緊張しますが、買い物かごに入れる姿を見たりするととてもうれしく思いま
す。社会と自分の仕事を身近に感じる瞬間です。

企業全体紹介
業務内容

カキ生産者から生カキを仕入れ、全国のスーパー・量販店向けに生カキパックなどの販売を
行う他、年明けの大粒のカキを蒸して冷凍する「珠せいろ」の製造販売も行う。珠せいろは
解凍してそのままお召し上がり頂ける、との事から年中食べる事ができるカキとの評判で国
内のみならず、海外でも評価が高い。

事業場紹介
職場ＰＲ

工場では30名前後の男女のスタッフが勤務しております。新卒者も多く活躍しております。
生カキ製造のラインオペレーター、製造ラインのメンテナンス、仕入部門、品質管理部門、
営業部門など多くの部門があり、自分に見合った仕事がきっと見つかるはずです。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-28-1613 従業員数 355名（男性108名・女性247名 ）

フリガナ シャカイフクシホウジン　ミドリフクシカイ 業　種

企業名 社会福祉法人　みどり福祉会 医療/福祉

● 本　社
   所在地

〒678-0081
兵庫県相生市若狭野町雨内800-141

●会社概要 設立 平成 2年3月

●事業所
　所在地

〒678-0081
兵庫県相生市若狭野町雨内800-141

平均年齢 45歳

●ＴＥＬ 0791-28-1613 ●採用担当 事業所 みどり福祉会 ハイマート

●ＦＡＸ 0791-28-1614 氏名 山本　秀俊

●E-MAIL midorifukushi@solid.ocn.ne.jp 連絡先 TEL　0791-28-1735

●ＵＲＬ http//www.midori-fukushi.com

●アクセス
JR相生駅より西へ車で10キロ

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

介護職員 不問

看護職員 看護師・准看護師

調理員 不問

人事担当者
先輩社員の声

理事長が、医師のため、医療系福利厚生（健康診断・予防接種など）が充実し、年１回合同
職員旅行実施しています。職員のキャリアアップ研修（法人内・法人外）を積極的に参加す
ることで自身の資質向上も図れます。

企業全体紹介
業務内容

平成3年より、協力病院　魚橋病院中心に、みどり福祉会は障害者サービス・介護保険サービ
ス・医療保険サービスと幅広く医療福祉サービスを展開する西播磨では大きな社会福祉法人
です。地域医療・保健・福祉に貢献しています。

事業場紹介
職場ＰＲ

相生市若狭野にて、協力病院　魚橋病院を中心に、障害支援施設・老人介護保険施設・老人
介護保健施設・就労支援施設・訪問看護・訪問介護などの事業を大小含めて約20の事業を実
施しています。やる気のある若い力を必要としています。
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【求める人材】

①

②

③

④

本社社屋と直売所 主力商品『うまいか』

●ＴＥＬ 0791-23-3710 従業員数 19名（ 男性7名・女性12名 ）

フリガナ ミナトスイサン カブシキガイシャ 業　種

企業名 湊水産 株式会社 食品製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0052相生市大島町1-1 ●会社概要 設立 明治23年

●事業所
　所在地

〒 同上 平均年齢 42歳

●ＴＥＬ 0791－23－3710 ●採用担当 事業所 本社のみ

●ＦＡＸ 0791－22－0137 氏名 湊　信秀

●E-MAIL info@minato-umaika.com 連絡先 TEL0791-23-3710

●ＵＲＬ http://www.minato-umaika.com

●アクセス

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

製造+営業 短大・大学卒業 普通自動車免許

営業 高校卒業 普通自動車免許

人事担当者
先輩社員の声

弊社は少数精鋭の体制で気さくで柔軟な社風の中がんばっています。
熱意のあるアイデアマン募集してます。

企業全体紹介
業務内容

「うまいか」「削り節」の製造。ちりめん、煮干等海産物の卸売。直売店での小売。
今後もうまいかを中心に製造主体で事業を展開していきます。

事業場紹介
職場ＰＲ

相生市役所まで徒歩2分の市の中心地にあり、ここで「うまいか」や削り節を製造して
おり、自社製造商品や四季折々の海産物をはじめ、美味しいものはなんでも扱います。
女性が各部門で活躍しており、若手中心の体制です。
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【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 0791-43-2081 従業員数 80名（ グループ1,400名 ）

フリガナ モモイセイモウ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 桃井製網株式会社 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0232　兵庫県赤穂市中広1576-5 ●会社概要 設立 1935年 9月

●事業所
　所在地

〒678-0232　兵庫県赤穂市中広1576-5 平均年齢 39歳

●ＴＥＬ 0791-43-2081 ●採用担当 事業所 本社（兵庫県赤穂市）

●ＦＡＸ 0791-43-8669 氏名 総務　西畑

●E-MAIL info@momoi.co.jp 連絡先 TEL0791-43-2081

●ＵＲＬ http://www.momoi.co.jp

●アクセス
JR播州赤穂駅より車で10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

生産業務 理工系 不問

営業（国内・貿易） 理工系、文系 不問

総務・経理事務 文系 不問

人事担当者
先輩社員の声

真面目にコツコツと仕事をやり遂げられる人材を求む

企業全体紹介
業務内容

創業1905年以来、多くの失敗と成功を繰り返す中で、合成繊維による最高品質の漁網を作り
出す技術を100年という歳月をかけて培ってきました。豊富な経験と信頼、メーカーとして
「品質へこだわり」をもち、ＭＯＭＯＩブランドは世界中の漁業家に認知されています。

事業場紹介
職場ＰＲ

赤穂本社、工場、神戸貿易部、東京及び北海道営業所、更にはインドネシアとメキシコ工場
とグープ全体で1,400人の体制で操業しております。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

●ＴＥＬ 06-6534-3611

フリガナ ロザイコウギョウカブシキガイシャ　アコウコウジョウ 業　種

企業名 ロザイ工業株式会社　赤穂工場 製造業

● 本　社
   所在地

〒550-0015　大阪市西区南堀江1丁目2-14 ●会社概要 設立  1951年 9月

●事業所
　所在地

〒678-0256　赤穂市鷆和77番地

●ＴＥＬ 0791- 43 -2588 ●採用担当 事業所 赤 穂 工 場

●ＦＡＸ 0791- 43 -2341 氏名 金谷 憲司朗

●E-MAIL k-kanadani@rozai.co.jp 連絡先 TEL　0791- 43-2588

●ＵＲＬ http://www.rozai.co.jp/

●アクセス
JR天和駅より国道250号線沿い赤穂方面へ
徒歩10分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

耐火物の研究開発職 理工系大学・工業高校
理系であれば学部・学科は

問いません

品質保証（事務） 大卒以上

総務・経理・労務（事務） 大卒以上 普通自動車免許

人事担当者
先輩社員の声

ロザイ工業では技術系・事務系の枠組みを超え、専門性のある様々な分野の職種が互いに協
力しあいながら一体となって仕事を行っています。目標にしたい、こんな人になりたいと思
える先輩に、きっと出会っていただけるでしょう。魅力ある先輩たちに、会いに来てくださ
い！

製造工程管理（事務） 大卒以上

企業全体紹介
業務内容

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経営
理念の下、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。工業炉設備をはじめ産業機械、環境設備、燃焼機器はもとより、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。

事業場紹介
職場ＰＲ

兵庫県赤穂市に位置する窯業工場は、充実した製造設備を誇る最先端工場です。
 近年は全自動真空プレスや高温焼成設備、ロボットの導入により、生産機能の拡充とFA化を
進めています。ISO9001取得企業として、お客様のご要望にお応えできるよう、適切な原料選
択、厳格な工程管理、徹底した品質管理を行い、各種高級耐火物、新素材ニューセラミック
スなど、多彩な窯業製品を製造しています。人の経験と最新鋭の技術により信頼性の高い高
品質な製品を開発・製造しています。
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【求める人材】

①

②

③

④

相生商工会議所会館全景 かきまつり物産販売

●ＴＥＬ 0791-22-1234 従業員数 10名（ 男性5名 ・女性5名 ）

フリガナ アイオイショウコウカイギショ 業　種

企業名 相 生 商 工 会 議 所 経済団体

● 本　社
   所在地

〒678-0031　相生市旭3丁目1番23号 ●会社概要 設立 1946（昭和21）年11月

●事業所
　所在地

〒678-0031　相生市旭3丁目1番23号 平均年齢 43歳

●ＴＥＬ 0791-22-1234 ●採用担当 事業所 相生市旭3丁目1番23号

●ＦＡＸ 0791-22-2290 氏名 宮 崎 秀 隆

●E-MAIL info@aioicci.jp 連絡先 TEL 0791-22-1234

●ＵＲＬ http://www.aioicci.jp

●アクセス
JR相生駅より徒歩20分、バス：市役所バ
ス停より徒歩1分、自動車：国道2号より
市内中心部へ約２㎞兵庫信用金庫北側角
より約50ｍ。

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

総合職 全学部・全学課 普通自動車・簿記3級

人事担当者
先輩社員の声

地域を元気に！　地域を活性化することが、私たち商工会議所の永遠のテーマです。
明るく、朗らかに周囲を元気づけられる人、自ら企画・率先して自発的に行動できる人が必
要とされる時代。
あなたのアイデアが活かされる職場であると思います。

企業全体紹介
業務内容

相生商工会議所は、商工会議所法に基づく地域総合経済団体です。地域の商工業振興にむけ
て、企業（会員事業所）の経営支援を主たる業務としています。また併せて、地域全体の発
展を目的として、行政への提言や意見要望活動、イベント事業の実施など、地域振興事業を
実施しています。

事業場紹介
職場ＰＲ

　地域の企業（＝会員）を存立基盤としており、企業の発展向けて、個別訪問、相談・セミ
ナー・企業ＰＲ・販路開拓・創業・事業承継等）など経営に関するあらゆる支援（個社支
援）を実施しています。また、ペーロン祭や、商店街まつりなど地域全体の活性化を目的と
して『まちおこし』に関係するイベント事業を実施しています。
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従業員数

平均年齢

【求める人材】

①

②

③

④

工場全景 各種金属材料試験片

●ＴＥＬ 0791-29-0211 35名（ 男性 30名・女性 5名 ）

フリガナ カブシキガイシャ　アサヒコウギョウショ 業　種

企業名 株式会社　旭工業所 製造業

● 本　社
   所在地

〒678-0091 相生市矢野町菅谷214-1 ●会社概要 設立 昭和23年 1月

●事業所
　所在地

〒678-0091 相生市矢野町菅谷214-1 38.5歳

●ＴＥＬ 0791-29-0211 ●採用担当 事業所 株式会社　旭工業所

●ＦＡＸ 0791-29-1132 氏名 取締役　呉山秀夫

●E-MAIL soumu@asahigroup.net 連絡先 TEL　0791-29-0211

●ＵＲＬ http://www.asahigroup.net

●アクセス
県道真広交差点より、約４００ｍ

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

営業ｽﾀｯﾌ 大学卒 普通免許証

機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 高校卒

人事担当者
先輩社員の声

弊社ではより良い製品を提供できるよう先輩後輩の隔たり無く意見交換し一歩先を見据えた
努力をしてます。
また、平均年齢も38.5歳と若くｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会、駅伝大会に参加するなどﾚｸﾚｰｼｮﾝも
盛んに活動しています。

企業全体紹介
業務内容

創業70年の節目迎えるに、改めて原点に立ち戻り“全員一丸”を柱にこれからも「ものづく
り」を通じてお客様の発展に貢献し、技術力を磨き続けます。また、さまざまな技術的ﾉｳﾊｳ
や独自の強みを整理し、持てる力を融合し社会に貢献してまいります。

事業場紹介
職場ＰＲ

旭工業所・試験片加工ｸﾞﾙｰﾌﾟでは主に鉄鋼ﾒｰｶｰ(研究所等)より委託を受け、試験片の加工に
従事してます。一般鋼を始め特殊金属に至るまで金属の特性を知る上で無くてはならないの
が試験片です。お客様のﾆｰｽﾞに答えるため技術開発し難削材にも対応できるよう日々企業努
力し社会・地域に貢献しています。
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従業員数

平均年齢

【採用計画】

①

②

③

④

フリガナ タテホカガクコウギョウ　カブシキガイシャ

企業名 タテホ化学工業株式会社

● 本　社
   所在地

〒678-0239
兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地

●会社概要 設立 1966年 8月

●ＦＡＸ 0791-45-2424 氏名 濱野

●ＴＥＬ 0791-42-5041 220名（ 男性200名 ・女性20名 ）

●事業所
　所在地

〒678-0239
兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地

39歳

●ＴＥＬ 0791-42-5041 ●採用担当 事業所 企画・管理本部　総務部

●E-MAIL hamano-hit@tateho.co.jp 連絡先 TEL　0791-42-5041

●ＵＲＬ http://www.tateho.co.jp

●アクセス
JR播州赤穂駅　徒歩20分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

研究開発、製造技術、電気・機械
設備保全など

工学部、理学部等 特になし

総務・企画・経理・調達など
経済学部、経営学部

等
特になし

人事担当者
先輩社員の声

自由な発想で常に新しいことに挑戦し続ける、それがタテホブランドの源です。
私たちは、一人ひとりが高い志を持ち、クオリティを高め、そのクオリティを結集して大き
なエネルギーを生み出しています。
自身が成長し、やりがいを感じることができる会社です。ご応募をお待ちしています。

企業全体紹介
業務内容

弊社は、瀬戸内海の温暖な気候と豊かな海水資源に育まれた街－赤穂(あこう)から生まれま
した。
「自然環境と共生しオンリーワン技術で世界をリードする開発型企業を目指す」の経営方針
のもと、高機能マグネシア製品を全世界に提供し続けています。

事業場紹介
職場ＰＲ

本社工場では、海水から塩を分離した後に残る苦汁(にがり)を有効活用して、大型トランス
に欠かせない製品である高級電磁鋼板用酸化マグネシウム、電気ヒータ用絶縁材向けの電融
酸化マグネシウムなど、高機能酸化マグネシウム製品の製造販売を行っています。
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【求める人材】

①

②

③

④

相生本社全景

●ＴＥＬ 0791-23-5600 従業員数 91名（ 男性69名 ・女性22名 ）

フリガナ フクスケキコウ　カブシキガイシャ 業　種

企業名 福助機工 株式会社 卸売業/ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

● 本　社
   所在地

〒 678-0011
兵庫県相生市那波野７７６番地の１

●会社概要 設立 昭和25年8月

●事業所
　所在地

〒 678-0011
兵庫県相生市那波野７７６番地の１

平均年齢 43歳

●ＴＥＬ 0791-23-5600 ●採用担当 事業所 福助機工株式会社

●ＦＡＸ 0791-23-5621 氏名 酒井隆文

●E-MAIL recruit@fukusukekikou.co.jp 連絡先 TE L0791-23-5600

●ＵＲＬ http://www.fukusukekikou.co.jp

●アクセス
JR相生駅より徒歩20分

職         種 学歴・学部・学科 必要資格等

設計技術 工学部機械

電気技術 工学部電気

資材調達 文系学部

人事担当者
先輩社員の声

学生時代の勉強は、実社会・職場で役立てるには、不足していることがあります。実践・経
験を重ねることで、覚え、知った知識やノウハウが本当に活きた知識として仕事に役立つも
のです。そのために自分自身をアピールして下さい。問題意識を持って積極的に！グローバ
ル人材求めてます！！

企業全体紹介
業務内容

弊社は、機械設備、舶用ディーゼルエンジン、部品、工具、鋼材等の販売、製作、設計、メ
ンテナンスを行うエンジニアリング会社です。「お客様のニーズを最優先し、信頼される情
報・製品・サービスを提供する」を品質方針のもとに多岐にわたる分野に製品・サービスを
ご提供しています。

事業場紹介
職場ＰＲ

弊社は、取扱い製品毎に事業部を置き、営業拠点やサービスネットワークを国内はもとより
海外にまで張り巡らせ、あらゆる産業界のニーズにお応えできる組織システムで事業を推進
しています。産業機械総合企業にふさわしい技術力、販売力、製造力を兼ね備えた企業集団
です。
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