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くるみん
認定企業

えるぼし認定企業
（３段階目）

インターンシップ
実施企業

就職氷河期世代歓迎
（年齢35歳～54歳まで）
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ワーク・ライフ・バランス推進
宣言 企業

（ひょうご仕事と生活センター）

ワーク・ライフ・バランス推進
認定 企業

（ひょうご仕事と生活センター）

ワーク・ライフ・バランス推進
表彰 企業

（ひょうご仕事と生活センター）

女性社員歓迎

ダブルワーク可能

高齢者歓迎
（60歳以上）

Ⅰターン歓迎

第二新卒歓迎
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事業所所在地　たつの市揖保川町正條213
代表者名　　　井河原　敏夫
創業　　　　　大正4年
資本金　　　　4,430万円
従業員数　　　81名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　ＩＨＩ、三菱重工業、川崎重工業、神戸製鋼所等

総務部　上月　さん

職種：製造職
年齢：18 ～ 40歳
採用人数：若干名
勤務時間：8：00 ～ 17：00
休日：日曜日、祝祭日、隔週土曜日、当社カレンダーによる
給与：経験、能力により、当社規定に基づき決定
諸手当：通勤手当、家族手当
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：奨学金返済支援制度あり

仕
事
内
容

これからも高い生産技術を蓄積しながら、顧客のニーズや豊かな環境
づくりに貢献した製品を提供していきます。私たちと一緒にチャレン
ジしてみませんか？モノづくりの好きな方、興味のある方、お待ちし
てます。

(機械加工)ＮＣ工作機のオペレーター(製缶)溶接・組立作
業

井河原産業株式会社

会社概要

担当 総務部　上月英樹
電話 0791-72-2531
E-mail soumu@igawara.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社は創業107年を迎えます。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
応えて参りました。今後も今までの技術を活かし、脱炭素等新しいものにも対応していきます。
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事業所所在地　たつの市揖保川町正條213
代表者名　　　井河原　敏夫
創業　　　　　大正4年
資本金　　　　4,430万円
従業員数　　　81名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　ＩＨＩ、三菱重工業、川崎重工業、神戸製鋼所等

総務部　上月　さん

職種：製造職
年齢：18 ～ 40歳
採用人数：若干名
勤務時間：8：00 ～ 17：00
休日：日曜日、祝祭日、隔週土曜日、当社カレンダーによる
給与：経験、能力により、当社規定に基づき決定
諸手当：通勤手当、家族手当
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：奨学金返済支援制度あり

仕
事
内
容

これからも高い生産技術を蓄積しながら、顧客のニーズや豊かな環境
づくりに貢献した製品を提供していきます。私たちと一緒にチャレン
ジしてみませんか？モノづくりの好きな方、興味のある方、お待ちし
てます。

(機械加工)ＮＣ工作機のオペレーター(製缶)溶接・組立作
業

井河原産業株式会社

会社概要

担当 総務部　上月英樹
電話 0791-72-2531
E-mail soumu@igawara.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社は創業107年を迎えます。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
応えて参りました。今後も今までの技術を活かし、脱炭素等新しいものにも対応していきます。

事業所所在地　たつの市新宮町光都1丁目1179-17
代表者名　　　秋田　博史
創業　　　　　昭和35年6月11日
資本金　　　　7,842万円 
従業員数　　　432名(国内Group全体)
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　パナソニック㈱他

総務部係長　二川　和久　さん

職種：設計開発職・製造職
年齢：不問
採用人数：3名
勤務時間：8：00～17：00
休日：107日
給与：171,700円～
諸手当：
残業手当、皆勤手当、通勤手当、職務手当、役付手当など
加入保険：社会保険完備(健康、雇用、労災、厚生年金）
福利厚生：3大疾病生命保険加入、生命保険、退職金制度、
　　　　　育児・介護休暇制度、永年勤続功労金

仕
事
内
容

自動車業界では、エンジン(ガソリン)からモータ(電気)に変わり、もの
づくり業界では、人からロボットに変わる時代。今後益々モータが必
要とされる時代になります。そんなモータを一緒に作りませんか。

一宮電機は、産業モータ、車載モータ、発電機など様々
な種類のモータを製造しています。
光都には3つの工場が隣接しています。
設計開発職：モータの開発、自社設備の開発
製造職：プレス加工、樹脂加工、各種金型のメンテナン
ス、品質管理、営業、など。

株式会社一宮電機

会社概要

担当 二川
電話 0791-59-8200
E-mail k-futakawa@ime-group.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

①自社で使用する設備の開発。※製図～組立～各工場への搬入まで全て行います。
②自社ブランドのモータの開発。産業用モータ、車載用モータ、発電機などお客様の求めるモータの設計開発。
製図～試作品の組立～評価試験など
③プレス加工品、樹脂加工品の自動化
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事業所所在地　たつの市揖西町小神841
代表者名　　　伊藤　充弘
創業　　　　　昭和20年
資本金　　　　6,930万円 
従業員数　　　97名（2022年3月末現在）
平均年齢　　　47.6歳
主要取引先　　国分、カナカン、加藤産業、旭食品ほか

製造部　三浦 さん 、岩本 さん

職種：製麺業務、麺類製造機械のオペレーター
年齢：高卒以上35歳以下（省令3号のイ）
採用人数：若干名
勤務時間：8時～17時
休日：週休2日制（土曜、日曜、祝祭日）、年末年始、夏期休暇
※当社カレンダーによる
給与：156,800円～（手当別）※年齢・経験・能力により考慮、
昇給年1回、賞与年2回、退職金制度有
諸手当：時間外手当、通勤手当、皆勤手当、家族手当など
加入保険：各種社会保険
福利厚生：研修制度あり
☆試用期間あり（同条件）

仕
事
内
容

私達は入社3年目と4年目ですが、毎年高校新卒の採用があるので、後
輩が増えるたびに益々張り切って頑張ろうとフレッシュな気持ちにな
ります。同じ学校を卒業した先輩方に教わりながら安心して働いてい
ます。

製麺業務：即席めんの麺生地を作る作業です。
麺類製造機械のオペレーター：機械による麺類の包装作
業です。

イトメン株式会社

会社概要

担当 管理部　伊藤喜忠
電話 0791-63-1361
E-mail recruit@itomen.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

1945年創業、即席袋めん、カップめん、そば、そうめん、うどんなどの麺類製造販売をしております。
即席袋めんにおきましては食塩を加えずに製麺した「無塩製麺」を採用し、あっさり味にこだわっております。
「チャンポンめん」は50年以上も製造と販売が続いております。
FSSC22000を取得しております。
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事業所所在地　たつの市揖西町小神841
代表者名　　　伊藤　充弘
創業　　　　　昭和20年
資本金　　　　6,930万円 
従業員数　　　97名（2022年3月末現在）
平均年齢　　　47.6歳
主要取引先　　国分、カナカン、加藤産業、旭食品ほか

製造部　三浦 さん 、岩本 さん

職種：製麺業務、麺類製造機械のオペレーター
年齢：高卒以上35歳以下（省令3号のイ）
採用人数：若干名
勤務時間：8時～17時
休日：週休2日制（土曜、日曜、祝祭日）、年末年始、夏期休暇
※当社カレンダーによる
給与：156,800円～（手当別）※年齢・経験・能力により考慮、
昇給年1回、賞与年2回、退職金制度有
諸手当：時間外手当、通勤手当、皆勤手当、家族手当など
加入保険：各種社会保険
福利厚生：研修制度あり
☆試用期間あり（同条件）

仕
事
内
容

私達は入社3年目と4年目ですが、毎年高校新卒の採用があるので、後
輩が増えるたびに益々張り切って頑張ろうとフレッシュな気持ちにな
ります。同じ学校を卒業した先輩方に教わりながら安心して働いてい
ます。

製麺業務：即席めんの麺生地を作る作業です。
麺類製造機械のオペレーター：機械による麺類の包装作
業です。

イトメン株式会社

会社概要

担当 管理部　伊藤喜忠
電話 0791-63-1361
E-mail recruit@itomen.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

1945年創業、即席袋めん、カップめん、そば、そうめん、うどんなどの麺類製造販売をしております。
即席袋めんにおきましては食塩を加えずに製麺した「無塩製麺」を採用し、あっさり味にこだわっております。
「チャンポンめん」は50年以上も製造と販売が続いております。
FSSC22000を取得しております。

事業所所在地　たつの市新宮町吉島853-34
代表者名　　　柴田　浩行
創業　　　　　昭和29年6月
資本金 　　　6,300万円
従業員数　　　35名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　大手塗料・インキメーカー

姫路工場　業務課　倉谷　さん

職種：塗料製造業
年齢：不問
採用人数：3名
勤務時間：8：30～17：30
休憩：10：00～10：15、12：00～12：50、15：00～15：15
休日：日曜日定休、土曜日・祝日は当社カレンダーによる
（年間112日）
給与：18万円～30万円
諸手当：資格手当、特別手当、奨励金等
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：退職金制度、確定拠出年金（個人型）、作業服・
安全靴支給、当社指定の資格試験の講習代・試験代支給、交
通費支給（月3万円迄）

仕
事
内
容

始めのうちは覚えることも多く、大変だと感じることも多いでしょ
う。しかし、何にでも積極的に挑戦するうちに、社員同士のコミュ
ニケーションや知識習得に繋がり、仕事にやりがいを感じられるよ
うになるはずです。

各製造工程での業務
◆塗料・インキの仕込
原料となる樹脂や顔料・溶剤の決められた数量をタンク
に投入し、機械で混ぜ合わせる作業
◆製造
分散して、より細かい粒子にして完全に混合する。
添加剤や原色を加えて調合・調色する。
◆ろ過・缶詰
完成した塗料を検査し、容器に充填し完成

希望や適性に応じて担当

茨木塗料株式会社

会社概要

担当 梅木
電話 0791-77-1011
E-mail ibaraki@titan.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

自社製品を持たず、受注生産の事業形態に特化し、幅広い生産体制を確立、少量多品種製造を得意として塗料・
インキ業界の大手会社の製品を月間約千トン提供しています。特に化学原料の混合・錬肉・分散・調合の生産設
備と技術が充実し確立しています。
なお平成21年に大阪ものづくり優良企業賞2009を受賞しました。
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事業所所在地　たつの市新宮町大屋705
代表者名　　　緒方　宏紀
創業　　　　　明治8年4月1日
資本金　　　　4,000万円 
従業員数　　　62名
平均年齢　　　44歳
主要取引先　　株式会社大林組、株式会社竹中工務店

代表取締役社長　緒方　宏紀　さん

職種：鉄骨組立工、機械加工オペレーター(溶接ロボット含)、
溶接工、CAD図面・加工図作成、鉄骨製作管理
年齢：18歳～54歳
採用人数：5名
勤務時間：8：00～17：00(休憩90分), 時間外あり
休日：日曜、祝日、隔週土曜は当社年間カレンダーによる
給与：経験・能力により応相談の上、当社規定に基づき決定
諸手当：資格手当、家族手当
加入保険：各種社会保険加入
(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)
福利厚生：退職金制度

仕
事
内
容

当社は歴史に裏付けられた技術力と誠意ある仕事で、社員一丸となり
知恵を結集して事業推進に取り組んでいます。情熱と好奇心を持つ
方、実務経験がない方でも大歓迎です。

<溶接工・鉄工・機械加工オペレーター>
・鉄骨の溶接及び組立
・鋼材の切断、穴あけ
・コンピューター制御による機械操作
<CAD>
・建築用鉄骨の3Dソフト、CADを使用した鋼構造物の設
計、製作管理作業

株式会社緒方鉄工所

会社概要

担当 井伊　仁明
電話 0791-75-2253
E-mail ogataii@oak.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社の鉄骨は、オフィスビルや大型商業施設、病院、工場、大学、マンションまで、さまざまな建築物に使われ
ます。大手ゼネコンからのニーズに対応しながら建築鉄骨の設計・製造・施工を行っております。3DCADソフト
やロボット溶接など最先端のシステムを活用しつつ難易度の高い鉄骨製作にも挑戦しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町大屋705
代表者名　　　緒方　宏紀
創業　　　　　明治8年4月1日
資本金　　　　4,000万円 
従業員数　　　62名
平均年齢　　　44歳
主要取引先　　株式会社大林組、株式会社竹中工務店

代表取締役社長　緒方　宏紀　さん

職種：鉄骨組立工、機械加工オペレーター(溶接ロボット含)、
溶接工、CAD図面・加工図作成、鉄骨製作管理
年齢：18歳～54歳
採用人数：5名
勤務時間：8：00～17：00(休憩90分), 時間外あり
休日：日曜、祝日、隔週土曜は当社年間カレンダーによる
給与：経験・能力により応相談の上、当社規定に基づき決定
諸手当：資格手当、家族手当
加入保険：各種社会保険加入
(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)
福利厚生：退職金制度

仕
事
内
容

当社は歴史に裏付けられた技術力と誠意ある仕事で、社員一丸となり
知恵を結集して事業推進に取り組んでいます。情熱と好奇心を持つ
方、実務経験がない方でも大歓迎です。

<溶接工・鉄工・機械加工オペレーター>
・鉄骨の溶接及び組立
・鋼材の切断、穴あけ
・コンピューター制御による機械操作
<CAD>
・建築用鉄骨の3Dソフト、CADを使用した鋼構造物の設
計、製作管理作業

株式会社緒方鉄工所

会社概要

担当 井伊　仁明
電話 0791-75-2253
E-mail ogataii@oak.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社の鉄骨は、オフィスビルや大型商業施設、病院、工場、大学、マンションまで、さまざまな建築物に使われ
ます。大手ゼネコンからのニーズに対応しながら建築鉄骨の設計・製造・施工を行っております。3DCADソフト
やロボット溶接など最先端のシステムを活用しつつ難易度の高い鉄骨製作にも挑戦しています。

事業所所在地　たつの市新宮町光都3丁目34番1号
代表者名　　　倉谷　泰成
創業　　　　　平成12年6月2日
資本金　　　　3,000万円
従業員数　　　10名

代表取締役社長　倉谷　泰成　さん

職種：製造部
年齢：40代まで
採用人数：2～3名
勤務時間：07:45-17:00(内、休憩75分）
休日：土日、年末年始、お盆、GW休暇など（祝祭日は就業日
になりますので、ご注意ください）
給与：18万円～30万円（能力に応じて決定）
諸手当：交通費（上限あり）
加入保険：雇用・労災・健康・厚生年金
福利厚生：
・作業服、靴、鞄支給
・作業服洗濯 会社負担
・慶弔見舞金
・スポーツドリングや熱中症対策タブレット、コーヒー、お茶など支給
・資格取得補助
・時間有給休暇あり

仕
事
内
容

常識にとらわれない、柔軟な発想力をお持ちの方を歓迎します。革新
的な開発を共にしたい方をお待ちしています。弊社は今まで未経験者
を多く採用しており、新人や経験者など関係なく、意見を取り入れる
社風です。

先端複合材料（カーボン、ＦＲＰ等）を用いた製品の試
作・開発・製造や、装置開発・製造を行います。
＊工具（グラインダー・電気丸のこ等）使用あり
＊パソコン作業あり（Excel、Word、パワーポイント
等。設計には３D CAD使用）
＊適性に応じて、ロボットのプログラミングや産業機械
装置の設計・製作あり

株式会社 KADO

会社概要

担当 総務部
電話 0791-59-8080
E-mail kado@kado-corporation.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

カーボンFRPなど先端複合材料を用いた研究開発、成形、試作対応や、近年取扱いが増加しているロボットを用
いた自動成形・生産加工装置の装置開発、販売など、先端技術を生み出す会社です。自動車や航空機、船舶、ス
ポーツ用品、食品分野など業務範囲は多岐にわたります。また国家プロジェクトにも参画しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町井野原212-4
代表者名　　　内山　修明
創業　　　　　明治40年
資本金　　　　5,000万円
従業員数　　　57名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　国内・海外（大手食品流通主体）

管理部　川口　裕子　さん

職種：営業職・事務職
年齢：短大卒以上
採用人数：若干名
勤務時間：8：30～17：30
休日：日曜、祝日、その他会社カレンダーによる
給与：190,000円
諸手当：通勤手当、家族手当等
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：産休・育児休暇、退職金制度、社員旅行

仕
事
内
容

『会社の永続　社員の幸福　社会に貢献』を経営理念とする当社は、
社内教育や福利厚生も充実しており、社員と会社が共に発展できる環
境づくりを目指しています。地域の食を支える一員として一緒に働い
てみませんか！

■営業職
揖保乃糸やギフト商品、各種機械乾麺の販売を行ってい
ただきます。
■事務職
総務・経理の業務の中から適性を見ながら担当していた
だきます。　　

カネス製麺株式会社

会社概要

担当 管理部採用担当
電話 0791-75-0006
E-mail contact@kanesuseimen.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

私たちは、揖保乃糸やバラエティに富んだ機械乾麺の製造、販売を行っている食品会社です。
現在、「健康」・「機能性」をテーマとした新商品の開発とラインナップの拡充を進めております。
神明グループとしての総合力を生かし、産学連携や地域連携により新たな需要を創造し継続的な活動を推進して
まいります。
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事業所所在地　たつの市龍野町日飼190
代表者名　　　頃安　雅樹
創業　　　　　昭和23年10月1日
資本金　　　　6億3,111万円
従業員数　　　284名 
平均年齢　　　42.9歳
主要取引先　　株式会社ツカサ、株式会社アマヤ、株式会社シノダ

人事部　田中　彩加　さん

職種：営業職、研究開発職、購買職
年齢：第二新卒まで可
採用人数：各職種若干名
勤務時間：8：50～17：50
休日：121日（2023年度）＊完全週休二日制
給与：全て大卒の金額
営業職：月給201,000円
研究開発職：月給203,000円
購買職：月給201,000円
諸手当：皆勤手当、時間外手当、ほか
加入保険：社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、
労働災害補償保険）
福利厚生：財形貯蓄制度、確定給付年金、退職金（勤続2年以上）
奨学金返済支援制度、従業員持株会制度
社内旅行・懇親会補助金制度、資格制度
会員制福利厚生サービス

仕
事
内
容

当社は”困った”を独自の自動化・省力化技術で解決する機械メーカーで
す。設計・開発・生産・アフターサービスまで自社で行っており、オ
リジナル製品が多くあります！説明会では当社の魅力を詳しくご紹介
します！

1.営業職
「自動壁紙糊付機」をはじめとした、関連施工道具の販
売、または「業務用畳」の販売。
2.研究開発職
当社製品の機械設計もしくは制御設計の仕事。CADによる
図面作成、3Dプリンタによる部品試作など多岐にわたる。
3.購買職
製造に必要な材料・部品を国内外から選定・購入するバ
イヤーの仕事。

極東産機株式会社

会社概要

担当 人事部　田中
電話 0791-62-1771
E-mail a-tanaka@kyokuto-sanki.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

みなさんの毎日の生活に身近な製品が多数あります！！
自動壁紙糊付機、コンピュータ式畳製造システムは日本初の発明＆トップシェア製品！実はあの有名外食チェー
ンでも極東産機の製品が使われています！
聞いたことがない名前の機械でも、みなさんの部屋の中や暮らしの中に極東産機の技術は隠れています。

事業所所在地　たつの市新宮町井野原212-4
代表者名　　　内山　修明
創業　　　　　明治40年
資本金　　　　5,000万円
従業員数　　　57名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　国内・海外（大手食品流通主体）

管理部　川口　裕子　さん

職種：営業職・事務職
年齢：短大卒以上
採用人数：若干名
勤務時間：8：30～17：30
休日：日曜、祝日、その他会社カレンダーによる
給与：190,000円
諸手当：通勤手当、家族手当等
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：産休・育児休暇、退職金制度、社員旅行

仕
事
内
容

『会社の永続　社員の幸福　社会に貢献』を経営理念とする当社は、
社内教育や福利厚生も充実しており、社員と会社が共に発展できる環
境づくりを目指しています。地域の食を支える一員として一緒に働い
てみませんか！

■営業職
揖保乃糸やギフト商品、各種機械乾麺の販売を行ってい
ただきます。
■事務職
総務・経理の業務の中から適性を見ながら担当していた
だきます。　　

カネス製麺株式会社

会社概要

担当 管理部採用担当
電話 0791-75-0006
E-mail contact@kanesuseimen.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

私たちは、揖保乃糸やバラエティに富んだ機械乾麺の製造、販売を行っている食品会社です。
現在、「健康」・「機能性」をテーマとした新商品の開発とラインナップの拡充を進めております。
神明グループとしての総合力を生かし、産学連携や地域連携により新たな需要を創造し継続的な活動を推進して
まいります。
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事業所所在地　たつの市揖西町南山3丁目43番1
代表者名　　　齋藤　昇
創業　　　　　昭和23年
資本金　　　　5,475万円 
従業員数　　　90名
平均年齢　　　46歳
主要取引先　　官公庁、プラントメーカー、建設施工会社

常務取締役　齋藤　維　さん

職種：製造課組立係
年齢：問わず
採用人数：2名
職種：製造課鉄構係
年齢：問わず
採用人数：2名
職種：設計課
年齢：問わず
採用人数：1名
勤務時間：8：30～17：30
休日：完全週休二日制(年間119日)
夏季、年末年始、慶弔休暇あり。有給休暇制度あり。
給与：178,000円～　経験者は別途考慮。
諸手当：通勤手当(全額)、住宅手当
加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
福利厚生：退職金制度あり(2年以降)

仕
事
内
容

水門には水の流れや量を調整するといった役目だけでなく、近年では
防災に特化した水門が増えてきています。自分たちが作ったもので
人々の命や暮らしを守っていく！そんな仕事を私たちと共にしてみま
せんか。

＜製造課組立係＞　防災用ゲートなどの製品の組立業務
＜製造課鉄構係＞　水門などの製品の溶接業務
＜設計課＞　CADを使用した水門などの設計業務
 
※未経験者歓迎します。
仕事をしながら覚えて下さい。
※播磨工場は2020年3月に完成したばかりの綺麗な工場
です。

株式会社斉藤鐵工所

会社概要

担当 豊福誠
電話 0790-88-1001
E-mail sit.bansiyuu_soumu@e-saitoh.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

自立フラップ式防潮ゲート：このゲートは津波やゲリラ豪雨などによる水位上昇に対応した製品で特徴として①
電動などの動力がいらない②人による操作が必要ない③確実に動作④日常の邪魔にならないという【津波・高潮
から命を守る。暮らしを守る】ゲートとなっています。2022年現在31台の納入事績を誇ります。
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事業所所在地　たつの市揖西町南山3丁目43番1
代表者名　　　齋藤　昇
創業　　　　　昭和23年
資本金　　　　5,475万円 
従業員数　　　90名
平均年齢　　　46歳
主要取引先　　官公庁、プラントメーカー、建設施工会社

常務取締役　齋藤　維　さん

職種：製造課組立係
年齢：問わず
採用人数：2名
職種：製造課鉄構係
年齢：問わず
採用人数：2名
職種：設計課
年齢：問わず
採用人数：1名
勤務時間：8：30～17：30
休日：完全週休二日制(年間119日)
夏季、年末年始、慶弔休暇あり。有給休暇制度あり。
給与：178,000円～　経験者は別途考慮。
諸手当：通勤手当(全額)、住宅手当
加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
福利厚生：退職金制度あり(2年以降)

仕
事
内
容

水門には水の流れや量を調整するといった役目だけでなく、近年では
防災に特化した水門が増えてきています。自分たちが作ったもので
人々の命や暮らしを守っていく！そんな仕事を私たちと共にしてみま
せんか。

＜製造課組立係＞　防災用ゲートなどの製品の組立業務
＜製造課鉄構係＞　水門などの製品の溶接業務
＜設計課＞　CADを使用した水門などの設計業務
 
※未経験者歓迎します。
仕事をしながら覚えて下さい。
※播磨工場は2020年3月に完成したばかりの綺麗な工場
です。

株式会社斉藤鐵工所

会社概要

担当 豊福誠
電話 0790-88-1001
E-mail sit.bansiyuu_soumu@e-saitoh.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

自立フラップ式防潮ゲート：このゲートは津波やゲリラ豪雨などによる水位上昇に対応した製品で特徴として①
電動などの動力がいらない②人による操作が必要ない③確実に動作④日常の邪魔にならないという【津波・高潮
から命を守る。暮らしを守る】ゲートとなっています。2022年現在31台の納入事績を誇ります。

事業所所在地　たつの市揖保町揖保中251-1
代表者名　　　高橋　秀仁
創業　　　　　昭和14年
資本金　　　　18億2,146万円
従業員数　　　26,295名(龍野180名）
平均年齢　　　41.1歳
主要取引先　　国内外化学メーカー他

総務グループ　西端　和志　さん

職種：製造オペレーター
年齢：18歳（新高卒）
採用人数：1～2名
勤務時間：8:30-16:55、16:10-0:35、0:20-8:45（3交替）
休日：原則土日休（事業所カレンダーによる）
給与：月給183,000円～
諸手当：厚生手当、資格手当、通勤手当、出張手当ほか
加入保険：雇用、労災、健康、厚生、財形
福利厚生：寮・保養地・社員持株制度・共済会ほか

仕
事
内
容

世界で戦える真の一流企業となるべく挑戦を続ける当社で、共に働い
てみませんか。皆様の活躍の舞台を準備してお待ちしております。

合成樹脂を製造する化学プラントを、チームのメンバー
と協力して運転します。
担当業務は、原材料の搬入、計量、品質維持、および計
装機器の監視業務と多岐に渡ります。

昭和電工株式会社龍野事業所

会社概要

担当 西端和志
電話 0791-67-1111
E-mail nishihata.kazushi.xityk@showadenko.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

昭和電工龍野事業所は長年蓄積してきた知見を用いて、主に自動車・環境・電子材料向けに、不飽和ポリエステ
ル樹脂、ビニルエステル樹脂、樹脂成形材料(BMC,SMC)、合成樹脂エマルジョンなどの合成樹脂製品を生産して
います。
※当社は2023年1月1日以降、「株式会社レゾナック」に社名変更いたします。
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事業所所在地　たつの市新宮町栗町410-6
代表者名　　　脇坂　利彦
創業　　　　　平成24年5月17日
資本金 　　　1,000万円
従業員数　　　164名
平均年齢　　　41歳
主要取引先　　三相電機株式会社

代表取締役　脇坂　利彦　さん

職種：機械オペレータ
　　　電気機械部品製造
年齢：50歳まで
採用人数：2名
勤務時間：8時30分～17時25分
休日：完全週休二日制（117日）
給与：165,000円から
諸手当：時間外、通勤、扶養、資格
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：弁当補助、きょうさい加入

仕
事
内
容

従業員の年齢層は10代から70代まで、年齢に関係なく活躍していま
す。工作機械のマシンオペレータや、電気結線作業を行う組立工程な
ど、色々な作業がありますが、経験の無い初心者の方でも歓迎いたし
ます。

プレス：電磁鋼板を高速自動プレス機で打ち抜きながら
積層する。
ダイカスト：ダイカストマシンの金型にロータコアを挿
入し、溶融したアルミを流し込み鋳造する。
切削：工作機械を使用して鋳物素材の切削加工や穴あけ
加工を行う。
巻線：ステータコアにコイル状にした銅線をはめ込み、
リード線を結線して仕上げる。

新宮三相電機株式会社

会社概要

担当 総務経理課　人事担当
電話 0791-78-0100
E-mail t-wakisaka@sanso-elec.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社ではモータとポンプの主要部品を製造しています。主な分野として、モータではエアコンや換気扇、工作機
械用など、ポンプでは給湯器や床暖房、医療機器や厨房機器用など、様々な分野で使用されています。今後、脱
炭素社会に向け、更にモータとポンプの応用分野は広がっていきます。



製
造
業

14

事業所所在地　たつの市新宮町栗町410-6
代表者名　　　脇坂　利彦
創業　　　　　平成24年5月17日
資本金 　　　1,000万円
従業員数　　　164名
平均年齢　　　41歳
主要取引先　　三相電機株式会社

代表取締役　脇坂　利彦　さん

職種：機械オペレータ
　　　電気機械部品製造
年齢：50歳まで
採用人数：2名
勤務時間：8時30分～17時25分
休日：完全週休二日制（117日）
給与：165,000円から
諸手当：時間外、通勤、扶養、資格
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：弁当補助、きょうさい加入

仕
事
内
容

従業員の年齢層は10代から70代まで、年齢に関係なく活躍していま
す。工作機械のマシンオペレータや、電気結線作業を行う組立工程な
ど、色々な作業がありますが、経験の無い初心者の方でも歓迎いたし
ます。

プレス：電磁鋼板を高速自動プレス機で打ち抜きながら
積層する。
ダイカスト：ダイカストマシンの金型にロータコアを挿
入し、溶融したアルミを流し込み鋳造する。
切削：工作機械を使用して鋳物素材の切削加工や穴あけ
加工を行う。
巻線：ステータコアにコイル状にした銅線をはめ込み、
リード線を結線して仕上げる。

新宮三相電機株式会社

会社概要

担当 総務経理課　人事担当
電話 0791-78-0100
E-mail t-wakisaka@sanso-elec.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社ではモータとポンプの主要部品を製造しています。主な分野として、モータではエアコンや換気扇、工作機
械用など、ポンプでは給湯器や床暖房、医療機器や厨房機器用など、様々な分野で使用されています。今後、脱
炭素社会に向け、更にモータとポンプの応用分野は広がっていきます。

事業所所在地　たつの市龍野町片山379-1
代表者名　　　泉　貴章
創業　　　　　大正8年
資本金　　　　4,500万円
従業員数　　　380名　※グループ計
平均年齢　　　37.5歳
主要取引先　　非公開

経営管理部人事総務グループ　グループ長　中村　さん

【2024年度新卒】
職種：総合職（院卒・四大卒・高専卒・短大卒・専門卒）
　　　製造職（高卒）
採用人数：総合職　若干名　　製造職　若干名
勤務時間：8：20～17：20（本社）　9：00～18：00（大阪支社）※実働8時間
給与（初任給）：月給  216,200円（院卒者）　月給  205,400円（大卒者）
　　　　　　　　月給  188,400円（高専卒）　月給  175,600円（短大/専門卒）
　　　　　　　　月給  170,000円（高卒）

【キャリア採用】
職種：製造職
年齢：60歳以下(定年年齢が60歳のため)
採用人数：若干名
勤務時間：本社／8：20～17：20　 ※実働8時間
給与：月給  161,500円～214,000円

【新卒・キャリア採用共通】
休日：土日祝日休み／年間休日113日　※会社カレンダーにより土曜出勤あり
諸手当：◆扶養手当　◆通勤手当　※上限100,000円/月
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：◆ランドセル贈呈　◆お祝い金制度　◆社食(本社のみ)
　　　　　◆福利厚生サービスの加入(リロクラブ)　他

仕
事
内
容

私たち一人ひとりの挑戦がお客様を笑顔にする力となり未来を変える
力となります。私たちが目指す「世界中の子どもたちとそのご家族の
笑顔にあふれた生活の実現」。そんな未来に向けて私たちと共に挑戦
しましょう。

◆総合職　例えば…
　新しい商品の企画・開発／品質管理
　直営店での接客・販売／取引先への営業
　海外事業／新規事業　など
※配属先は、皆様の希望や適性を考慮し決定いたします。
◆製造職
生地に穴をあけたり、ミシンで縫製したり、手作業や機械を使
ってランドセルをつくるものづくりの仕事です。

株式会社セイバン

会社概要

担当 セイバン採用担当            
電話 080-6110-2258/080-6110-9703            
E-mail jinji-saiyo@seiban.co.jp(新卒採用)/career-saiyo@seiban.co.jp(キャリア採用)

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社は2019年に100周年を迎えた老舗のランドセルメーカーです。代表的な機能「天使のはね」をはじめ、さま
ざまな機能を搭載したランドセルを製造販売し、長年に渡りトップシェアを維持しています。また、次の100年
を見据えさらに成長するために、海外展開や周辺事業への新たな挑戦に取り組んでいます。
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事業所所在地
　大阪本社：大阪市北区大深町3-1（グランフロント大阪タワーB）
　播磨工場：たつの市揖保川町馬場805
代表者名　　　代表取締役社長　小河　義美
設立　　　　　大正8年9月8日
資本金　　　　362億7,544万89円
従業員数　　　連結 11,104名 単体 2,553名
平均年齢　　　42.3歳

事業支援本部人事グループ　グループリーダー　元坂　道郎　さん

職種：事務系、技術系（いずれも総合職）
年齢：不問
採用人数：
・新卒：2022年入社実績31名
・経験者採用：弊社経験者採用webサイトの「募集ポジション」を
　ご覧ください
勤務時間：所定内労働時間7時間30分
　　　　　始業終業時刻は事業場の定めに従う
　　　　　例：9:15～17:30（大阪本社、休憩45分）
休日：年間122日　完全週休二日（土日、祝祭日＋社定休)
給与：当社規定に基づき、ご入社までのご経験等を踏まえ設定
諸手当：住宅手当、家族手当、通勤補助費等
加入保険：社会保険完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険等）
福利厚生：厚生施設(体育館、グラウンド、テニスコートなど…
　　　　　事業場による)、外部福利厚生サービスとの契約あり

仕
事
内
容

たつの市に立地するダイセル播磨工場では、自動車エアバッグ用イン
フレータ（ガス発生装置）を製造しています。
ダイセルは前向きに挑戦し続ける人を応援します。一緒に新しい未来
を切り開きましょう！

事業創出部門：基盤研究、開発研究、工業化研究、
　　　　　　　生産技術、企画等
生産部門：生産革新、生産管理、品質管理／保証等
デジタル部門：情報全般、AI、シミュレーション等
エンジニアリング部門：プラント関連（機械、電気、建築、
　　　　　　　　　　　土木、メンテナンス）
管理部門：営業、経理、人事、総務、購買等

株式会社ダイセル

会社概要

担当 事業支援本部人事グループ
電話 06-7639-7209
E-mail 新卒採用：shinsotsu@jp.daicel.com
 キャリア採用：careeer@jp.daicel.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

売上の半分は海外市場。「イノベーション」を合い言葉に世界を変え続けるグローバルカンパニーです。
セルロース化学、有機合成化学、高分子化学、火薬工学をコア技術に、化学製品から自動車エアバッグ用インフ
レータまで多岐にわたる製品を製造販売しています。
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事業所所在地
　大阪本社：大阪市北区大深町3-1（グランフロント大阪タワーB）
　播磨工場：たつの市揖保川町馬場805
代表者名　　　代表取締役社長　小河　義美
設立　　　　　大正8年9月8日
資本金　　　　362億7,544万89円
従業員数　　　連結 11,104名 単体 2,553名
平均年齢　　　42.3歳

事業支援本部人事グループ　グループリーダー　元坂　道郎　さん

職種：事務系、技術系（いずれも総合職）
年齢：不問
採用人数：
・新卒：2022年入社実績31名
・経験者採用：弊社経験者採用webサイトの「募集ポジション」を
　ご覧ください
勤務時間：所定内労働時間7時間30分
　　　　　始業終業時刻は事業場の定めに従う
　　　　　例：9:15～17:30（大阪本社、休憩45分）
休日：年間122日　完全週休二日（土日、祝祭日＋社定休)
給与：当社規定に基づき、ご入社までのご経験等を踏まえ設定
諸手当：住宅手当、家族手当、通勤補助費等
加入保険：社会保険完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険等）
福利厚生：厚生施設(体育館、グラウンド、テニスコートなど…
　　　　　事業場による)、外部福利厚生サービスとの契約あり

仕
事
内
容

たつの市に立地するダイセル播磨工場では、自動車エアバッグ用イン
フレータ（ガス発生装置）を製造しています。
ダイセルは前向きに挑戦し続ける人を応援します。一緒に新しい未来
を切り開きましょう！

事業創出部門：基盤研究、開発研究、工業化研究、
　　　　　　　生産技術、企画等
生産部門：生産革新、生産管理、品質管理／保証等
デジタル部門：情報全般、AI、シミュレーション等
エンジニアリング部門：プラント関連（機械、電気、建築、
　　　　　　　　　　　土木、メンテナンス）
管理部門：営業、経理、人事、総務、購買等

株式会社ダイセル

会社概要

担当 事業支援本部人事グループ
電話 06-7639-7209
E-mail 新卒採用：shinsotsu@jp.daicel.com
 キャリア採用：careeer@jp.daicel.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

売上の半分は海外市場。「イノベーション」を合い言葉に世界を変え続けるグローバルカンパニーです。
セルロース化学、有機合成化学、高分子化学、火薬工学をコア技術に、化学製品から自動車エアバッグ用インフ
レータまで多岐にわたる製品を製造販売しています。

事業所所在地　たつの市御津町苅屋1455
代表者名　　　大久保　俊哉
創業　　　　　昭和61年（1986年）7月18日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　213名
平均年齢　　　42.6歳（契約社員・嘱託を含む）
主要取引先　　タキロンシーアイ株式会社

製造グループ　中西　雄大　さん

職種：正社員：製造オペレータ
年齢：38歳未満(長期勤務によるキャリア形成をはかるため）
採用人数：
（3交替）数名
（2交替）数名
（日勤）数名
勤務時間・休日：会社カレンダーに基づく
勤務地：網干工場、揖保川事業所
給与：基本給16.5万円/月～
加入保険・福利厚生：退職金制度/確定拠出年金/制服貸与/
資格取得奨励金制度/失効年休制度/社宅制度

仕
事
内
容

最初は初めてのことばかりで不安かもしれませんが、当社は社内の風
通しが良く、社員一人ひとりをよく見てくれるので、自分自身の個性
を十分に生かせるとても働きやすい環境です。

三交替＝大型設備を操作し、プラスチック製品の製造オ
ペレーターを担当します。
二交替＝プラスチック製品の検査・仕上げ・梱包・運搬
や、製造工程の準備・整備などを担当します。
日勤＝大型設備を操作し、プラチック製品の製造オペレ
ーターを担当します。

タキロンテック株式会社

会社概要

担当 曽谷・清水
電話 079-322-3542
E-mail takirontec-kyujin@takiron-ci.co.jp 

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

プラスチック製造業大手"タキロンシーアイ株式会社"の100％子会社。
業界トップシェア製品を数多く製造する企業。
コロナ禍では、飛沫感染防止としての"プラスチック板"で社会の役に立つことができました。
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事業所所在地　たつの市龍野町島田321
代表者名　　　片岡　孝次
創業　　　　　昭和33年11月5日
資本金　　　　7,500万円
従業員数　　　125名
平均年齢　　　正社員平均40歳(若者も活躍中)
主要取引先　　日新化成工業株式会社　他

成型品事業部　O　さん

職種：発泡スチロール製品の製造、加工全般
年齢：不問
採用人数：1～3名（予定）
勤務時間：8：30～17：00
休日：日・祝、及び、土曜日は会社カレンダーによる。その他、
年末年始・お盆休暇 有給以外に特別休暇取得制度あり
給与：月給（158,000円～215,000円）
諸手当：通勤手当  家族手当  残業手当  資格手当
加入保険：労災  健康  雇用  年金
福利厚生：財形貯蓄制度  資格取得制度  健康診断  社内旅行 
慶弔見舞金  奨学金返済支援  社員食堂  予防接種の費用補助 
社員表彰制度  社内懇親会の費用補助  従業員持ち株制度

仕
事
内
容

たくさんの経験を積むことで、人の価値観も変わります。
その結果として、お客様にどう喜ばれるのか、社会にどう貢献出来る
のか、また、自分の成長にどう繋がるのかを共に考え成長していきた
いと願っています。

⑴【成型作業】成型機で生産した製品の検品等。作業に
慣れてくれば機械の微調整等もお任せします。
⑵【仕上作業】生産した製品の出荷前の最終検品と梱包作業。
⑶【加工作業】発泡スチロールのカットや接着等の作業。
⑷【クッション】クッション製品の製造及び出荷全般
※⑴～⑷のいずれかを担当していただきます。

龍野コルク工業株式会社

会社概要

担当 管理本部　赤木
電話 0791-63-1301

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

発泡スチロールをはじめ、さまざまな発泡素材を活かし、住設・家電用の断熱材、大型の発泡造形品、ビーズク
ッションや固定具の商品を通して低酸素社会と快適健康社会の実現に取り組む企業です!!
当社には、仕事のベテラン、人生のベテランが沢山おりますので、お互い様の出来事には助け合いの精神で対応
します。



製
造
業

18

事業所所在地　たつの市龍野町島田321
代表者名　　　片岡　孝次
創業　　　　　昭和33年11月5日
資本金　　　　7,500万円
従業員数　　　125名
平均年齢　　　正社員平均40歳(若者も活躍中)
主要取引先　　日新化成工業株式会社　他

成型品事業部　O　さん

職種：発泡スチロール製品の製造、加工全般
年齢：不問
採用人数：1～3名（予定）
勤務時間：8：30～17：00
休日：日・祝、及び、土曜日は会社カレンダーによる。その他、
年末年始・お盆休暇 有給以外に特別休暇取得制度あり
給与：月給（158,000円～215,000円）
諸手当：通勤手当  家族手当  残業手当  資格手当
加入保険：労災  健康  雇用  年金
福利厚生：財形貯蓄制度  資格取得制度  健康診断  社内旅行 
慶弔見舞金  奨学金返済支援  社員食堂  予防接種の費用補助 
社員表彰制度  社内懇親会の費用補助  従業員持ち株制度

仕
事
内
容

たくさんの経験を積むことで、人の価値観も変わります。
その結果として、お客様にどう喜ばれるのか、社会にどう貢献出来る
のか、また、自分の成長にどう繋がるのかを共に考え成長していきた
いと願っています。

⑴【成型作業】成型機で生産した製品の検品等。作業に
慣れてくれば機械の微調整等もお任せします。
⑵【仕上作業】生産した製品の出荷前の最終検品と梱包作業。
⑶【加工作業】発泡スチロールのカットや接着等の作業。
⑷【クッション】クッション製品の製造及び出荷全般
※⑴～⑷のいずれかを担当していただきます。

龍野コルク工業株式会社

会社概要

担当 管理本部　赤木
電話 0791-63-1301

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

発泡スチロールをはじめ、さまざまな発泡素材を活かし、住設・家電用の断熱材、大型の発泡造形品、ビーズク
ッションや固定具の商品を通して低酸素社会と快適健康社会の実現に取り組む企業です!!
当社には、仕事のベテラン、人生のベテランが沢山おりますので、お互い様の出来事には助け合いの精神で対応
します。

事業所所在地　たつの市龍野町富永925
代表者名　　　玉越　裕之
創業　　　　　昭和6年12月
資本金　　　　3,000万円
従業員数　　　23名
平均年齢　　　40歳
主要取引先　　(株)IHI、大倉船舶工業(株)

工場部　部長　廣瀬　正也　さん

職種：工務・設計・営業
年齢：59歳以下
採用人数：1名
勤務時間：8ｈ
休日：年間休日109日
給与：19万円～30万円
諸手当：皆勤・精勤・家族・残業
加入保険：雇用・労災・健康

仕
事
内
容

専門分野の仕事ですので基本スキルが無いと難しいかもしれません
が、やりがいのある仕事だと思います。やる気、根気のある方待って
ます！！

自社製　鉄鋼製品の設計及び生産管理、アフターサービ
ス業務を行う。

玉越鉄工株式会社

会社概要

担当 廣瀬
電話 0791-63-1055
E-mail mahirose@tamakosi.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

エルマンス式スチールハッチカバー（一般貨物船用　風雨密蓋）の設計・製造・販売・アフターサービスを一貫
して行っております。鉄骨関連製品の製作も行っております。　プレス、鉄骨加工用各種機械、マシニングセン
タ、旋盤等も保有しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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事業所所在地　たつの市新宮町平野60
代表者名　　　代表取締役社長　頃安　義弘
創業　　　　　昭和14年9月12日
資本金 　　　31億4,367万5,150円
従業員数　　　322名（単体）、1,277名（連結）
平均年齢　　　38.9歳
主要取引先　　国内外の石油・化学メーカー等

総務部　大本　さん

職　　種：営業、技術、製造等
採用人数：若干名
勤務時間：8:10～17:00
休　　日：土日祝等(当社年間休日表による)
諸 手 当：地域手当、役職手当等
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：退職金制度・持株制度・各種クラブ活動・社宅・
　　　　　ベネフィットステーション（福利厚生サービス）・
　　　　　インフルエンザ予防接種の費用負担等

仕
事
内
容

当社には若手社員が多く在籍しており、職場は明るく活気に溢れてい
ます。わたしたちと共に「人や地球環境にやさしいポンプ」の製造・
販売を通じ、快適で便利な暮らしや社会を支えていきませんか？

いずれもキャンドモータポンプ等の製造・販売に関する
仕事です。
・営業職(国内営業・海外営業等)
・技術職(設計・研究開発等)
・製造職(機械加工・溶接・製品組立等)　等

キャンドモータポンプ等について、以下の職種を募集し
ています。
・営業職(国内営業・海外営業等)
・技術職(設計・研究開発等)
・製造職(機械加工・溶接・製品組立等)

株式会社帝国電機製作所

会社概要

担当 総務部人事課
電話 0791-75-0411

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

帝国電機製作所はキャンドモータポンプ(完全無漏洩ポンプ)のリーディングカンパニーとして、国内外の石油化
学プラントや新幹線等で使用される特殊な産業用ポンプを製造・販売しています。海外6ヶ国に拠点を持つグロ
ーバル企業として、世界に誇る高い技術力を武器に、更なる販路拡大に取り組んでいます。
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事業所所在地　たつの市新宮町平野60
代表者名　　　代表取締役社長　頃安　義弘
創業　　　　　昭和14年9月12日
資本金 　　　31億4,367万5,150円
従業員数　　　322名（単体）、1,277名（連結）
平均年齢　　　38.9歳
主要取引先　　国内外の石油・化学メーカー等

総務部　大本　さん

職　　種：営業、技術、製造等
採用人数：若干名
勤務時間：8:10～17:00
休　　日：土日祝等(当社年間休日表による)
諸 手 当：地域手当、役職手当等
加入保険：各種社会保険完備
福利厚生：退職金制度・持株制度・各種クラブ活動・社宅・
　　　　　ベネフィットステーション（福利厚生サービス）・
　　　　　インフルエンザ予防接種の費用負担等

仕
事
内
容

当社には若手社員が多く在籍しており、職場は明るく活気に溢れてい
ます。わたしたちと共に「人や地球環境にやさしいポンプ」の製造・
販売を通じ、快適で便利な暮らしや社会を支えていきませんか？

いずれもキャンドモータポンプ等の製造・販売に関する
仕事です。
・営業職(国内営業・海外営業等)
・技術職(設計・研究開発等)
・製造職(機械加工・溶接・製品組立等)　等

キャンドモータポンプ等について、以下の職種を募集し
ています。
・営業職(国内営業・海外営業等)
・技術職(設計・研究開発等)
・製造職(機械加工・溶接・製品組立等)

株式会社帝国電機製作所

会社概要

担当 総務部人事課
電話 0791-75-0411

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

帝国電機製作所はキャンドモータポンプ(完全無漏洩ポンプ)のリーディングカンパニーとして、国内外の石油化
学プラントや新幹線等で使用される特殊な産業用ポンプを製造・販売しています。海外6ヶ国に拠点を持つグロ
ーバル企業として、世界に誇る高い技術力を武器に、更なる販路拡大に取り組んでいます。

事業所所在地　たつの市新宮町吉島440
代表者名　　　松延　元秀
創業　　　　　昭和43年12月13日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　51名
平均年齢　　　37歳
主要取引先　　株式会社帝国電機製作所

製造部板金溶接課　山本　さん

職種：製造職(機械加工・溶接作業等)
年齢：40歳まで
採用人数：3名
勤務時間：8：00～17：00
休日：日・祝日・その他(年間休日109日)
給与：180,000円～260,000円
諸手当：役職手当、家族手当、通勤手当、資格手当
加入保険：雇用・労災・健康・厚生
福利厚生：産休・育休・介護休業、インフルエンザ予防接種、
資格取得支援、姫路市中小企業共済他

仕
事
内
容

チームワークの大切さを普段から心掛けています。一緒に考え協力し
合い困難な事にも前向きにチャレンジしていきましょう。『モノ作り
に興味がある』『溶接をやってみたい』と思っている方お待ちしてお
ります。

ポンプ部品の生産工程（板金、溶接、塗装、組立、機械
加工、検査）のいずれかの作業を担当して頂きます。
溶接や機械加工など経験者の方、大歓迎です。もちろ
ん、未経験者の方も大歓迎です。
（事前の工場見学や面接時の見学も可能です。）

株式会社帝伸製作所

会社概要

担当 総務部総務課　山口            
電話 0791-75-0315            
E-mail y_yamaguchi@teishin-electric.co.jp            

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

1968年の創業以来、株式会社帝国電機製作所グループの一員として、冷凍機用ポンプの製造、板金・溶接、機械
加工の3つの柱を中心に成長してまいりました。「みんなで良くなろう」「誠実に事に当たろう」「積極的にや
ろう」を社是として、更なる発展に向けて努力してまいります。
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事業所所在地　たつの市龍野町中井236
代表者名　　　藤井　悟
創業　　　　　昭和45年4月1日
資本金　　　　約260億円
従業員数　　　約600名
平均年齢　　　41.4歳

人事総務部人事課　中辻　さん

職種：製造補助
採用人数：2名
勤務時間：9：00～17：30
休日：土日祝日
給与：想定年収　330万円～380万円
諸手当：残業手当
加入保険：厚生年金、雇用保険、労災保険
福利厚生：借上社宅、退職金、企業年件、カフェテリアプラン

仕
事
内
容

〈おもしろい〉と思えるものをアグレッシブに追い求めていく、そん
な風土が築かれています。是非、NCXで化学の未来に挑戦してくださ
い！

■半導体向けエポキシ樹脂を扱う播磨事業所にて、原料
の充填/排出、仕込み作業、フォークリフトを使用した入
出庫作業など製造補助業務をご担当いただきます。
■重い荷物を運ぶことも多く、また工場内は夏は暑く冬
は寒い環境なので、当該事情を理解いただき一緒に働い
ていただける方を募集しております。

ナガセケムテックス株式会社

会社概要

担当 中辻
電話 0791-63-4917
E-mail saiyo@ncx.nagase.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

ナガセグループのメーカー４社が統合し、誕生した会社です。それぞれの歴史の中で培ってきた独創的な技術が
集まり、設計、合成、重合、発酵、配合、加工、評価技術など、多彩なコアテクノロジーを駆使し、お客様の真
のニーズに応えられるのが、私たちの強みです。
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事業所所在地　たつの市龍野町中井236
代表者名　　　藤井　悟
創業　　　　　昭和45年4月1日
資本金　　　　約260億円
従業員数　　　約600名
平均年齢　　　41.4歳

人事総務部人事課　中辻　さん

職種：製造補助
採用人数：2名
勤務時間：9：00～17：30
休日：土日祝日
給与：想定年収　330万円～380万円
諸手当：残業手当
加入保険：厚生年金、雇用保険、労災保険
福利厚生：借上社宅、退職金、企業年件、カフェテリアプラン

仕
事
内
容

〈おもしろい〉と思えるものをアグレッシブに追い求めていく、そん
な風土が築かれています。是非、NCXで化学の未来に挑戦してくださ
い！

■半導体向けエポキシ樹脂を扱う播磨事業所にて、原料
の充填/排出、仕込み作業、フォークリフトを使用した入
出庫作業など製造補助業務をご担当いただきます。
■重い荷物を運ぶことも多く、また工場内は夏は暑く冬
は寒い環境なので、当該事情を理解いただき一緒に働い
ていただける方を募集しております。

ナガセケムテックス株式会社

会社概要

担当 中辻
電話 0791-63-4917
E-mail saiyo@ncx.nagase.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

ナガセグループのメーカー４社が統合し、誕生した会社です。それぞれの歴史の中で培ってきた独創的な技術が
集まり、設計、合成、重合、発酵、配合、加工、評価技術など、多彩なコアテクノロジーを駆使し、お客様の真
のニーズに応えられるのが、私たちの強みです。

事業所所在地　たつの市龍野町大道566
代表者名　　　合田　康人
創業　　　　　昭和38年4月2日
資本金　　　　9,000万円
従業員数　　　150名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　アスト㈱、J-NET㈱、関㈱他

代表取締役　合田　康人　さん

職種：製造職
年齢：新卒者（高卒以上）
採用人数：（2交替・3交替）各2名
勤務時間：（2交替）8：00～16：15、16：00～24：15
　　　　　（3交替）8：00～16：00、16：00～24：00、
　　　　　　　　　24：00～8：00
休日：シフト制による
給与：148,500円～
諸手当：交替手当・通勤手当・深夜業手当他
加入保険：雇用・労災・健康・厚生
福利厚生：退職金制度あり・再雇用制度あり（65歳まで）

仕
事
内
容

お客様に『安心』『安全』な商品を提供し続けるため、全社一丸とな
って取り組んでおります。明るく誠実な方、ものづくりが好きな方、
こつこつ物事に取り組める方、ぜひ当社にご応募ください。

（2交替）トイレットペーパーの製造行程における機械操
作・包装・検品等　（3交替）トイレットペーパーの原紙
製造工程における機械操作等　
※ 応募前見学も随時受け付けておりますので、お気軽に
お問合せください。　　　　

西日本衛材株式会社

会社概要

担当 総務部総務課採用担当
電話 0791-63-1184
E-mail soumubu0907@nne.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

当社は、昭和38年の創業以来今年で60年を迎え、再生紙によるトイレットペーパーの製造販売を行っておりま
す。紙のリサイクルを通して、生活環境・地球環境に少しでも貢献できるよう、企業から排出される機密書類や
難再生古紙類の衛生用紙への再資源化を積極的に推進し、地域社会のリサイクル活動に取り組んでおります。
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事業所所在地　たつの市誉田町広山173
代表者名　　　代表取締役社長　西村　憲行
創業　　　　　昭和41年8月8日
資本金　　　　500万円
従業員数　　　23名
平均年齢　　　43歳

専務取締役　長嶺　開　さん

職種：技術職・製造作業
年齢：高卒以上の方
採用人数：2名
勤務時間：8:00 ～ 17:00　
休日：弊社カレンダーによる
給与：月給20万円～
※経験・能力・適性等を考慮のうえ、待遇いたします
※試験期間3ヶ月有り

仕
事
内
容

「Idea for Human」という企業理念のもと、お客様の負担や悩みを解決
する機械を製作しています。
未経験者も大歓迎です。私たちと一緒にモノ作りの楽しさを実感しな
がら、共に成長していきましょう！

【加工】
機械加工を行います。細かなパーツも必要に応じて社内
で製作しています。
【組立】
自社で設計した図面をもとに組み立てます。
全て組みあがった後は試運転を行い、装置が正常に動作
するか、不具合箇所がないかを何度もテストし、より安
定した作業が可能となるよう調整します。

初心者も丁寧に教えます。

西村製作株式会社

会社概要

担当 長嶺　開
電話 0791-63-1971
E-mail k_nagamine@kowara.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社の強みは自社で加工・設計・組立・据付・保守までを一貫して行っている事です！
【省力化機器】「作業効率を上げたい」「自動化したい」等のお客様の声にお応えする機械を製作しています。
【乾麺製造機械】伝統製法を守りつつ、麺の品質向上及び重労働を軽くする機械で乾麺づくりに貢献出来るよう
努めています。
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事業所所在地　たつの市誉田町広山173
代表者名　　　代表取締役社長　西村　憲行
創業　　　　　昭和41年8月8日
資本金　　　　500万円
従業員数　　　23名
平均年齢　　　43歳

専務取締役　長嶺　開　さん

職種：技術職・製造作業
年齢：高卒以上の方
採用人数：2名
勤務時間：8:00 ～ 17:00　
休日：弊社カレンダーによる
給与：月給20万円～
※経験・能力・適性等を考慮のうえ、待遇いたします
※試験期間3ヶ月有り

仕
事
内
容

「Idea for Human」という企業理念のもと、お客様の負担や悩みを解決
する機械を製作しています。
未経験者も大歓迎です。私たちと一緒にモノ作りの楽しさを実感しな
がら、共に成長していきましょう！

【加工】
機械加工を行います。細かなパーツも必要に応じて社内
で製作しています。
【組立】
自社で設計した図面をもとに組み立てます。
全て組みあがった後は試運転を行い、装置が正常に動作
するか、不具合箇所がないかを何度もテストし、より安
定した作業が可能となるよう調整します。

初心者も丁寧に教えます。

西村製作株式会社

会社概要

担当 長嶺　開
電話 0791-63-1971
E-mail k_nagamine@kowara.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社の強みは自社で加工・設計・組立・据付・保守までを一貫して行っている事です！
【省力化機器】「作業効率を上げたい」「自動化したい」等のお客様の声にお応えする機械を製作しています。
【乾麺製造機械】伝統製法を守りつつ、麺の品質向上及び重労働を軽くする機械で乾麺づくりに貢献出来るよう
努めています。

事業所所在地　たつの市揖保川町半田672
代表者名　　　延賀　海輝
創業　　　　　寛政7年（1795年）
資本金　　　　9,800万円
従業員数　　　92名
平均年齢　　　41歳
主要取引先　　食品卸問屋、スーパー、ドラッグストア

開発部　倉橋　さん

職種：製造職
採用人数：若干名
勤務時間：8：35～17：30
休日：113日／年　会社カレンダー有
給与：会社規定による
諸手当：通勤手当・家族手当
加入保険：健康、厚生年金、雇用、労災
福利厚生：退職金制度、慶弔見舞金制度、
社内預金・貸付制度、財形貯蓄、各種社内表彰等

職種：製造職
採用人数：若干名
勤務時間：８：３５～１７：３０
休日：１１３日／年　会社カレンダー有
給与：相談の上
諸手当：通勤手当・家族手当
加入保険：健康、厚生年金、雇用、労災
福利厚生：退職金制度、慶弔見舞金制度、
社内預金・貸付制度、財形貯蓄、各種社内表彰等

仕
事
内
容

創業220年を迎えた当社の商品作りは常に挑戦とともにあります。醤油
や調味料だけでなく、2020年には甘酒を使ったジェラートの製造販売
を開始しました。挑戦し続ける当社で共に働ける方をお待ちしており
ます！

醤油・つゆ・たれ類（液体加工調味料）、粉末調味料、
加工食品の製造
入社後の研修期間に様々な工程を経験した上で配属され
ます。
配属された職場での作業、機械操作を習得してもらいま
す。
定期的な職場の異動を経て、複数の工程・機械操作を習
得してもらいます。

日本丸天醤油株式会社

会社概要

担当 総務部　山谷　倫生
電話 0791-72-3535
E-mail saiyou@marten-fi.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

私たちの商品づくりの基本は、「常に挑戦する」ことです。「そうめんつゆ」や「さしみ醤油」など業界に先駆
けて、次々と新たな市場をつくり出してきました。素材へのこだわり、新たな製法の開発、そして何よりお客様
にご満足いただだける商品をお届けするための「新しい商品開発」に対する情熱に変わりはありません。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮710
代表者名　　　代表取締役　母里　英雄
創業　　　　　昭和20年8月20日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　25名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　株式会社 高階、東洋建設株式会社

代表取締役　母里　英雄　さん

職種：家具設計職・家具製造職
年齢：18～40歳
採用人数：3名
勤務時間：7：45～17：00  (休息：1時間15分)
休日：土日祝・夏季・年末年始（年間休日：105日）
給与：185,000円～230,000円
諸手当：交通費（距離計算）　残業手当・役職手当           
加入保険：健康保険・厚生年金　雇用保険・労災保険
福利厚生：退職金制度　定期健康診断　社員旅行年1回等           

仕
事
内
容

若手からベテランまで幅広い年齢層で、未経験中途入社の職員も活躍
しています。
別注家具の為、担当の製品を最後まで完成させるやりがいのある仕事
です。

建築付随の木製造り付家具設計、製造、取付を一貫して
行っております。
施工図はJW-CADを使って作成します。

ハリマ木材工業株式会社

会社概要

担当 母里　祐司
電話 0791-75-0030
E-mail harimoku@helen.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

学校・病院・店舗・住宅などの造り付けオーダー家具の製造メーカーです。お客様のニーズを形にして一つ一つ
が同じ物が無い家具製造をしています。技術も設計から当社設計部でし製作も一人が最初から最後まで関わりお
客様の喜んで頂ける製品作りに徹しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町新宮710
代表者名　　　代表取締役　母里　英雄
創業　　　　　昭和20年8月20日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　25名
平均年齢　　　43歳
主要取引先　　株式会社 高階、東洋建設株式会社

代表取締役　母里　英雄　さん

職種：家具設計職・家具製造職
年齢：18～40歳
採用人数：3名
勤務時間：7：45～17：00  (休息：1時間15分)
休日：土日祝・夏季・年末年始（年間休日：105日）
給与：185,000円～230,000円
諸手当：交通費（距離計算）　残業手当・役職手当           
加入保険：健康保険・厚生年金　雇用保険・労災保険
福利厚生：退職金制度　定期健康診断　社員旅行年1回等           

仕
事
内
容

若手からベテランまで幅広い年齢層で、未経験中途入社の職員も活躍
しています。
別注家具の為、担当の製品を最後まで完成させるやりがいのある仕事
です。

建築付随の木製造り付家具設計、製造、取付を一貫して
行っております。
施工図はJW-CADを使って作成します。

ハリマ木材工業株式会社

会社概要

担当 母里　祐司
電話 0791-75-0030
E-mail harimoku@helen.ocn.ne.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

学校・病院・店舗・住宅などの造り付けオーダー家具の製造メーカーです。お客様のニーズを形にして一つ一つ
が同じ物が無い家具製造をしています。技術も設計から当社設計部でし製作も一人が最初から最後まで関わりお
客様の喜んで頂ける製品作りに徹しています。

事業所所在地　たつの市新宮町光都1丁目11
代表者名　　　佐々木　信綱
創業　　　　　昭和49年4月1日
資本金　　　　3,000万円
従業員数　　　301名
平均年齢　　　33歳
主要取引先　　株式会社PALTAC、株式会社トライアルカンパニー

生産部　飯束　瞬也　さん

職種：製造業
年齢：60歳以下（男女問わず）
採用人数：5名
勤務時間：8：00～17:00、16:00～1：00、0：00～9：00
休日：土、日、祝日
給与：16万円～25万円
諸手当：時間外手当、休日出勤手当、深夜労働手当、通勤手当
加入保険：社会保険
福利厚生：ワクチン接種助成金、ウェルネスサポート

仕
事
内
容

ライン責任者で、日々精進しております。自分の考えや意見がダイレ
クトに職場に反映され実行できる、非常にやりがいのある職場だと思
います。
ぜひ、一緒に働きましょう。

健康食品・サプリメントを40年も前から研究開発・製
造・販売をしている会社です。
自社製品については、販売はもちろん製造・研究・検査
もすべて自社で行っています。

株式会社ファイン

会社概要

担当 猪谷　賢介
電話 08037941921
E-mail k-inotani@fine-kagaku.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

経営理念
「従業員の物心両面の幸福を追求し、より美しく、より健康な社会を実現する」
私たちは医食同源を理念とし、製品の安全性を第一に、新製品の開発と技術の向上に日々努力し、皆様の健康に
奉仕するとともに、従業員の幸せと、社会に貢献できる企業であることを目指します。
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事業所所在地　たつの市新宮町光都1丁目490-21
代表者名　　　松本　倫長
創業　　　　　昭和57年4月14日
資本金　　　　20億円
従業員数　　　290名(連結)
平均年齢　　　34.4歳
主要取引先　　AGC株式会社、株式会社リョーサン

総務部　小松　紗織　さん

職種：オペレーター・検査員(高卒)　総合職(大卒・院卒)
　　　マネジメント総合職(大卒・院卒)
年齢：高校・大学・大学院を新規に卒業される方(第二新卒可)
採用人数：高卒10名、大卒・院卒10名
勤務時間：8:10～17:10(休憩60分)
休日：年間112日
給与：165,000円(高卒)　208,000円(大卒)
　　　222.000円(大学院理系)　260,000円(マネジメント総合職)
諸手当：通勤手当
加入保険：各種社会保険
福利厚生：奨学金返済支援、持株、企業年金、介護休業、
育児休業など各制度
社員食堂、独身寮、従業員駐車場

仕
事
内
容

弊社は世界的にも珍しい精密貼合技術を中心とした研究開発型企業
です。インターンシップや工場見学も受け付けておりますので、是
非お気軽にお問合せください。

【オペレーター・検査員】
・機械設備の組立、メンテナンス
・機械設備の制御回路の電気配線
・生産機械設備の操作
・製品の品質検査
【総合職・マネジメント総合職】
事務系　　・経営企画、経理、総務、営業
研究開発　・機械、回路設計・生産、製造技術開発
製造　　　・生産、品質管理・生産、製造機器の運用

フジプレアム株式会社
播磨テクノポリス光都工場

会社概要

担当 小松・加藤
電話 079-266-6161
E-mail saiyo@fujipream.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

テレビ・タブレット・スマートフォンなどのディスプレイの品質は、光学フィルムを貼り合わせる精度で決まり
ます。フジプレアムはその貼り合わせ技術を独自に開発し、世界トップクラスの精密貼合を実現しています。昨
今ディスプレイ・車載関連の需要は増大し続けており、売上・収益共に安定しています。
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事業所所在地　たつの市新宮町光都1丁目490-21
代表者名　　　松本　倫長
創業　　　　　昭和57年4月14日
資本金　　　　20億円
従業員数　　　290名(連結)
平均年齢　　　34.4歳
主要取引先　　AGC株式会社、株式会社リョーサン

総務部　小松　紗織　さん

職種：オペレーター・検査員(高卒)　総合職(大卒・院卒)
　　　マネジメント総合職(大卒・院卒)
年齢：高校・大学・大学院を新規に卒業される方(第二新卒可)
採用人数：高卒10名、大卒・院卒10名
勤務時間：8:10～17:10(休憩60分)
休日：年間112日
給与：165,000円(高卒)　208,000円(大卒)
　　　222.000円(大学院理系)　260,000円(マネジメント総合職)
諸手当：通勤手当
加入保険：各種社会保険
福利厚生：奨学金返済支援、持株、企業年金、介護休業、
育児休業など各制度
社員食堂、独身寮、従業員駐車場

仕
事
内
容

弊社は世界的にも珍しい精密貼合技術を中心とした研究開発型企業
です。インターンシップや工場見学も受け付けておりますので、是
非お気軽にお問合せください。

【オペレーター・検査員】
・機械設備の組立、メンテナンス
・機械設備の制御回路の電気配線
・生産機械設備の操作
・製品の品質検査
【総合職・マネジメント総合職】
事務系　　・経営企画、経理、総務、営業
研究開発　・機械、回路設計・生産、製造技術開発
製造　　　・生産、品質管理・生産、製造機器の運用

フジプレアム株式会社
播磨テクノポリス光都工場

会社概要

担当 小松・加藤
電話 079-266-6161
E-mail saiyo@fujipream.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

テレビ・タブレット・スマートフォンなどのディスプレイの品質は、光学フィルムを貼り合わせる精度で決まり
ます。フジプレアムはその貼り合わせ技術を独自に開発し、世界トップクラスの精密貼合を実現しています。昨
今ディスプレイ・車載関連の需要は増大し続けており、売上・収益共に安定しています。

事業所所在地　たつの市新宮町曽我井645
代表者名　　　中村　誠悟
創業　　　　　昭和54年1月 
資本金　　　　500万円
従業員数　　　6名
平均年齢　　　51歳
主要取引先　　兵庫県手延素麵協同組合他多数

レーザー加工機担当　H　さん

職種：機械製造職
年齢：新卒者（高卒、専門卒・大卒）または既卒３年以内　　　
採用人数：若干名
勤務時間：8：30～17：30
休日：第2・4土曜日、日祝日、夏季・年末年始休暇、
夏季期間（5月中旬～8月中旬）完全週休二日制※年間休日107日
給与：160,000円～
諸手当：自家用車通勤手当、宿泊出張手当、家族手当
加入保険：雇用保険、社会保険、厚生年金、労災保険
福利厚生：退職金共済、福利厚生共済インフルエンザ予防接種補助
【奨学金返済制度導入予定】
★詳細は、「ひょうごで働こう！マッチングサイト」をご覧ください
https://www.letswork-hyogo.jp/

仕
事
内
容

お客様から特殊な物の製作依頼や様々な工作機械が揃っているので、
自分のアイディア次第で何でも作れる、物作りが好きな人にはたまら
ない職場環境です。物作りに興味がある方、ぜひ一緒にお仕事しまし
ょう！！

各種機械製造に関する各業務【溶接、旋盤、レーザー加工、
プレスブレーキ、塗装作業、組立、納品、メンテナンスなど】
※様々な業務がありますが、本人のスキルや希望に合わせて
メインの仕事を選べます。
普通自動車免許（AT限定可）が業務で必要ですが、学部を
問わず未経験者でも活躍のチャンスがあります。

有限会社マルブン

会社概要

担当 採用担当　中村
電話 0791-75-4058
E-mail recruit@marubun-menki.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

弊社は、製麺機を設計から製造まで自社一貫生産しています。近年は、そのノウハウを活かし異業種からの1点
もの、試作機、治具などの受注も受けていますので、いろんなモノづくりを楽しめます。また、機械を作るだけ
でなく、受注に関する打ち合わせ、納品、その後のメンテナンス、展示会出展など仕事の幅が広い企業です。
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事業所所在地　たつの市龍野町小宅北66-7
代表者名　　　松本　卓也
創業　　　　　昭和48年11月1日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　9名（内パート2名）
平均年齢　　　38歳
主要取引先　　㈱帝国電機製作所、㈱帝伸製作所

製造部工作課　鴻池　康一　さん

職種：機械部品加工
年齢：40歳くらいまで（未経験者の場合）
採用人数：1名
勤務時間：8時～17時
休日：土日祝日（年間5日程度土曜出勤有）
給与：164,000円～246,000円
諸手当：皆勤、残業、資格手当、賞与（年2回）他
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：退職金制度有（1年以上）

仕
事
内
容

社是が「和」、だけあって和気あいあいとした雰囲気です。熟練した
古株の職人さんもいて教育環境も整っています。年間休日が119日あ
り、有給消化率も高く残業も希望者のみなので働きやすい環境だと思
います。

汎用旋盤やボール盤を使う金属加工のお仕事になりま
す。素材は主にステンレスや鉄です。大半は手で持てる
大きさになります。旋盤加工での寸法単位は0.1ｍｍ、最
小で0.01ｍｍ単位となります。旋盤加工がメインの作業
になりますが他にボール盤での穴開けタップ加工、グラ
インダーでのバリ取り、研磨作業等もあります。

村上産業株式会社

会社概要

担当 松本卓也
電話 0791（62）1561
E-mail info@murakami-industry.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

製作した部品はポンプに組込まれ、石油化学、医療、食品等の工場、発電所、またビルの空調設備、冷凍機等
様々な場所で使用されています。昨今の少子高齢化の影響もあり近年汎用機を使える職人が減っています。弊社
は来年設立50年を迎えますが、受け継いできた確かな知恵と技術を今後も大切にしていきたいと考えています。
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事業所所在地　たつの市龍野町小宅北66-7
代表者名　　　松本　卓也
創業　　　　　昭和48年11月1日
資本金　　　　1,000万円
従業員数　　　9名（内パート2名）
平均年齢　　　38歳
主要取引先　　㈱帝国電機製作所、㈱帝伸製作所

製造部工作課　鴻池　康一　さん

職種：機械部品加工
年齢：40歳くらいまで（未経験者の場合）
採用人数：1名
勤務時間：8時～17時
休日：土日祝日（年間5日程度土曜出勤有）
給与：164,000円～246,000円
諸手当：皆勤、残業、資格手当、賞与（年2回）他
加入保険：雇用、労災、健康、厚生
福利厚生：退職金制度有（1年以上）

仕
事
内
容

社是が「和」、だけあって和気あいあいとした雰囲気です。熟練した
古株の職人さんもいて教育環境も整っています。年間休日が119日あ
り、有給消化率も高く残業も希望者のみなので働きやすい環境だと思
います。

汎用旋盤やボール盤を使う金属加工のお仕事になりま
す。素材は主にステンレスや鉄です。大半は手で持てる
大きさになります。旋盤加工での寸法単位は0.1ｍｍ、最
小で0.01ｍｍ単位となります。旋盤加工がメインの作業
になりますが他にボール盤での穴開けタップ加工、グラ
インダーでのバリ取り、研磨作業等もあります。

村上産業株式会社

会社概要

担当 松本卓也
電話 0791（62）1561
E-mail info@murakami-industry.com

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

製作した部品はポンプに組込まれ、石油化学、医療、食品等の工場、発電所、またビルの空調設備、冷凍機等
様々な場所で使用されています。昨今の少子高齢化の影響もあり近年汎用機を使える職人が減っています。弊社
は来年設立50年を迎えますが、受け継いできた確かな知恵と技術を今後も大切にしていきたいと考えています。

事業所所在地　たつの市揖保町門前209
代表者名　　　矢木　正俊
創業　　　　　明治39年9月1日
資本金 　　　5,000万円
従業員数　　　30名
平均年齢　　　49歳
主要取引先　　業務用卸、食品卸、同業者等

代表取締役社長　矢木　正俊　さん

職種：下記に記載
年齢：45歳まで
採用人数：下記に記載
勤務時間：8：30～17：00
休日：日・祝、土曜日の約半分（お盆・年末年始） 
給与：相談の上
諸手当：交通費等
加入保険：社会保険
福利厚生：産休・育休等

仕
事
内
容

100年以上続く会社ですが、業務用・OEMなどが主力のためあまり知ら
れていないと思います。調味料全般の製造・販売をしており、SNSや
YouTubeなども活用し新たな取り組みも積極的に行っています。

経理職：入出金管理。伝票発行。各種手続きなど。　1名
開発職：新商品開発。品質管理。規格書作成など。　1名
営業職：既存顧客への訪問及び新規顧客の開拓。  1～2名

矢木醤油株式会社

会社概要

担当 代表取締役社長　矢木正俊
電話 0791-67-0037
E-mail info@yagishouyu.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

本年、創業から117年目、会社設立から102年目を迎えます。しょうゆだけではなく、だししょうゆ、つゆ、ぽん
酢、たれ、ドレッシングなどの調味料を幅広く手がけており、特に「かつおしょうゆ」は発売開始から30年を超
え、当社の人気商品です。



製
造
業

31

事業所所在地　たつの市神岡町大住寺1019
代表者名　　　代表取締役　小倉　優一
創業　　　　　大正3年5月
資本金　　　　4,500万円
従業員数　　　45名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　ヒガシマル醤油株式会社、兵庫県手延素麺協同組合

代表取締役　小倉　優一　さん

職種：事務職・作業職・デザイン設計職等
年齢：不問
採用人数：3名程度
勤務時間：7：55～17：00
休日：115日（会社カレンダーによる）
給与：18万円～
諸手当：通勤手当、家族手当等
加入保険：雇用 労災 健康 厚生
福利厚生：あり

仕
事
内
容

私達は未来の会社を一緒に作っていける同志を募集しております。自
らの考え方を持ち、一緒に会社を成長させて行きたい、会社と共に自
分も成長したいと意欲のある方のご応募をお待ちしております！！

物流包装の主役である段ボールケースをはじめ、仕切
り・パット・緩衝材等の付属段ボール製品を自社製造・
販売しております。また段ボール製品のみならず、折箱
や貼箱、包装資材一式の取扱いもしております。その中
で、事務職・作業職・デザイン職等を募集しています。

株式会社ユーパック

会社概要

担当 総務部　定行
電話 0791-65-0286
E-mail info@you-pack.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

1914年の創業以来、箱づくりを通じて地元たつの市に貢献してまいりました。地場産業であるお醤油・お素麺を
中心に地元企業様に段ボールケース・化粧木箱などを幅広くご利用いただいております。また現在は、設計デザ
イン部門を新設し付加価値を高めた箱作りや、ワクワクするような段ボール製品作りに挑戦しています。
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事業所所在地　たつの市神岡町大住寺1019
代表者名　　　代表取締役　小倉　優一
創業　　　　　大正3年5月
資本金　　　　4,500万円
従業員数　　　45名
平均年齢　　　45歳
主要取引先　　ヒガシマル醤油株式会社、兵庫県手延素麺協同組合

代表取締役　小倉　優一　さん

職種：事務職・作業職・デザイン設計職等
年齢：不問
採用人数：3名程度
勤務時間：7：55～17：00
休日：115日（会社カレンダーによる）
給与：18万円～
諸手当：通勤手当、家族手当等
加入保険：雇用 労災 健康 厚生
福利厚生：あり

仕
事
内
容

私達は未来の会社を一緒に作っていける同志を募集しております。自
らの考え方を持ち、一緒に会社を成長させて行きたい、会社と共に自
分も成長したいと意欲のある方のご応募をお待ちしております！！

物流包装の主役である段ボールケースをはじめ、仕切
り・パット・緩衝材等の付属段ボール製品を自社製造・
販売しております。また段ボール製品のみならず、折箱
や貼箱、包装資材一式の取扱いもしております。その中
で、事務職・作業職・デザイン職等を募集しています。

株式会社ユーパック

会社概要

担当 総務部　定行
電話 0791-65-0286
E-mail info@you-pack.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

1914年の創業以来、箱づくりを通じて地元たつの市に貢献してまいりました。地場産業であるお醤油・お素麺を
中心に地元企業様に段ボールケース・化粧木箱などを幅広くご利用いただいております。また現在は、設計デザ
イン部門を新設し付加価値を高めた箱作りや、ワクワクするような段ボール製品作りに挑戦しています。

本社所在地　〒173-0001　東京都板橋区本町23-23
事業所所在地
　龍野工場：〒679-4109 たつの市神岡町東觜崎342
　新宮事業所：〒679-4109 たつの市神岡町東觜崎388
代表者名　　代表取締役社長　服部　真
設立　　　　昭和9年（1934年）10月15日
資本金　　　233億2千万円（2022年3月31日現在）
従業員数　　連結：5,158名
　　　　　　龍野工場：167名
　　　　　　新宮事業所：88名（2022年3月31日現在）

製造部　生産管理課　大前　穂乃加　さん

職種：製造
年齢：18歳（新卒）
採用人数：未定(2022年11月現在)
勤務時間：交代勤：7:00～15:10　15:00～23:10　23:00～7:10
　　　　　日勤：8:45～17:15など
休日：交代勤：年113日
　　　　日勤：土日祝
給与：172,100円(基本給)
諸手当：時間外勤務、休日出勤、連続操業、夜勤、
　　　　独身寮食事、住宅など
加入保険：雇用、労災、健康、厚生年金
福利厚生：企業年金、退職金、財形貯蓄、持株会など

仕
事
内
容

初めは不安だらけでしたが、周りの方々の丁寧なご指導のおかげで自
分自身が成長することができました。また、職場でのコミュニケーシ
ョンもよく、働きやすい環境ですので当社に興味を持っていただける
とうれしいです。

シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムの製造(塗工)を行な
う職務に携わってもらいます。
職務の工程は、台紙となる剝離紙または剝離フィルムに、
マイクロメートル単位で均一の厚みで粘着剤を塗り、乾燥
させたあと、基材となる紙またはフィルムと貼り合わせ
て、ジャンボロールと呼ばれる仕掛品を製造します。

リンテック株式会社
 龍野工場・新宮事業所

会社概要

担当 事務課　水川、黒田(勝)
電話 0791-65-1051
E-mail k-mizukzwa@post.lintec.co.jp

採用に関する問い合わせ先

採用情報

自社自慢、技術・製品等の紹介

求職者への
メッセージ

リンテックという社名は融合を意味する“リンケージ”と“テクノロジー”からなり、人と人、技術と技術の融合を
通じて新たな価値を生み出すという思いが込められています。主力のシール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムや
ガラス飛散防止対策フィルム、半導体関連テープ、液晶関連フィルムなど幅広い製品を展開しています。
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