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㈱大月真珠
神戸市中央区港島中町 6-4-1

うえがきべ いか

植垣米菓㈱

☎ 078・303・2111

海の宝石・真珠の加工などを手掛ける。世界で流通する真珠の
約７割の選別、加工が行われる神戸に拠点を置き、業界首位を
走り続ける。宝飾会社などへの卸売りで高い存在感を誇り、近
年はインターネット通販で消費者向けの小売りも強化する。

法人向け卸で高い存在感

加古川市平岡町高畑５２０-１０ ☎０７９・４２４・５４４５
■創業・設立／1952年（創業1930年）
■資本金／ 1億円
■売上高／ 128億2,000万円（2014年11月期）
135億1,300万円（2015年11月期）
124億1,500万円（2016年11月期）
■従業員数／293名
■平均年齢／44.1歳

―ビジネスモデルは。

かりんとう風あられの「鶯（うぐいす）ボール」は、
発売から８７年たったロングセラー商品だ。国の規
格に準じた有機栽培原料だけを使用した商品づ
くりに力を入れ、積極的に輸出も行っている。

社会貢献へ県産原材料
―会社の強みは。

「法人向けの卸売りが売上高の８割超を占め

「やはりオンリーワン商品の『鶯ボール』です。

ます。当社で選別、加工した真珠に宝飾会社

６０代以上を中心に支持してもらっているが、

などが装飾金具を付け、ジュエリーショップや

チョコレートや抹茶をかけた新商品で若者のフ

百貨店の店頭に並ぶ。消費者からは仕組みが

ァン開拓も図っている。２年前にはＪＲ新大阪駅

見えにくいが、さまざまなブランド名で流通し

構内の商業施設で鶯ボールを専門に扱う直売

ています」

店を出店。きなこ味やユズ味などの限定商品

―生産、加工、販売の一貫体制を掲げている。

大月京一社長（右）に話を聞く京都大３年の佐々木莉奈さん

「もともと養殖から始めた会社で、今も福井、三重、鹿児島県などに養殖場があります。

を売り出しています」

植垣清貴代表取締役（右）に話を聞く兵庫県立大３年の小谷綾里さん

―有機栽培米だけを使用したあられ・おかきシリーズに力を入れている。

ただ、これだけでは追いつかず、国内外から幅広く仕入れる。国産のアコヤ真珠だと毎

「できるだけ添加物を使わない安全・安心な食品を提供しています。加えて製造過程で

年、一級品の４割超を扱います。量が多いことで細かい基準での選別が可能になり、品

社会貢献ができればと考え、今後は兵庫県産のもち米などを原材料に使いたい。当社が

質と品ぞろえを充実できる。それが強みです」

継続的に安定してコメを買い取ることで、若い人の就農率向上につなげたいからです。

―小売りも強化している。

有機商品は主に欧米への輸出が多くなっているので、国内での売り上げ拡大がこれから

「創業８０年を迎えた２０１０年にインターネット通販の事業部を設けた。
『ムーンレーベ

の課題です」

―今後の方針は。

ル』という自社サイトで、１万８千種類を超える真珠宝飾品を扱っています。伸びしろが

京都大学

佐々木莉奈さん

Check

学生が
チェック!

「人に美しいものを」をコンセプ
トに、高い品質の真珠を提供し
続けており、企業として高い信
頼を得ているのだと感じた。社
員も商品に対して強い自信を
持っている。国内・海外ともに大
きな影響力を持つため、今後の
さらなる活躍に注目したい。
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■創業・設立／1907年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 非公開
■従業員数／100名
■平均年齢／45歳

㈱大月真珠 ［製造・販売］

大きい分野。単に販路を広げるだけでなく、卸売り
への相乗効果も期待している」
兵庫県立大学

―経営の課題は。

小谷綾里さん

「真珠は養殖から商品化まで数年かかり需要動向
に即応できない。さらに機械化が難しく、大量生産
にも向かない。収益性を高める鍵は、希少性とブラ
ンドの打ち出し方。今後も工夫を重ねます」
（まとめ・井上太郎）

Check

学生が
チェック!

食糧自給率の向上や環境に
配慮した商品を積極的に製
造していることから、利益を
上げることよりも社会に貢献
したいという気持ちを強く感
じた。未来のことまで考えら
れた商品づくりは素晴らしい
と思った。

「インターネット販売に注力したいです。店頭での
販売は兵庫が中心になっているので、関西以外の
方にも広く楽しんでもらえればと思っています」

―求める人物像は。
「素直でまじめに取り組める人。何事にも興味を持
って、自分から行動してほしいですね」
（まとめ・綱嶋葉名）

植垣米菓㈱ ［食品］ 44

けんびししゅぞう

かぎしょう

神戸市東灘区御影本町３丁目１２-５ ☎ 078・811・0131

明石市貴崎 3-21-28

剣菱酒造㈱

創業５００年を超える老舗酒造会社。昔ながらの日
本酒の味や文化を守る姿勢を貫く一方、会員制交
流サイト（ＳＮＳ）を使ってイベントの告知やお酒
に合う食事の情報などを積極的に発信している。

守る伝統、情報も積極発信

㈱鍵庄

■創業・設立／1505年
■資本金／ 2,100万円
■売上高／ 37億2,900万円（2015年3月期）
35億5,700万円（2016年3月期）
32億3,700万円（2017年3月期）
■従業員数／57名
■平均年齢／46歳

―伝統を重んじる社風だ。

今年で創業４０年を迎えるノリの製造・販売会社。独
自のたれで味付けた 「味のり」だけでなく、ノリをパ
ウダー状にして練り込んだ麺や、肌にいい成分を使っ
た化粧水などオリジナルの新商品も展開している。

ノリから多彩な商品展開
「主力ブランドの『明石の恵み』や『つきかす

木製の道具を使い続けることで、脈々と受け

み』をはじめ口溶けのいい一番摘みのノリだ

継がれてきた酒造りを守っている。こうした道

けを使っています。店頭の一般的な商品より

具をつくる新工場も１２月に完成する予定で

高価ですが、家庭用、贈答用ともに６０代を中

す」

心に支持されている。品質の高さが受け入れ

「当社には『止まった時計でいろ』という家訓
があります。遅れた時計は正しい時間を示さ

られているからだと思います」
白樫政孝社長（左）に話を聞く関西学院大３年の佐野祐真佳さん

ないが、止まった時計は１日に２度、必ず正しい時間を指す。お客さまの好みは時代とと
もに移るが、自分たちの味を守っていれば、必ずまた戻ってくるという視点で取り組んで
います」

小規模なイベントなどにも積極的に参加して、消費者とのつながりを深めています。ま
た、ＳＮＳを使って、当社の酒と合う料理を紹介するなどＰＲにも力を入れている。和洋
問わず、幅広い料理、食材の味を引き立てる日本

Check

学生が
チェック!

今の流行りを取り入れることなく、味
を変えずに、思い出という価値経験
を与える「止まった時計でいろ」とい
う家訓がとても印象的でした。その
ために昔からの道具を使い、職人を
雇って社員にも教育を施し、社内で
道具も作ってしまうという酒造りに
対する熱い思いが伝わってきました。
剣菱酒造㈱ ［食品］

「ノリを練り込んだそうめんとそばは喉ごしがよく、人気が高い。ノリに含まれる天然
保湿成分を生かした化粧水やボディーソープのブランド『ＨＡＤＡ（はだ）』も、刺激が

―食材などの粉砕加工の受託にも取り組んでいる。

「専任の営業担当はいません。私自身が営業の役割を担い、４年ほど前から２０人ほどの

佐野祐真佳さん

入江恵子代表取締役（左）に話を聞く武庫川女子大３年の垣本佳美
さん（中央）と藤本光里さん

―新商品にも力を入れる。

少なく、ファミリー層などに好評です」

―営業や情報発信で工夫は。

関西学院大学

■創業・設立／1977年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／   7億7,700万円（2015年8月期）
  9億2,500万円（2016年8月期）
10億7,100万円（2017年8月期）
■従業員数／90名
■平均年齢／49歳

―味のりへのこだわりは。

「ステンレス製やアルミ製が主流の現代でも、
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☎ 078・945・5353

マイクロメートル

「受託粉砕は、この３年で 2.2 倍に伸びました。超微粉末（μｍ単位）にできることが強
みで、だしや健康食品などは機能性がより高まりますし、一般食品や菓子では口当たり
がよくなることが特に好評で、特にキャンディーやアイスクリーム用のシェアが高いで

酒の魅力を、若い世代にもしっかり伝えていきた
い」

武庫川女子大学

―欧米などへの輸出も手掛けている。
「欧米やアジアなど８カ国に輸出しているが、
『海外
向け』の商品はつくりません。国内でも海外でも、
私たちの酒をおいしいと思ってくれる人に届けた
い。地元・神戸の人たちに向けても、まだまだアピ
ールする余地があると思っています」
（まとめ・綱嶋葉名）

藤本光里さん

Check

学生が
チェック!

異 なった視 点を持った 人 が
集まることにより、今までは
想 像 もしな かったような事
業に繋がり成功をしていると
いう印象を持った。新しいこ
とにすぐチャレンジする姿勢
は、良いものづくりには欠か
せないものだと感じた。

す。化粧品用途の依頼も増えていて、洗顔料など
の商品に使われています」

―今後の戦略は。
「麺や化粧品に続く画期的な商品の開発に力を入
れます。味のりになじみのない関東地方へも販路
を広げていきたい」

―求める人物像は。
「成長する意志のある人。現時点での知識や技術
にはこだわらないので、今の自分をどんどん超え
ていくという思いがあれば大歓迎です」
（まとめ・綱嶋葉名）
㈱鍵庄 ［食品］ 46

じぇむ

さんえーす

㈱ジェム

神戸市中央区元町通２-３-２ジェムビル６階

㈱サンエース

☎０７８・３９２・１２３４

神戸・三宮で、カプセルホテル併設の温浴施設「神戸サウナ
＆スパ」を運営する。サラリーマンの利用が多いというイ
メージが強いが、昨年１２月には女性専用のカプセルホテル
を整備。従来とはひと味違う戦略で顧客層の拡大を狙う。

女性、若年層の獲得に注力

神戸市東灘区御影中町 2-1-4

■創業・設立／1954年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 15億   300万円（2015年1月期）
15億   400万円（2016年1月期）
14億2,200万円（2017年1月期）
■従業員数／230名
■平均年齢／32.9歳

自動車補修用の塗料卸で国内最大手。塗料に関する強みを生
かそうと住宅の外壁の塗り替えを始め、１９８３年に住宅リフォー
ム事業に進出した。今年７月には５００平方メートルの大型ショー
ルームを神戸市北区に新設。顧客の裾野拡大を目指す。

「もの」でなく「価値」で勝負

―神戸サウナ＆スパは繁華街に立地する
が、客層は。

「リフォーム事業の顧客層のメインは６０歳以上

「近年は訪日外国人観光客の増加でビジネス

と高齢化しています。若い世代に広がらない

ホテルなどの予約が取れないため、出張の会

のは、商品選びの分かりにくさが原因の一つ。

社員らの利用が増えています。仕事の途中で

台所や洗面化粧台などは、各メーカーのショー

■創業・設立／1971年（創業1949年）
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 36億8,300万円（2015年1月期）
38億4,600万円（2016年1月期）
38億9,700万円（2017年1月期）
■従業員数／129名
■平均年齢／39.7歳

―新たなショールーム開設の狙いと特徴は。

汗を流すために寄る営業マンも多く、
１時間で

ルームに行かないと実物が見られません。さ

仕上げるクリーニングなどのサービスを充実さ

らに見に行っても定価の表示しかなく、当社が

せています」

米田篤史社長（右）に話を聞く兵庫県立大３年の上田駿さん

リフォームした際の価格を社員を同行させて
説明していました。そこで各メーカーの商品

―女性への対応は。
「男性客とフロアなどを切り分けて、女性専用の『神戸レディススパ』を運営しています。
男性に比べると客足は少ないが、需要は見込める。ボディーケアのほか、肌や髪のケア用
品の提供などで魅力を高めたことにより、観光などで神戸を訪れた女性の利用が伸びて

中山勇人社長（右）の話を聞く愛知大３年の（左から）新美翔也さん
と伊藤友美さん

が見比べられるショールームを自社で開設することにしました」

―リフォーム事業は１０年ほど前まで赤字体質だった。どう脱却したのか。
「当時は他社との価格競争に陥り、値下げに注力していました。単にものを売るのでは

いる」

なく、ニーズを聞いて形にする提案力や価値を提供するという意識を社員に徹底しまし

―集客面で課題は？

た。リフォームは高額な買い物です。社員には契約時に数百円のボールペンではなく高

「お客さんの世代と利用時期が集中している。
４０～５０代が半数以上を占めるので、
２０代

兵庫県立大学

上田 駿さん

Check

学生が
チェック!

創業60年を超えてなお、時
代の流 れに沿った 新しいも
のを取り入れ続け、中高年層
の持つサウナに対するイメー
ジを変えていこうとする姿勢
に感銘を受けた。地域に密着
した 企 業として今 後 も成 長
を続けるだろう。
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☎ 078・851・8060

㈱ジェム ［サービス］

級品を支給し、ブレザーの着用を決めました。またリフォームしたお宅の奥さまの誕生日
には毎年、花を贈るなど一生のお付き合いをでき

をはじめ若い世代を対象とした割引などに取り組
んでいる。また、汗を流したくなる夏と、寒くて暖を
取りたい冬だけでなく、年間を通じて集客できる仕
掛けが必要だと考えています」

―ほかにどんな事業を。
「三宮の繁華街で主に飲食店が入る貸しビルなど
を管理しているほか、神戸市兵庫区では認定こど
も園の運営も手掛けています。温浴施設に比べる
と事業規模は小さいのですが、神戸の街を盛り上
げるのに少しでも役立つことができれば、と思って
います」

（まとめ・綱嶋葉名）

愛知大学

新美翔也さん

Check

学生が
チェック!

サンエースの 強 みは、お 客 様
の信頼を裏切らない人材育成
です。サンエースは、最 近、リ
フォーム事業の再ブランディン
グの取り組みを始めました。人
材育成というサンエースの強み
がどう再ブランディングに寄与
するのかに注目したいです。

る関係性を大切にしています」

―求める人物像は。
「お客さまから選ばれるには『この人から買いた
い』と思われる誠実さが不可欠。それから努力と
挑戦をする人です」

（まとめ・井垣和子）

㈱サンエース ［サービス］ 48

でじあらほーるでぃんぐす

しぶやゆし

㈱デジアラホールディングス
神戸市東灘区向洋町中 6-9 神戸ファッションマート10 階

住宅に付随するテラスや駐車場、物置などの設備、
空間を「家外（イエソト）」と名付け、関連資材を施
工込みでネット販売する。あるようでなかったサー
ビスがヒットし、暮らし方の提案にも踏み込む。

庭づくりネットで便利に

☎ 078・846・4401

■創業・設立／2000年
■資本金／ 9,946万円
■売上高／ 57億1,000万円（2015年3月期）
61億9,500万円（2016年3月期）
73億8,000万円（2017年3月期）
■従業員数／135名
■平均年齢／28.7歳

―事業化のきっかけは。

神戸市中央区海岸通 6

建隆ビル５０３ ☎ 078・335・5027

創業９３年になる神戸のせっけんメーカー。原料の油を釜でたき、約２カ
月かけて仕上げる製法を５０年ぶりに復活させ、自社ブランド製品の販
売拡大に力を注ぐ。大手コンビニチェーンの店舗から出る揚げ物の廃油
でせっけんを作るなど、リサイクル製品の提案にも積極的に取り組む。

こだわりの釜だき製法復活

■創業・設立／1939年（創業1924年）
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 10億4,400万円（2014年12月期）
10億6,200万円（2015年12月期）
10億6,000万円（2016年12月期）
■従業員数／38名
■平均年齢／51歳

―会社として大事にしていることは？

「もともと家業で建材を販売していて、
Ｌ
ＩＸＩ
Ｌ

「丁寧なものづくりです。数量を追わず、品質

（リクシル）などのメーカーと取引がありまし

を重視して作り上げた本物の品を提供してき

た。通販サイトを自作し、
『 取り付けもしてほ

ました。創業当初から、灘購買組合（現コー

しい』との注文に対応したのが始まりでした。

プこうべ）との取引があります」

会社設立１７年。施工実績は７万６千件です。自

―新製品開発のポイントは。

社企画の商品も販売しています」
有本哲也社長（右）に話を聞く兵庫県立大３年の田中彩華さん

―「家外」とは。

「世の中にはモノがあふれています。泡立ちが
いい、肌に優しいなどの機能面だけでなく、お

渋谷禎彦社長に話を聞く関西学院大３年の（左から）足立あきほ
さん、三川真子さん、岩崎あゆみさん

「読んで字の通り、敷地内で家屋以外の全部です。庭、外構、ガーデンなどと言い、定ま

客さんの心にすとんと落ちるストーリー性が重要になっていると感じます。そこで昨年、日

った概念がありません。大手住宅メーカーが競い合う一方、庭の大手企業って思い付き

本最初の国営オリーブ園が神戸にあったという史実をもとに、
『オリーブソープ』を売り

ますか。
『一式やってくれないか』との相談もあり、庭の設計も手掛けるようになりまし

出しました。もちろん、復活させた釜だき製法で作ります」

た。
『駅ナカ』にならって、新たな価値づくりを試みています」

―海外進出も視野に？

―具体的には。

「神戸の小さい会社ですが、ものづくりへの思いや製品の価値を、ネットでうまく世界に

「子どもの成長に合わせた庭の模様替えや、太陽光発電を付けたエコ仕様の駐車場の
屋根はどうでしょう。お客さんにどんどん自由な発想をしてもらえるよう、提案の幅を

兵庫県立大学

田中 彩華さん

Check

学生が
チェック!

「イエソト」という今までにな
い分野に着目されている点が
たいへん興味深い。
若手社員の活躍の場も多く、
エクステリアのリーディング
カンパニーとして今後に注目
したい。
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澁谷油脂㈱

伝えられるようになりました。実際に使ってみて『いいな』と実感できれば、お客さんは
続けて買ってくれます」

広げます」

―次の一手は。

関西学院大学

「スマートフォン経由の注文が増えるなど、ネット
環境の変化に対応中です。今後家を買う若い世代
向けにサイトの見せ方の工夫も必要です。小売業
の資材販売と、建築業の庭設計。それぞれを担う
２社を親会社がまとめる持ち株会社制にしており、
多彩な人材を求めています」

㈱デジアラホールディングス ［販売・施工］

（まとめ・内田尚典）

足立あきほさん

Check

学生が
チェック!

せっけん 作りへの 熱 い思い
や釜 焚き製 法へのこだわり
から、一つひとつの製品には
強い思いが 込められている
と感じた。また、神戸オリー
ブ 園の 復 興にも 携わってお
り、地域での取り組みにも力
をいれている。

―ものづくりへの姿勢は、どうやって共有してい
るのか。
「全社員が自分でせっけんを作ります。料理でも気
持ちを込めて作ると、食べた人にその思いが伝わ
る瞬間があります。せっけん作りも同じ。現場に携
わることに尽きます」

（まとめ・高見雄樹）
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よしだぴ ーなっつしょくひん

吉田ピーナツ食品㈱

まねきしょくひん

ひょうごの成長企業

神戸市長田区神楽町 2 丁目 3-22 ☎ 078・641・6262

ピーナツをはじめとした豆菓子のメーカーで、
大正時代に創業した老舗。健康・美容食品の人
気を追い風に、近年は個別包装タイプのナッツ
類を投入するなどしてファン拡大を図る。

美容、健康志向で高まる関心

まねき食品㈱
姫路市北条 953

■創業・設立／1914年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 30億円（2015年6月期）
38億円（2016年6月期）
43億円（2017年6月期）
■従業員数／106名
■平均年齢／41歳

☎ 079・224・0255

中華麺と和風だしの組み合わせがユニークな「えきそば」
でファンをつかんできた。ほかに弁当の製造販売や日本料
理店などを手掛ける。昨年１２月にはＪＲ姫路駅ビル（ピオ
レ姫路）で女性向けのカフェを開き、顧客拡大を進める。

新規カフェ事業に手応え
―えきそばの印象が強い。

―どんな商品を出している。

「ＪＲ姫路、元町駅にある店の調理販売は主力
事業。１９４９年に始め、今は駅以外にも店を構
えて８店を運営中です」

「近年は食塩・油を使用しないナッツ商品が
人気です。ピーナツやいかり豆、子どものおや
つや中高年のおつまみで親しまれています。
豆菓子のほか、５年前からは新たにドライフル

―ほかの事業は。

ーツも展開しています」

―固定ファンが多い。
「上得意の存在はありがたいですが、新たな客

吉田直斗社長（左）に話を聞く甲南大３年の市川智也さん

層に浸透できていない点では課題です。若い世代に食べてもらえていないと感じてお
り、包装デザインを工夫したり、食べ切りサイズをそろえたりして、手に取ってもらうよ
う努力をしています」

―健康志向をどう生かす。
「幅広い世代で健康への関心が高まる中、美容と健康に効果のあるナッツ類の市場も拡
大しています。ビタミンＥが豊富なアーモンドは美肌に良いといわれ、女性に楽しんでも

「法事や慶事の仕出し料理を提供したり、お
こわ、すしなど多彩なメニューをそろえた弁
当店『味三昧（ざんまい）』を展開したりして 竹田典高専務（右）に話を聞く武庫川女子大３年の河合美沙季さん
います。駅弁で創業した経験を生かし、女性向けの華やかな商品も用意しています」

―カフェを出店した狙いは。
「流行に敏感な若者へのアピールが課題で、カフェなら関心を集めやすいと考えました。
一押しは、姫路城の天守閣をイメージしたバウムクーヘン。クリームをのせたケーキ風
や果物ペーストを練り込んだものもあります。日持ちするので、姫路の新たな土産とし
てＰＲしたい」

―出店を広げる計画は。

らえる機会も着実に増えています」

―品質面での工夫は。
甲南大学

市川智也さん

Check

学生が
チェック!

吉田ピーナツ食品は、訪問をする前のイメー
ジとは違い、日本の豆市場の売り上げ第11
位という企業で、僕たちの普段たべている
お菓子の豆も、プライベートブランドで提供
されていることや、豆一つ一つを人の手で
選別をし、袋に詰めていることを知りまし
た。中小企業とはされているものの大きな
会社であるなという印象を持ちました。

「揚げや味付けなどの調理工程と、素材の選別は
人の手による管理を徹底しています。味や食感な
ど商品の根幹に関わる重要な工程なので人手を割
いてでも高い品質を守っていきたいです。一方で、
商品の箱詰めなど機械化できる部分は機械に任
せ、採算がとりやすい体制を整えています」

―求める人物像は。
「じっくりと職業能力を磨きたい人。腰を据えて働
く意志があれば、職人かたぎな面を持つこの業界
に向いていると思います」
（まとめ・綱嶋葉名）
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吉田ピーナツ食品㈱ ［食品］

■創業・設立／1888年
■資本金／ 4,800万円
■売上高／ 23億6,000万円（2014年8月期）
26億1,000万円（2015年8月期）
27億4,600万円（2016年8月期）
■従業員数／370名
■平均年齢／45歳

武庫川女子大学

河合美沙季さん

Check

学生が
チェック!

地 域に根付いた老舗の企業
だからこその、アットホーム
感 が 魅 力 。有 名 な「えき そ
ば」や 昔 な がらの 駅 弁に加
え、最近はカフェも出店する
など、飲食事業を幅広く展開
しているので、若い人材も活
躍できる会社だと思った。

「７月中旬に神戸ハーバーランドの商業施設『イオ
ンスタイル ｕｍｉ
ｅ』店内に２号店を出しました。週
末は大勢の買い物客でにぎわう立地。食べ歩きの
ようなスタイルでバウムクーヘンを楽しんでもらえ
るような売り方をしていきます」

―求める人物像は。
「挑戦心が旺盛な人。今後も新規事業を起こして
いきたいので、積極的に取り組めるかどうかを重視
します。お客さまをはじめ、周りの人にきちんと感
謝できる人なら、どんなことに挑んでも結果がつ
いてくると思います」
（まとめ・綱嶋葉名）
まねき食品㈱ ［食品］ 52

いとうでんき

伊東電機㈱

加西市朝妻町 1146-2

☎ 0790・47・1225

品物を自在に、迅速に、安全に搬送するための
駆動源であるMDR（Motor Driven Roller）で
国内、世界シェア70%を占め、工場や物流セン
ターのインテリジェント化に貢献し続けている。

通販の普及で需要がさらに増加

あすかかんぱにー

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業
兵庫県立地支援企業

■創業・設立／1965年
■資本金／ 9,000万円
■売上高／ 47億3,800万円（2015年4月期）
54億4,300万円（2016年4月期）
67億3,600万円（2017年3月期）
■従業員数／290名
■平均年齢／36歳

小型モーター専門メーカーとしてスタート

した同社が自社製品の開発に挑み「パワーモ

平成26年度 ひょうご№１ものづくり大賞 大賞

☎ 0795・48・4323

底についたピンを折って中の製品を取り出す
プリンの容器をはじめ薄くても強度があるプラ
スチック製品と周辺のハード、ソフトをあわせ
て開発し、射出成型品業界をリードしている。

絶えざる改善で
樹脂射出成型業界をリード

■創業・設立／1968年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 25億円（2014年11月期）
25億円（2015年10月期）
30億円（2016年10月期）
■従業員数／220名
■平均年齢／37歳

査用のピペット（吸取機器）など薄肉の樹脂射

た。ローラ内部にモーターと減速ギアを組み

出成型品の製造を得意としています。原材料

込むことで1本ずつ速さや動きを制御し、セン

コストを抑え、
リサイクルしやすくするため樹

サーやバーコードを組み合わせることで品物

脂の薄肉化の要請は年々強まっています。こ

を1個ずつ目的の場所へ運ぶことを可能にし
つき、パワーモーラ事業に特化しました。

加東市河高 4004

プリンの容器、歯磨き粉のキャップ、医療検

ーラ」を商品化したのは1975年のことでし

ました。米国郵政公社など海外で最初に火が

アスカカンパニー㈱

れを強度とどう両立させるかが腕の見せ所で
2016 年度の新入社員

当初の製品は工場のラインで使われることが多かったのですが、近年は通販の普及に
伴い物流センター向けに旺盛な需要が続いています。パワーモーラをモジュール化、シ
ステム化した製品も増やしており、全体をMDR事業ととらえ毎年のように数多くの新製
品を送り出しています。

手づくりで開発スピリットを養う

伊東社長がけん引する開発スピリットはあらゆるものを手づくりする取り組みで社内

に浸透しています。例えば野球グラウンドもその一つ。工場隣接地の石を掘り起こして整
地し、照明塔や観客席の設置、芝生の張り付けまですべて社員の手で行いました。
「段取
りや先々を見越して仕事をすること、どうすれば使いやすくなるかなどさまざまな発想が

すが、この課題を克服すべく金型の凸部と凹
部の小さなすき間に溶けた樹脂を高速高圧

食品容器、文房具、医薬品や化粧品のキャップや容器など、さまざ
まなプラスチック製品を製造・販売しています

で流し込む手法を開発。超薄肉品といわれる厚さ0.4mm以下を実現する高い技術力が
評価され、平成26年度ひょうごNo.1ものづくり大賞を受賞しました。
食品工場並みの衛生基準を満たしたクリーンルーム仕様の工場は温度が常に25度に
保たれ、工程が自動化された機械が導入されています。
「取引先には食品メーカーも多
く、衛生管理にこだわったことでさらに取引先が広がりました。従業員にとっても働きや
すい環境になっています」と長沼恒雄社長。

業界全体の底上げを目指して

会社の根幹を成す取り組みが「MK（みんなで活動、みんなで改善）活動」です。全社員

鍛えられます。協力しながら取り組むことで社内のコミュニケーションも活発になりま

が「楽正早安」
（より楽に楽しく、より正しく正確に、より早く、より安全に）を実現するテ

す」と総務グループグループ長の森田玲司氏は狙いを話します。

ーマを設けて活動に参加し、半年ごとに「成果発表会」を行っています。この活動から製

MDRについてはアメリカ、欧州、中国、アジア向けのほか全世界への普及を目指して

品の品質評価や品質向上のために欠かせない各種測定装置やプラスチック製品の切断

いて「当面は北欧、インド、オーストラリアなど未開拓の市場を攻めていく」。また、新事

機が開発され、また成形品の画像処理技術を生かして神経細胞を光で刺激する装置など

業として力を注ぐ植物工場ではセルごとに光、空調を管理し、搬送技術のノウハウを生か

新たな商品が生まれています。

し効率的に出荷できるシステムを実現し、今後の伸びが期待されます。

さらに I oTを活用して生産状況のデータをリアルタイムに把握できるようにし、その傾

2016年は16人、2017年は13人の新卒（高卒を含む）を採用していますが、事業拡大

向から不良の発生をあらかじめ予測するシステムも開発しました。ものづくりからそこで

のスピードに人員が追いつかないほど。事業の伸びしろが大きいだけに「チャレンジ精神

必要とされるサービスまで「世の中になければ自分たちでつくる」がモットー。これを商

を持った人」を求めています。

品化し同業他社に惜しみなく供給するのも「業界全体の底上げになれば」という長沼社
長の強い思いからです。
「楽正早安」のものづくりに終わりはありません。

57

伊東電機㈱ ［製造］

㈱アスカカンパニー ［製造］ 56

えいすいかがく

㈱ 栄水化学

尼崎市築地 2-6–25

うしおせいこう

平成26年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

☎０６・6401・5915

医療機関、金融機関向けを中心にしたビル清
掃業で成長を続ける。「社会に通用する人財
づくり」をモットーに掲げており、今後は地域
の課題を解決する会社を目指す。

人財をつくり、地域の課題を解決

ウシオ精 工 ㈱
神崎郡福崎町南田原 696

■創業・設立／1974年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 1億7,700万円（2015年5月期）
1億8,500万円（2016年5月期）
1億9,000万円（2017年5月期）
■従業員数／128名
■平均年齢／33.5歳〈正社員〉60歳代〈パート〉

☎ 0790・22・6355

金属のプレス加工と樹脂の射出成形を組み合わ
せた加工を得意とし、自動車電装部品のほか日
用品の容器まで幅広く手掛ける。効率よく、不良
品を出さないよう絶え間ない工夫と努力が続く。

品質保証とコストダウン要請に応える

ビル清掃業を手掛け、近年は衛生面でより

金属切削加工で創業し、自動車のオルタネー

厳しい対応が求められる医療機関に注力し

ター（発電機）部品の受注を契機に樹脂成形加

て顧客開拓を図ってきました。
「当社でしか

工にも進出しました。プレス加工、樹脂成形の

できない分野で事業を広げていきたい。おか

加工がいずれもできることで金属樹脂複合部

げさまで近年は口コミで顧客が増えつつあり

品の一貫生産が可能になり、これを強みに業容

ます」と松本久晃社長は手応えを感じていま

を拡大していきました。現在は「自動車電装部

す。事業は成長軌道に乗っていますがあくま

品」のほか、工場などの機械の制御に使われる

でこだわっているのは地域密着の姿勢。顧客
は車で1時間で行ける範囲までと決めていま

「人と人との繋がりを大切にする会社」助け合いの風土で絆も深ま
ります

PLCケースをはじめとする「産業機器電気部

■創業・設立／1962年
■資本金／ 3,700万円
■売上高／ 45億3,000万円（2014年10月期）
41億4,000万円（2015年10月期）
39億3,300万円（2016年10月期）
■従業員数／190名
■平均年齢／43.8歳

三次元測定機による検査

品」、そして芳香剤などの容器をはじめとする

す。
「万が一、緊急対応が求められる場合もその日じゅうに対応できるように」との考え

「民生用プラスチック部品」の３事業を手掛けています。とくにオルタネーター（発電機）向

からです。そのために、社員は現場を必ず経験し、人事、経理、広報など各部署で経験を

け部品は世界で生産される自動車の約15%に同社の部品が組み込まれているとのこと。

積むことで多能工化を図り、内勤の社員でもいざ何かがあればだれでも現場に駆け付

生産している製品は受注生産のため、一つでも不良品が発生することの許されない高い

けられるようにしています。こうした姿勢が顧客からの信頼につながり、栄水ブランドが

レベルの品質保証と、絶え間ないコストダウンの要請に応えていくことが使命です。これを

着実に浸透しています。2017年3月には経済産業省から「はばたく中小企業・小規模事

実現するための自動化機械や検査機器の投資が欠かせず「どこまでを自動化するか、いか

業者300社」に選出されました。

に機械を組み合わせるかノウハウを蓄えてきました」と谷口守男社長。このため現場の社員

基本理念は「誠心誠意、環境づくり、人財づくり」。松本社長は常に一人ひとりの仕事に

の約1割は、生産技術、メンテナンスなどの間接部門に従事しています。

目を配りながらも、仕事のやり方に口出しすることは決してありません。
「もしミスがあっ
たとしても、理念に照らし合わせなぜそうなったのかを考えてもらい、自分で気づくまで
かかわるのが当社のやり方です」。小学生をはじめ子どもを対象にした「エコピカはかせ

社員の成長が会社の成長につながる
谷口社長は「社員にとっては生活の中で会社にいる時間が一番長い。ということは会社で

のおそうじ塾」のイベントも企画から運営まですべて社員が主体的にかかわっています。

成長することが人間の成長につながります。そしてそれが会社の成長につながると考えてい

2015年に初めて実施したインターンシップの参加学生にも半年をかけて社会人とし

ます」と話します。そのための機会として、2017年には生産用には使わないマシニングセン

てのマナーから企画まで経験を積ませたところ「栄水化学で働いて自分を試したい」と

ター（切削機）を導入しました。
「使ってみたい人が自由に使って、新しいことに挑戦してくれ

内定が決まりました。今後は「おそうじ塾」を発展させ、子どもを対象に自発性を育てる

れば」と期待しています。また、入社3年目以上の社員には国家資格であるプラスチック成形

学習塾の新ビジネスも考えています。
「人づくりから派生して社会の課題を解決するビジ

技能士の資格取得を促しています。現在までに1級を5人、2級を19人が取得しています。

ネスを創出したい」と展望を語ります。

これまで何度も海外進出を検討する機会がありましたが「力を分散したくない」という思
いから国内にとどまり続けています。
「地域に密着しながら若い社員を採用し、安定してよ
い製品をつくり続けるためにコツコツと改善を重ねていきたい」と話します。
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おおちのうえん

㈱大地農園

丹波市山南町きらら通 3( 山南町工業団地内 )

えーでるわいす

☎ 0795・77・2314

生花や草木を加工したプリザーブドフラワー
で国内トップシェアを誇る。 世界トップレベル
の技術力で世界を目指す。

プリザーブドフラワーを世界市場に

■創業・設立／1955年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 28億6,600万円（2015年5月期）
30億4,800万円（2016年5月期）
30億1,700万円（2017年5月期）
■従業員数／195名
■平均年齢／41歳

㈱ エ ー デ ルワイス

神戸市中央区三宮町 2-5-1

☎ 06・6426・2561（本部センター）

技術のエーデルワイスとして知られ、
「アンテ
ノール」
「ル ビアン」
「ヴィタメール」など洋
菓子、パンの 8 ブランドで約 80 店舗を展開。
今後は海外展開も視野に入れている。

技術にこだわり、本物を追求します

各国から輸入したバラなどの生花をプリザ

洋菓子の「アンテノール」、パンの「ル ビア

ーブドフラワーやドライフラワーに加工し、販

ン」、チョコレートの「ヴィタメール」の3旗艦ブ

売。国内シェアは約50％を占めています。バ

ランドを全国の百貨店を中心に展開していま

ラの一大産地のケニアやコロンビアのほか、

す。東京工場において2004年にはケーキ工

欧米など27カ国の農場や商社など約１００社

場、07年にはパン工場を、また09年には尼崎

と直接取引しています。販売先は国内が大半

市の本社工場をそれぞれリニューアルして供

ですが、米国や中国、韓国からの注文も増え

給体制を強化しました。また、11年以降は焼き

ています。
１９７０年、シダのさらし加工からス

私たちと共に世界を目指しましょう

たてフィナンシェの「ノワ・ドゥ・ブール」、エキ

■創業・設立／1969年（創業1966年）
■資本金／ 1億円
■売上高／ 140億8,700万円（2015年3月期）
143億1,000万円（2016年3月期）
144億4,700万円（2017年3月期）
■従業員数／2,100名
■平均年齢／37歳〈正社員〉

コンテストに出品し腕を磨く技術者たち

タート。その後、生花を加工しみずみずしい

ナカベーカリーの「フェルツ」、フランス伝統

状態を長期間保てるプリザーブドフラワーの製造技術を確立し、生産を始めました。
９３

焼菓子の「ビスキュィテリエ ブルトンヌ」といった専門業態を次々にオープン。17年には季

年には現在の丹波市山南町に社屋、工場が完成。
２０１６年３月には生産性向上のための

節によって商品構成を全面的に入れ替える洋菓子ブランド「ヒビカ」をオープンしました。

新工場が完成しました。年１回大阪と東京で内見会を開き、季節やテーマ別に商品を提

商品のみならず店舗細部のデザインまでつくりこまれた同社のブランド群は主要百貨店

案しています。ギフト用が中心ですが、最近は仏花として利用するニーズも出てきてい

には欠かせない店となっており、同社は今や洋菓子業界をけん引する存在です。

るといいます。

比屋根毅会長が創業来こだわってきたのは社是である「忍耐と信用」の上に築かれる

世界のマーケットトレンドをつかみながら、独自技術で開発した商品を提案していま

「技術力」
「挑戦する姿勢」
「誠実さ」です。とくに技術を磨く厳しい姿勢は社内に徹底さ

す。ベテランに混じり、多くの若い社員がグローバルに目を向け活躍。しかし、大地社長

れており、ヨーロッパでの1カ月の研修に毎年1〜2人を派遣。5年ごとに開かれる全国洋

は「本社工場を丹波市から動かすつもりはありません。ここから世界に販売仕入れ網を

菓子技術コンテストでは同社の社員が1位を連続受賞しています。根底にあるのは「本

築く」。また「人を育て技術力や世界に通じる交渉力を磨き、在庫管理や物流のＩ
Ｔ化など

場ヨーロッパに肩を並べるまでに日本のパティシエのレベルを向上させ、洋菓子業界を

をもっと進めていく」と戦略を描きます。

盛り立てたいという気持ち」と福井康次人事総務部長は比屋根会長の思いを代弁しま

耕作放棄地の再耕や、花き梱包用トレイの再利用など環境保全への取り組みが評価
され、
２０１５年には兵庫県の「環境にやさしい事業者賞」を受賞しました。また17年の３
月には経済産業省より「はばたく中小企業・小規模事務所３００社」に選ばれました。丹波

す。製造現場では女性社員が4割を占めるまでに増えており、女性初の副工場長も誕生
しています。
2014年には創業時のブランド「エーデルワイス」を冠したブランド「エーデルワイス

市は１４年８月に豪雨災害に見舞われました。同社は被災農家にアジサイの株を提供し、

沖縄」を比屋根会長の故郷でもある沖縄県に設立。16年にはこの「エーデルワイス沖

収穫した花を加工用に買い取る仕組みを丹波市と連携し立ち上げました。地域企業とし

縄」ブランドでアジア市場の足がかりをつかむべく、台湾・台北の百貨店に期間限定で出

て、復興を後押ししていきます。

店しました。16年に創業50周年を迎えたエーデルワイス。日本を代表する洋菓子メーカ
ーとして挑む姿勢を忘れず、さらなる進化を遂げようとしています。
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おとわでんきこうぎょう

音羽電機工業㈱

尼崎市名神町 3-7-18

おくたにかなあみせ いさくしょ

平成28年度 ひょうごオンリーワン企業

☎ 06・6429・3541

雷から施設や電気機器を守る避雷器などを製
造販売する。国内唯一の雷対策専門メーカー
として知られ、配電用避雷器は国内トップシェ
アを誇る。

世界最大級の実験施設を保有

㈱奥谷金網製作所

神戸市中央区相生町４丁目５-5
■創業・設立／1946年
■資本金／ 8,190万円
■売上高／ 125億7,000万円（2014年3月期）
117億6,600万円（2015年3月期）
124億8,900万円（2016年3月期）
■従業員数／278名
■平均年齢／43.1歳

☎ 078・351・2531

金属の板厚より小さな直径の孔を打ち抜いた
フィルター「スーパーパンチング」が業績をけ
ん引。 欧米メーカーと提携し、フィルター製
造・販売の市場は世界に広がっている。

スーパーパンチングで世界一を目指す

ＩＴ機器が社会のすみずみまで浸透した現

孔の大きさや形状、材質によってさまざま

在、雷対策も重要性を増しています。落雷は

なものを漉したり、篩 い分けたりするのに使

火災につながるだけでなく、電圧や電流の急

われる金網やパンチングメタルを製造してい

変動を起こして機器が故障したり、データ類

ます。中でも2009年に商品化した「スーパー

の消失につながったりするからです。同社が

パンチング」は、金属の板厚より小さい直径の

手掛ける雷対策は鉄道やライフライン、文化

孔を開けることを可能にした世界初の技術。

財など幅広い。気象や機械設計など専門は異

孔径を維持しながら板厚を上げることで強度

なっても、社員全員が雷対策のプロである点

こ

日本で唯一の雷試験センター 雷テクノロジセンター（尼崎市）

■創業・設立／1895年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／   9億1,611万円（2015年5月期）
10億2,871万円（2016年5月期）
10億   490万円（2017年5月期）
■従業員数／50名
■平均年齢／36歳

ふる

が向上し、耐圧性、耐久性が要求される航空

女子社員によるシンデレラ研修にて

が強みです。最近では都市部のゲリラ豪雨な

機分野のフィルターなどで広く採用されてい

ど、天候不順で雷の発生も多いだけに、
「おたくの製品のおかげで被害がなかった」とい

ます。また、13年には、金属をプラスチックに替えた樹脂パンチング、さらに東レのグルー

う感謝の声も取引先から届くといいます。世界最大級の雷実験ができる「雷テクノロジセ

プ会社と共同で炭素繊維パンチングも開発。国内シェアを高めるための布石を着々と打

ンター」には国内外から見学者が相次ぎます。企業関係者だけでなく一般市民の見学も

っています。世界市場を視野に、13年には米・シカゴ、14年には独・デュッセルドルフに相

予約制で受け付けており、
「雷対策に徹して社会に貢献する」という吉田修社長の考え方

次いで営業所を設けました。欧米の同業者とも提携し、スーパーパンチングの販売を担

の一端を示してます。

ってもらう一方で、先方が持つフィルター製品を日本やアジアに展開。
「アメリカの製品

最近では、突然の落雷で命を落とす一般市民も増えています。同社では数年前から、ス

を中国へ、ヨーロッパの製品を日本へというように、日本と世界をつなぐ奥谷ネットワー

ポーツなどの野外活動向けに、高精度で雷を検知するレーダーのレンタル事業を始めま

クを世界市場で構築していきたい」と語ります。同社が独自の技術で世界に羽ばたく姿

した。半径10㌔圏内の雷雲を検知し、雷情報をメールに発信、注意を促すセンサー「雷レ

は大きな注目を集めており、神戸市中学校の理科副読本に市内の中小企業ではただ1社

ーダー」は短期のイベントにも利用可能です。技術の蓄積を時代のニーズに応じて組み

取り上げられています。

合わせた新商品です。避雷器の心臓部に当たるセラミック技術も研究開発に力を入れて

創業から１２3年を迎えた同社。
１２０周年の節目となった15年には「３００年続く企業」を

います。輸出はまだ１割程度ですが、将来的には25％程度まで増やし、海外展開を大きな

スローガンに掲げ、組織体制や人事評価制度の改革に着手するとともに、新入社員、中間

柱にしていく戦略を練っています。
社員の７割が40歳以下。バブル崩壊後に各社が採用を絞った中で積極的に採用したた

管理職、幹部社員などステージ別にきめ細かい研修の充実を図りました。ユニークなとこ
ろでは女子社員全員を対象にメイクアップ術や歩き方などを講義する「シンデレラ研修」

めです。
２０１６年に創業70周年を迎え、
「若い人の柔軟な発想で、新しい会社をつくって

も開いています。
「自信を持って仕事に」との思いからです。創業来大切にしてきた「和

ほしい」と吉田社長は期待をかけます。

を以て貴しとなす」の精神は今も貫かれ、社員旅行や出し物などで大いににぎわう社内
イベントも多く開かれています。
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かわの

カワノ㈱

神戸市長田区大道通 5-101-6

かみのもとほんぽ

㈱加美乃素本舗

☎ 078・631・1161

神戸の地場産業・ケミカルシューズに端を発
し、自社ブランドの婦人靴を製造。ブランド名
を冠した直営店「ＢＡＲＣＬＡＹ」を全国に展開
し、海外進出にも意欲的だ。

日本製の履き心地よさで海外展開

神戸市中央区熊内橋通 3 丁目 3-25
■創業・設立／1921年
■資本金／ 4,000万円
■売上高／ 47億1,600万円（2014年8月期）
42億5,600万円（2015年8月期）
38億1,000万円（2016年8月期）
■従業員数／265名
■平均年齢／43.5歳

☎ 078・231・1455

「美と健康に奉仕する」を社是に掲げ、育毛剤
をはじめとする頭髪化粧品、スキンケア用の
基礎化粧品を開発・製造。 近年は若年層を
ターゲットにした商品開発にも注力している。

皮膚科学で髪と肌の若さを保つ

強みとして打ち出すのが「日本製」の快適

化粧直しに使う「紙おしろい」を１９０８年に

さ。現在、国内で流通している靴は、
９割以上

製造・発売したのがスタート。32年に国内初の

を輸入品が占めていますが、同社は日本人の

養毛・毛生剤「加美乃素」を大ヒットさせ、現在

足型に特化して研究開発を進め、より履きや

の基礎を築きました。
「当時、科学的な根拠に

すい靴を提供しています。本社工場を構える

基づいて育毛成分であるクジンと延命草を配

神戸・長田には靴の部材を扱う会社や加工業

合して商品化したことは画期的でした。以降、

者が集積しており、店舗でつかんだ市場ニー

時代とともに新たな成分を追加し、進化し続

ズの変化を、企画開発や製造工程にいち早く

本社、BARCLAY 三宮店（さんちか一番街）

■創業・設立／1953年（創業1908年）
■資本金／ 1億3,400万円
■売上高／ 非公開
■従業員数／130名
■平均年齢／44歳

けています」と中村範平社長。一方で96年に

本社外観

反映させられるのも大きなメリットです。
「靴

は、長年の頭皮研究で培った皮膚生理に関す

作りを通じて、人と社会と未来を想う」を企業理念としています。京都の西陣織や漆塗り

る基礎研究の成果を生かし、特許新規ビタミンC誘導体を発明。この有効成分を配合し

をあしらったり、姫路の特産品である皮革を使ったりするなど、日本の伝統文化や地場産

た美白化粧品「エラステクトホワイトニング」を発売しました。
「頭皮も肌も同じ皮膚。今

業を意識した商品開発も行ってきました。また従業員が働きやすい環境づくりにも心を

後も皮膚科学の分野に特化し、美と健康にアプローチしたい」と意気込みます。

砕いています。

「美と健康」への信念は「ヘアマニキュア」の開発姿勢にも表れています。染毛剤で大

神戸のケミカルシューズは１９８０年代後半、安価な輸入品に顧客を奪われ、95年の阪

きな市場を占めるのが染めた色が落ちにくい酸化染毛剤「ヘアカラー」ですが、毛髪に入

神・淡路大震災も加わって壊滅的な打撃を受けました。だが最近は、環境が変わり始めて

り込んで脱色するため頭皮を傷めやすい。そこで外側だけを染める酸性染毛料であるヘ

います。おもてなし文化や安全・安心への気配りを背景にした「メイド・イン・ジャパン」の

アマニキュアだけを製造しています。そうしたこだわりもブランドの信頼につながってい

高品質に、アジアの靴市場では日本以上の信頼感が生まれているからです。カワノはそ

ます。

こに着目して、世界のファッション情報を発信するイタリアの国際見本市に出展したほ
か、直営店「ＢＡＲＣＬＡＹ」は香港や上海にも計８店を展開しています。
店舗網が広がれば、製造業と同時にサービス業としての側面も重要になるため、営業
の最前線に立つ従業員の研修にも力を入れています。
２０２１年には創業１００周年を迎え
ます。海外事業を強化して、今後もファンを増やし、
「アジアのフェラガモ」と呼ばれるよ
うな存在感のあるメーカーを目指しています。

近年は海外でも「加美乃素」ブランドが浸透しつつあります。とくに売り上げを伸ばし
ているのは東南アジア、中東です。展示会に出品し、頭皮診断を行うヘアカウンセリング
と組み合わせながらリピーターを獲得。海外の売上比率は現在12%にまで増えました。
また、近年は20〜30代向けのヘアケア・スキンケア商品も積極的に送り出しています。
「アンチエイジング商品は一度信頼してもらえるとずっと購入してもらえるが、若年層向
けの商品は流行の移り変わりが激しい」と開発の難しさを説きます。創業１００年を超える
老舗ですが、ここ15年は新卒採用を継続しており、20〜30代が社員の半数を占めるまで
美 を○
加 える○
素 を創出する「古くて若い企業」の挑戦は続きます。
に。○
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ごぎょふく

㈱伍魚福

こいずみせいま
ひょうごの成長企業

神戸市長田区野田町 8-5-14 ☎ 078・７３１・５７３５

キャビアやクリームチーズなどを使った高級
珍味を製造販売。工場を持たないのを強み
に、アイデア勝負の商品開発に力を入れる。

工場を持たない珍味メーカー

小泉製麻㈱

神戸市灘区新在家南町 1-2-1
■創業・設立／1955年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 22億   600万円（2014年2月期）
22億8,400万円（2015年2月期）
23億5,900万円（2016年2月期）
■従業員数／65名
■平均年齢／35.0歳

商品開発や販売管理は自社で行う一方、製

☎ 078・841・4141

物流用液体容器、農業用資材をはじめ「大手が
振り向かない市場」で攻勢をかける。
「１０００万
円を売り上げる商品をどれだけ開発できるか
が当社の強み」と小泉康史社長は話す。

〝脱繊維〟で新商品続々
１８９０年、日本初のジュート（黄麻）メーカー

造は全国約２００の協力工場に委ねています。

として創業。以来、
ドンゴロスとも呼ばれた麻

ファーストリテイリング社や米アップル社と同

袋をはじめ麻関連の包装資材やひもなどを製

じ方式です。多品種を並行して生産できる

造してきました。しかし安価な海外産品が流

上、さまざまなリスクも抑制できます。独自の

入してきた１９８０年代以降、
〝脱繊維〟を目指

経営方針が評価されて、兵庫県と神戸商工会

し続々と新商品を送り込んでいます。その代

議所の「ひょうご経営革新賞」や、中小企業庁

表格がポリエチレン製の液体物流容器「バロ

の「がんばる中小企業・小規模事業者300社」

■創業・設立／1890年
■資本金／ 2億3,000万円
■売上高／ 68億4,525万円（2015年5月期）
69億8,043万円（2016年5月期）
72億9,724万円（2017年5月期）
■従業員数／137名
■平均年齢／41.8歳

兵庫の名産 7 品セット

ンボックス」。折りたためるためスペースを取

小泉製麻グループが 本社を置く
商業施設「サザンモール六甲Ｂ６１２」

などにも選ばれています。従業員による商品

らず、かつ軽量であることが特長で、一斗缶に

アイデアの提案制度を導入し、商品数は400種類を超えます。酒類店、土産物店、スーパ

替わる搬送容器としてヒット。現在は売り上げの4割を占めるまでになっています。ポリプ

ーやコンビニだけでなく、ネット通販や大阪の直営店など販売ルートを拡大しています。

ロピレンを編み込む技術を生かしたビニールハウス用の遮光・遮熱材、太陽光の反射率

「神戸で一番おもしろい会社に」
販路拡大につれて売り切れ商品をなくすかが課題になりました。そこで過去のデータ
などから売り上げを予測するシステムを自社で構築し、欠品率を激減させた実績があり
ます。
「神戸で一番おもしろい会社になる」というのが山中勧社長の目標。「いかなごのくぎ
煮文学賞」や「家飲み川柳」を創設するなど、ユニークな取り組みでも知られています。
「顧客や取引先に独自の商品を提供し、事業が伸びることで社員やその家族にとっても
おもしろい会社となる。さらに社の未来も広がる。そうしたよい循環を目指して、通信
販売や直営店も強化していきたい」と山中社長は話します。
こだわった珍味を扱っているだけに、
「酒と食に好奇心旺盛なお客様が多い」と山中
社長は分析しています。「お酒は飲めなくてもいいが、好奇心が旺盛で成長意欲の高
い人を求めている」とのことです。まず自分の人生の計画 ( ライフプラン ) をつくり、
どうやってこれを達成するかをマネジメントする、いわば「自分の人生の経営者として

を高め農作物の光合成を促進する化学繊維シートなども中核商品に育っています。
滋賀、大阪に工場がありますが、仕入れ先である協力工場は４００社を超えており、
「こ
うしたパートナーとのコミュニケーションからニーズを吸い上げて新商品を企画し、そこ
に当社らしさを加えていく」と開発の極意を語ります。10年ほど前からは「新しい商品、
新しい取引先」を合言葉に、マーケティング機能を持った開発部署を設け、チャレンジす
る風土を根付かせてきました。
「営業担当者には、今売れているのは前任者のおかげ。次
に何を残せるかを考えて企画、売り先を考えてほしいと伝えている」と先を見据えた発想
を呼びかけています。2015年、小泉康史社長が就任した際に掲げたスローガンが「エッ
ジの利いたスマイルカンパニー」。その心は「脇役でもだれもが欲しくなる商品をどれだ
け開発できるか」だといいます。社内の人材交流や人事異動を活発にし柔軟な発想が生
み出せる素地を整える一方で、女性社員が働きやすい職場づくりを考えるグループを設
けるなど、社員が高いモチベーションを持って働ける環境整備も進めています。目指すは
「売り手良し、買い手良し、世間良し、そして自分よし」の〝四方良し〟の会社です。

伸びる機会を、社としても提供します」と話しています。
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しんこうせ いき

さとうせいき

神港精機㈱

神戸市西区高塚台 3-1-35

佐藤精機㈱

☎ 078・991・3011

最先端のものづくりに欠かせない真空の環境
を作り出す「真空」の老舗メーカー。古くは鉄
や半導体、そして近年は医療分野などにおい
て同社の真空技術が貢献している。

モノづくり支える真空技術に磨き

姫路市余部区下余部 240-6

■創業・設立／1949年
■資本金／ 3億7,500万円
■売上高／ 47億5,800万円（2014年12月期）
49億8,600万円（2015年12月期）
45億7,200万円（2016年12月期）
■従業員数／190名
■平均年齢／40歳

☎ 079・274・1047

削りにくい金属の加工に挑み、
「佐藤精機でし
かできないこと」を増やしてきた。本社を置く
姫路にこだわり、地方に根付きながら成長する
中小企業のモデルを提示しようとしている。

現状に満足せずさらなる高みを目指す

真空とは大気圧より低い圧力の状態をい

硬くて削るのが難しい超硬合金などの切削

い、吸着、断熱、酸化防止（腐食防止）、防音な

研磨でミクロン単位の加工精度を実現するな

どの特性を持ちます。その技術は身近な食品

ど、同社の精密加工技術は全国でもトップレ

の真空パックから最先端技術を駆使した宇宙

ベルを誇っています。かつては大手1社に仕

開発まで幅広く、ものづくりには欠かせませ

事を依存していましたが、10年ほど前に半導

ん。真空中でガスを反応させ作る摩擦係数の

体製造装置メーカーとの取引が始まったこと

低い（滑りが良い）DLC薄膜（ダイヤモンドラ

を契機に、ハードルの高い加工にチャレンジし

イクカーボン）技術は、大手自動車メーカーの

若い世代が活躍できる職場です

最高級車種の主要部品に使用されています。
「最先端技術に関われる事が社員の誇りになっている」と眞下忠社長は話します。

ました。
「他社ができるならうちも必ずできる

ひょうごの成長企業
平成25年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

■創業・設立／1955年
■資本金／ 1,800万円
■売上高／ 5億7,000万円（2014年9月期）
6億   200万円（2015年9月期）
6億1,000万円（2016年9月期）
■従業員数／44名
■平均年齢／36歳

たつのテクニカルセンター外観

はず」と日々工作機械に向き合いながら課題
を克服していきました。その後も「一個だけ」
「超特急で」
「どこに頼んでも断られた」と

戦後、財閥解体にあった川西機械製作所の空いた工場を借り受けて事業を開始。同じ

いう「他社がやりたがらないものを何でも引き受けてきた」と佐藤慎介社長。
「現状に満

く解体に伴って設立された神戸工業（現富士通テン）の製造部門を請け負い、1951年に

足してしまえば成長はない。今のやり方が一番だと思っていないか、もっといいやり方は

真空ポンプの開発に成功。50年代には鉄鋼業界向けに、真空中で材料を溶解することに

ないか、と常に変革をしてきました」。こうした姿勢で着実に評価を高め、現在では30社

より不純物を取り除く技術で貢献しました。60年代には半導体業界向け真空蒸着装置で

近い一部上場企業と直取引をするまでになり、近年は航空・宇宙分野の仕事も広がってい

独壇場だったといいます。
「その時代、時代の基盤産業を支える役割を果たした」と眞下

ます。

社長は自負をのぞかせます。現在同社の真空技術が活躍する場はさらに広がっていま
す。真空はんだ付け装置もその一つ。はんだ付けの際、接合する金属表面に発生する気
泡が10％ほど入ってしまうのが常ですが、真空中で溶融することで1％以下に抑えまし
た。これにより結合強度を高めることに寄与し、2007年に日本ものづくり大賞で優秀賞
を受賞しました。また、コンタクトレンズの長時間装着で充血する問題の解決策を探して
いたメーカーから依頼を受け、真空下プラズマ技術でレンズ表面に薄膜を形成させるこ
とで課題を解決しました。
創業来、技術指向で発展を遂げてきましたが、眞下社長自身、営業畑を歩んだ経験から
「お客様と社内の技術者とをつなぐ営業担当者のコミュニケーション力こそ技術指向型
企業には欠かせない」と、技術と営業が一体になることの大切さを説きます。

播磨にこだわり、雇用の場を作り出す
同社では「見て盗む」という昔ながらの技術の伝承はしません。外部からベテランの技
術者を招き指導を受けさせるほか、兵庫県のものづくり大学校をはじめ外部の研修施設
を積極的に利用しています。取引先企業が開く技能コンクールに参加し、展示会に足を
運ぶことでも経験を積み、外部の世界に触れながら技術を高めていきます。すべての社
員に品質管理検定3級以上、また製造担当の社員には技能検定2級以上の資格取得を推
奨。現在、前者については全員が、後者については約9割が取得済みです。
2017年から高卒採用を12年ぶりに再開し、佐藤社長は播磨地域周辺の高校に足しげく
通います。
「うちで5年働けばどこでも通用する技術が身に付く。そうした人材を何人も育
て、小さい加工技術研究所のような拠点を播磨周辺に作っていくのが夢」と佐藤社長。選
ばれる企業だからこそできる理想の企業像を目指し、今日も新しい挑戦が続いています。
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せ いわこうぎょうしょ

しんめいわこうぎょう

㈱精和工業所

伊丹市北本町 3 丁目 105

新明和工業㈱

☎ 072・782・8353

耐久性に優れるが加工は難しいステンレスを、
高い技術力で溶接し、タンクなどを製造する。
半世紀超にわたって蓄積した技が多彩な分野
で生かされている。

幅広い分野で
溶接を一手に引き受ける

宝塚市新明和町１-１ ☎０７９８・５６・５０００
■創業・設立／1965年（創業1962年）
■資本金／ 2,400万円
■売上高／ 34億6,700万円（2014年9月期）
35億3,300万円（2015年9月期）
44億7,400万円（2016年9月期）
■従業員数／230名
■平均年齢／41歳

産機システム、流体、パーキングシステム、航
空機、特装車の5事業を展開。県内では宝塚、
神戸、小野市に生産拠点を持ち、それぞれ特
色あるものづくりを行っている。

航空機製造から始まった歴史
ダンプトラックや塵芥車（ごみ収集車）、機

金属の板と板を張り合わせる溶接が得意分

械式駐車設備、空港ビルと旅客機をつなぐ

野。家庭用温水器、航空機、人工多能性幹細胞

航空旅客搭乗橋をはじめ、
「新明和」ブラン

（ｉ
ＰＳ細胞）の実験設備など幅広く使われてい

ドの製品群は日々の生活で目にするものが

ます。非常にアナログな技術ですが、熱による

多い。
「その他にも海難事故の救助に出動す

ひずみなどを少なくするため、溶接装置を自

る救難飛行艇や、下水道システムを支える水

社で設計し、組み立てています。デジタルの

中ポンプ、自動車用の電線を加工する機械な

時代になっても、蓄積がなければできない仕

■創業・設立／１949年
■資本金／ 1５９億８,１９６万円
■売上高／ 1,３９９億８,５00万円（2015年3月期）
1,４６６億５,100万円（2016年3月期）
1,３５３億５,600万円（2017年3月期）
■従業員数／2,950名
■平均年齢／42.6歳

伊丹本社工場 外観

ど、日常生活を支える製品・サービスも多く

ＵＳ－２型救難飛行艇

事といえます。注文通りに造るだけではなく、

手掛けています。それらを通して社会に貢献

経験を生かして提案することで付加価値も作り出しています。家電、自動車、産業用機器

していることが当社の誇り」と人事教育グループ長の滝上集氏は語ります。

など、取引先には名だたる大手メーカーが多いですが、そうした取引先から何度も賞を
授与されているのは技術力の高さゆえです。

1920年に誕生した川西機械製作所飛行機部が源流。独力で航空機を製造した不屈
のものづくりの精神は、戦後になってさまざまな分野で開花しました。近年の好業績を

本社がある伊丹に加え、奈良、福知山にも工場を構えています。製造業では中小といえ

特にけん引するのが航空機と特装車事業。前者では、救難飛行艇の他に機体のカバー

ども海外に生産拠点を置く例が多いですが、山下清一社長は「海外移転が難しいものも

や骨組みなどの生産を担当し、ボーイング社が品質・納期などについて優れていると認

ある」と話します。例えば、当社の主力である家庭用温水タンクは、
３６５日24時間休まず

めた取引先に贈る「ボーイング･サプライヤー･オブ･ザ・イヤー」を、
「主要構造部門」

に稼働し、10年、20年と長期間使用されます。耐久性が非常に重要になり、高品質が求め

では世界で初めて2年連続（2013年度、14年度）で受賞。後者ではダンプトラックなど

られるだけに、
「国内生産だからこそできる」と話します。新分野にも積極的に取り組ん

が東日本大震災の復興需要や、東京五輪に向けた建設需要の増加に伴い好調です。

でいます。燃料電池を大手メーカーと共同開発しており、現在は国内だけの販売ですが、

和の精神に基づく顧客対応力が強み

海外へ広がる可能性もあるといいます。
新人教育に力を入れ、若手社員にも仕事を任せています。最近5年間で約20人の新卒
者を採用しましたが、辞めたのは特殊な事情があった２人だけだったとのこと。
「企業の
成長とともに人も育つ」というのが山下社長の考え方。ものづくりはやったことが形に表
れるだけに、仕事の達成感が得やすい。それに加えて、社員の成長を促す社風が、やりが
いを高めることにもつながっています。

全国に9つの生産拠点を持ち、県内では宝塚市、神戸市東灘区、小野市に産機システ
ム・航空機・流体事業の工場を持ち、兵庫県内の高校の卒業生を中心に採用していま
す。全国の工場で毎年開催される「社内技能競技会」は50年近い歴史を持ち、
「工師」、
「工匠1級・2級」の社内資格が認定され給与にも反映されます。そして開発、設計、生
産、営業、アフターサービス部門が連携し「和の精神をベースにした顧客対応力が当社
の強み」と滝上氏。海外の売上比率も約2割に達しています。
「やりたいことにチャレン
ジし、グローバルで活躍したいという人にチャンスのある会社」と滝上氏は求める人材
像を語ります。
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ていこくでんきせ いさくしょ

ただすみす

㈱帝国電機製作所

たつの市新宮町平野 60 番地

㈱ 多 田 スミス

☎ 0791・75・0411

朝来市和田山町久留引８４-１０ ☎ 079・674・2321

キャンドモータポンプ（完全無漏洩ポンプ）で
世界シェア4割を誇る。
「世界市場の開拓はこ
れからが本番。さらにシェアを高めたい」と宮
地國雄社長は先を見据え、布石を打つ。

■創業・設立／1939年
■資本金／ 31億1,811万円
■売上高／ 220億8,327万円（2015年3月期）
207億 202万円（2016年3月期）
192億7,768万円（2017年3月期）
■従業員数／328名（連結1,191名）
■平均年齢／37.7歳

高機能ポンプで世界に存在感

キッチンや風呂、
暖房など、暮らしを支えるガス。
微量の漏れが生じても大事故を引き起こすため、
ガス機器には高水準の耐久性や安全性が求めら
れる。そのために必要な部品の開発製造を担う。

快適な暮らし支えるガス部品に特化

ポンプとモータを一つの器の中に納め、内

１９７１年、当時の多田金属工業とアメリカの

部の液を一滴たりとも外部に漏らさないキャ

Ａ・Ｏ・スミス社により、貯湯式ガス湯沸かし器

ンドモータポンプを独自に開発したのが1960

の生産会社として発足したのが、社名の由来。

年のこと。以来、石油化学メーカーを中心に

２００１年には、神戸の大手ガス機器メーカー・

取引を拡大してきました。そこから派生した製

ノーリツのグループ企業となりました。住宅や

品も唯一無二のものが多く、例えば変圧器冷却

飲食店のキッチンにあるガスコンロの部品

用の油ポンプでは全国の電力会社、
また新幹線

や、ガス温水機器の心臓部にあたるバルブな

向けに同社製品が100%使われています。
早くから海外市場に進出し、特に中国では

世界各地で活躍するキャンドモータポンプが生産される新宮本社工
場の外観です

どを扱います。ガスコンロの青い炎を噴出さ
せる部品「バーナーキャップ」を国内で初め

現地で生産したものを現地で販売する“地産地消”を当初から目指しトップメーカーの地

て、耐久性に優れたアルミ鋳造で製造した実

位を築きました。アメリカでも地道な営業が実り、世界的な石油化学メーカーと直接取引

績を持っています。

する道筋をつけました。近年は、東南アジア、中東、インド市場においても着々と存在感
を高めています。

新工場を竣工し、グローバル人材を養成
鉄道向け信号機メーカーとして創業し、戦後はガソリン統制の時代に電気自動車を開
発、販売。その後モータとポンプを一体化させたキャンドモータポンプを製品化しました。
「この開発魂こそ当社の強み」と宮地社長。
「顧客と直接コミュニケーションを取ってニ
ーズをしっかりつかむこと、そして、できないとは言わないこと」をモットーに新製品を生
み出し続けています。
「失敗も重ねてきたが、そこからノウハウを積み上げてきた。社員
にも失敗をおそれるなと伝えている」と話します。現在は「さらなる世界企業を目指すた
めに力を蓄えている時期」とし、2017年春には新工場が完成し大型化する世界のポンプ
市場に応える体制も整えました。また若手社員をアメリカの現地法人に駐在させること
でグローバル人材の育成も着実に進めています。

■創業・設立／１９６９年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 4億140万円（2014年12月期）
3億785万円（2015年12月期）
3億813万円（2016年12月期）
■従業員数／286名
■平均年齢／40歳

ガスコンロのバーナー部分になる部品です。設計から成型、加工、
塗装、組立、販売まで一貫した生産を行っています

かつては外部の企業に委ねる工程もありましたが、技術力を高めるため内製化を進め
てきました。現在は、アルミニウムをはじめとした金属を塊の状態で購入し、最終製品とな
るまで一貫して加工・生産できます。16のアルミ鋳造装置「ダイカストマシン」を備え、加
工ロボットも導入し一日最大２千台分を生産。製造に必要な生産設備も自社で設計し、プ
ログラミングや組み立ても行っています。高品質を確保するため、社員には国家資格「ダ
イカスト技能士」の取得を促しており、現在、
２級以上は38人と社員の１割以上を占めてい
ます。うち7人は、最高ランクの特級を取得済みです。さらに品質を高めるため、毎朝、前日
の作業で見つかった不具合などを部署間で共有し、再発防止策や対策を話し合います。
近年の少子化や景気低迷で住宅着工件数が減少しており、コンロやガス暖房機器など
の需要に影を落としています。世界的な資源価格の高騰で、年間約１５００トンを使う原材
料のアルミも値上がり傾向にあります。逆風の中でも、コスト削減や高い技術力を背景に
17期連続で黒字を維持しています。今後は販売ルート拡張の可能性も探っていきます。

宮地社長は会社では常に作業服に身を包み、現場を回ります。
「現場の問題点に気付くこ
とができ、直接社員と話をすることでやりたいと考えていることもすぐ伝わる」。この機動力
と風通しの良さを武器に、筋肉質の会社を目指します。
「仕事を通じて、夢を実現したいと
考える人、ハングリー精神が旺盛で熱意がある人にぜひ来てほしい」と呼びかけています。
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にちりん

にしやましゅぞうじょう

神戸市中央区江戸町 98-１ ☎ 078・392・1471

丹波市市島町中竹田１１７１ ☎ 0795・86・0331

㈱ ニチリン

自動車やニ輪車で使われるホースの世界的
メーカー。事業、仕組み、人の改革を進めると
ともに経営から現場に至るまでスピードを徹底
し、変化の速い時代を勝ち抜こうとしている。

車にトイレに、ホース･配管の
トップメーカー

㈱西山酒造場

■創業・設立／1914年
■資本金／ 21億5,800万円
■売上高／ 476億1,884万円（2014年12月期）
508億5,182万円（2015年12月期）
509億9,224万円（2016年12月期）
■従業員数／342名
■平均年齢／42.5歳

俳人・高浜虚子が名付け、
日本酒好きに広く知
られる「小鼓」の蔵元。伝統の酒造りをベース
に、
海外進出や新事業にも力を入れる。

伝統継承し新たな挑戦
日本酒の質を左右するのが、原料となる米

油圧で操作するブレーキやパワーステアリ

と水。丹波の恵まれた自然がもたらす米と水

ング用ホース、冷媒となるフロンガスを通すエ

による酒造りを、創業以来１６０年以上も続け

アコン用ホースなどクルマの多くの箇所で同

てきました。国内だけでなく国外のコンクー

社製のホース、配管が採用されています。特に

ルでも数々の受賞歴を持ちます。

ブレーキホースにおいてはニ輪車で世界の約

国内の日本酒の消費量は、人口減少と若者

7割、自動車では約1割のシェアを誇ります。
１９１４年に自転車タイヤメーカーとして産

■創業・設立／１84９年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 6億5,000万円（2017年4月期）
■従業員数／48名
■平均年齢／37歳

の日本酒離れで減少の一途にありますが、海
部品の組み付けと画像検査を同時に行う双腕ロボット

外では「クール・ジャパン」として日本の優れ

若い力が活躍しています

声を上げ、その後自動車用ブレーキホースの

た製品やサービスが注目されています。日本

生産を始めました。高度成長期以降パワステ、エアコンなどブレーキ以外の分野にも広

酒を置く高級レストランも増えており、他国に自社の商品をどれだけアピールするかが、

げ、90年代には住設分野にも進出。シャワートイレの配管でも高いシェアを持っていま

日本酒の各蔵元の課題になっています。西山酒造場は現在、中国や米国など28カ国に販

す。ここ数年は、世界的な自動車市場の伸び、シャワートイレが海外市場で好調なことな

売していますが、今後、さらに輸出を強化します。
２０１５年には日本の食品メーカーとと

どを受け、過去最高益を更新し続けています。扱うのは重要保安部品だけに「信頼性の

もにベトナムでの商談会に参加しました。また、販売戦略と直接は結び付きませんが、

高い製品をつくることが至上命題」と前田龍一社長。不具合が出ないように画像で記録

16年にはワインのマーケティングを専攻するイタリアの大学院生を１カ月間、酒造りの

するシステムを導入するなど常に新たな取り組みで万全を期しています。

現場で受け入れました。

「すばしっこさ」武器に大企業、世界と戦う
世界13カ所に生産･販売拠点を持ち、海外での販売比率が6割を超えるグローバルサ
プライヤーとして「さらなる質の高い経営を目指す」と前田社長。テーマの一つが生産性
のさらなる向上だ。社内の伝票処理や棚卸作業で多く使われていた紙をなくしデータ化
を進める一方で、生産技術センターを新設し「匠の技をいかに自動化できるか研究を進
めていきます」。
もう一つのテーマが人材のグローバル化をはじめとするダイバーシティの推進です。
「世界から情報を集め、多様な考えを受け入れながら新しい発想を促す」べくここ数年は
新規採用者の４割を外国人が占めています。2022年には主要部門における外国人の比

日本酒への注目度が高まるとともに、酒造りに最適とされる兵庫県産の酒米「山田
錦」を、全国の酒造メーカーが奪い合う状況に。そこで同社は安定して確保するため、
「兵庫北錦」や「但馬強力」の栽培に乗り出しています。一方で、長年培ってきた発酵技
術を生かして、日本酒以外の分野にも積極的に進出しています。地元産の原料も加えた
栗焼酎や黒豆焼酎、ブドウを蒸留させた「グラッパ」を商品ラインアップに加えているほ
か、お酒が苦手な消費者も意識して、酒かすを使ったせっけんや、地元の食品メーカーと
共同開発した甘酒ヨーグルトも扱っています。
「これまでと同じやり方では展望は開け
ない。酒造りの伝統を受け継ぐ一方、商品作りや販売方法では新しい発想が必要」と西
山周三社長は話しています。

率を15%、女性社員を20%まで引き上げる計画です。経営陣と若手社員との食事会も定
期的に開き、良いアイデアがあればすぐに実行に移します。
「競争相手は大企業。そこに
勝つためにはすばしっこさが必要」と、すべての面でスピードを大切にしています。
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ひょうごけんての べ そうめんきょうどうくみあい

ばんしゅうでんそう

たつの市龍野町富永 219 番地の 2

加古川市平岡町西谷 25-1

兵庫県手延素麵協同組合
☎ 0791・62・0826

夏の風物詩ともいえる「揖保乃糸」。兵庫県手延
素麵協同組合による徹底した品質管理と高品質
の麺を造るための研究が高級そうめんブランド
としての地位を確固たるものにしている。

「揖保乃糸」ブランドを守る

■創業・設立／1887年
■資本金／   １４億８，
4５５万円
■売上高／ 159億9,000万円（2014年8月期）
153億1,000万円（2015年8月期）
147億5,000万円（2016年8月期）
■従業員数／160名
■平均年齢／44歳

播州電装㈱

☎ 079・456・0010

自動車などに搭載される電子機器に電気や信
号を送るワイヤーハーネス（組み電線）。人体
の血管、神経にあたる主要部品を建設機械や
二輪車の大手に納入する。

建機・二輪車の「血管」で高シェア

寝かせてはよりをかけながら引き延ばす作

燃料噴射や安全装置のコントロール、ハイ

業を繰り返す伝統の製法でできる細い麺を顕

ブリッドカーのモーター制御など、最近の自

微鏡でのぞくと独特のグルテン構造がかたち

動車には数多くの電子機器が使われていま

づくられており、
「揖保乃糸」ならではの、なめ

す。二輪車や、ブルドーザーやクレーン車な

らかで歯切れの良い食感を生み出しています。

どの建設機械も、同様に電子化が進んでいま

積極的なPR戦略で1990年代以降、贈答用

す。電子信号をやりとりするために機器同士

としてのブランドを確立してきた「揖保乃糸」
ですが、これを守り続けるための不断の努力
が続きます。
「製麺後は組合の検査指導員が

■創業・設立／１965年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 55億円（2014年12月期）
43億円（2015年12月期）
45億円（2016年12月期）
■従業員数／210名
■平均年齢／47歳

を結ぶワイヤーハーネスには、高熱や振動、
揖保乃糸ではそうめんをはじめ、ひやむぎやうどんなど、様々な種
類の商品を製造、販売しています

厳しい目を光らせ、素麺を束ねる帯には生産者の番号が付けられ、問題が生じた時は生
産者をたどれるようにしている」と同組合の井上猛理事長は語ります。
風味の良い国産小麦にこだわり、
「やわらかくて粘りのある小麦粉」を仕入れるため製

風雨に耐え、軽量であることなど、さまざま

本社の外観です

な性能が求められます。播州電装は、国内で
は建機や二輪車向けに特化して35％のシェアを持っています。
海外ではインドネシアに工場を構えており、同国では二輪車の車体制御関連製品だけ
でシェア50％に達しています。
２０２０年の東京五輪を見据え、首都圏ではビルや道路など

粉メーカーに厳しい注文をつけ、組合の研究所では年間100回もの試作が繰り返されて

の大規模工事が相次いでおり、建機も需要増が見込まれます。アジア各国では経済成長

います。より良い商品を送り出すための原材料、製造、保管方法、包装形態の追究に終わ

とともに国民の所得も増え、二輪車も急速に普及しています。こうした背景でワイヤーハ

りはありません。

ーネスの生産も伸びており、同社の売上高なども順調に推移しています。

新たなマーケットも開拓
素麺を含む乾麺全体の生産量は減少傾向にありますが、新たな販路や市場を開拓する努
力も怠りません。その一つが海外市場の開拓です。2006年から日系人の多いハワイに切り込
み、そこからアメリカ西海岸へと広がっていきました。現在伸びているのが中国市場です。
もう一つが国内で幅広い消費者に受け入れてもらうための取り組みです。健康をテー
マに全粒粉の割合を多くした麺やコンビニとコラボし金ゴマの入った麺などを商品化。ま
た、食品メーカーとの連携により、たれやスープ、
ドレッシングなどと組み合わせ、添え物

ワイヤーハーネスが品質不良などで設計通りの性能を発揮できなければ、人命にかか
わる事態にもなりかねません。それだけに米田昭彦社長は「ハイレベルの品質を支える
のは、何と言っても優れた従業員」と力説します。既存の評価制度を見直して働く意欲を
高め、福利厚生も強化して、従業員の満足度を高める工夫をしています。例えば本社内に
はフィットネスクラブを設けているほか、インドネシア工場から出張してきた社員や研修・
実習生のイスラム教徒に配慮して、祈祷室も備えています。年齢を問わず、自ら行動を起
こすなら活躍できる企業です。

として素麺を食べてもらうレシピの提案にも余念がありません。
組合の庭には水平の石を五段積んだオブジェがあります。
「一番下の土台が水平でな
ければ上にも影響を及ぼす。これこそが揖保乃糸と胸を張って言えるベースがなければ
その上によいものを築くことはできない」と井上理事長。600年を超える伝統の地場産
業を守り抜く心意気です。
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ふじはつじょう

ふぁみりあ

冨士発條㈱

兵庫県立地支援企業

朝来市和田山町筒江 165-51 ☎ 079・674・1600

小さなバネ工場から電池部品メーカーに転進。エンジン
とモーターを両方使うハイブリッドカーには不可欠の部
品を手掛け、日本だけでなく各国の自動車メーカーに納
めている。朝来をベースに、世界企業への躍進を目指す。

バネ製造から世界有数の
電池部品メーカーに

㈱ファミリア

神戸市中央区磯上通 4-3-10
■創業・設立／1959年
■資本金／ 9,500万円
■売上高／   98億円 （2015年3月期）
  97億円 （2016年3月期）
101億円 （2017年3月期）
■従業員数／510名
■平均年齢／44歳

☎ 078・291・4567

抜群のブランドを誇るベビー子ども服メー
カー。少子化を踏まえて新規事業にも乗り出
した。伝統を保ちつつ、クリエイティブな社に
生まれ変わろうとしている。

進化する老舗、新たな成長へ
「愛情品質」をキーコンセプトに、
「自分の
子どもに着せるつもりでものづくりをしましょ

家庭で使う充電式電池から電気自動車のバ
ッテリー、
Ｉ
Ｔ機器の電源に至るまで、大半の電

う」と、
１９５０年に４人の女性が創業しました。

池には内部の化学物質が温度変化などで発

その1人、坂野惇子氏をヒロインモデルにした

熱・破裂しないよう、安全弁のような超小型バ

連続テレビ小説が２０１６年秋から放映され話

ネが装着されています。充電できるニッカド

題を呼びました。
安全性と機能性を重視し、ていねいに作ら

電池が１９７０年に日本で初めて開発された
後、そのバネを製造したのをきっかけに、電池

■創業・設立／１950年
■資本金／ 6,000万円
■売上高／ 123億1,700万円（2015年1月期）
119億9,200万円（2016年1月期）
114億3,800万円（2017年1月期）
■従業員数／661名
■平均年齢／— 歳

本社

れた服は、赤ちゃんが生まれたお祝いにふさ

元町本店

ケースなども作るようになりました。その後

わしいと、ギフト市場では高いシェアを誇って

の電子機器や携帯電話の普及が追い風となり、世界有数の電池部品メーカーに成長しま

います。近年の少子化やファッションの多様化などを受けてブランドを整理するととも

した。開発した部品の生産に必要な金型まで作るのが特徴。取引先の多様な要望にスピ

に、デザイン・コンセプトを統一するなど改革に取り組みました。
「適正な大きさになった」

ーディーに対応できます。
「大阪や神戸と違い、金型メーカーが近くになく、仕事を続け

と岡崎忠彦社長は評します。子ども服にも安価なファストファッションが広がっています

るには自前でやるしかなかったが、結果として、他社にない強みになった」と藤井啓社長

が、ていねいなものづくりにこだわり続けています。
「贈り物や孫に買うブランドという面

は話します。

は大事にしつつ、いかに若い世代を取り込むか」
（岡崎社長）が今後の課題ととらえてい

日本の製造業は人件費が安いアジア各国に相次いで工場を移していますが、但馬・朝

ます。モノを売るだけでなく、育児に関するセミナーやイベントといったコトも積極的に

来の地から本社を離れず、工場も朝来で拡張しました。
「ネットが普及した現在、情報面

行っています。これをさらに進め、
「今後は子どもに関わるコンテンツを売る会社にした

では但馬にいても不利ではない。自然環境に恵まれたこの地で、但馬出身の若者にもっ

い」
（同）といいます。

と働いてもらいたい」。携帯電話向けはいずれ成長が鈍ると判断し、近年は自動車向けに

２０１５年4月には新たに保育事業に進出。東京・白金台に次いで、16年9月に西宮･夙

かじを大きく切りました。顧客とする各国の自動車会社が構える世界拠点の近くに、最小

川、17年6月に東京・碑文谷で開園。今後全国15カ所での展開を見込んでいます。さらに

限の工場を構える戦略も練っています。

１９９６年に撤退した海外市場にも再参入。育児スタイルも提案する計画です。
２０２０年に

さらなるグローバル経営を目指し社内体制の強化などを進めており、株式上場も視野

向けて新たなステージへ踏み出す姿勢を明確にしました。13年４月から新卒採用を復

に入れています。しかし今後も、本社や研究開発拠点、中核となる工場は朝来を離れるつ

活。岡崎社長は米国でデザイナーとして働いていた経歴を持ちます。
「外から見ると古

もりはありません。
「目標は、お客様から頼りにしていただける存在として、技術力で貢献

い会社に見えるかもしれないが、ゼロから一緒に会社を作り上げていくような意欲を持

し続けること。そしてお客様と共に、世界中に利便性とクリーンな環境を提供し、進歩発

つ人がほしい」と話しています。

展していく。そんな夢を、但馬の地から、ともに追い求めたい」と、藤井社長は学生に呼び
かけています。
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へ いしんそうび

兵神装備㈱

ぷらいみくす
平成28年度 ひょうご№１ものづくり大賞 技術部門賞

神戸市兵庫区御崎本町 1-1-54 ☎ 078・652・1111

さまざまな性状の液体を一つのポンプで移送する
「ヘイシンモーノポンプ」。食品、化粧品、上下水
道など多様な分野から寄せられる難問を解決し、
近年は自動車・電機業界向けを強化している。

お客様の悩みに応え、
液体移送の難問を解決

プ ライミクス㈱
淡路市夢舞台 1-38

■創業・設立／1968年
■資本金／ 9,950万円
■売上高／   98億円
（2014年12月期）
103億円
（2015年12月期）
109億9,700万円（2016年12月期）
■従業員数／383名
■平均年齢／41歳

昨年、創業90年を迎えた攪拌機メーカー。自動
車用2次電池向けでは世界の先頭を走る。3年
前に本社を移した淡路島のオフィスは伸び伸
び働ける環境がふんだんに整えられている。

時代のニーズをとらえ製品を送り出す

■創業・設立／1927年
■資本金／ 8,019万円
■売上高／ 46億2,700万円（2015年3月期）
51億2,500万円（2016年3月期）
65億7,600万円（2017年3月期）
■従業員数／225名
■平均年齢／37.6歳

混ぜにくいものを混ぜたり、成分を均一に

兵神装備は、一軸偏心ねじポンプという特

分散させるようにしたりと攪拌（かくはん）は

殊原理をベースに、粘度、濃度の異なる多種

さまざまなものを製造する上で欠かせない工

多様な液体を移送する製品「モーノポンプTM」

程です。その中でも高速で攪拌する機械のメ

を開発。とくに高粘度・高濃度液の移送に力

ーカーとしてトップシェアを誇り、化粧品や医

を発揮し、ＵＶ樹脂などの変質しやすい液や

薬品、食品、電子部品など幅広い分野で同社

具入りスープなどの固形物を含んだ液、さら

製品が使われています。

にはトナーなどの粉体までも高精度に定量

兵庫県立地支援企業

☎ 0799・72・0080

開放的な滋賀事業所の製造ライン

中でも近年力を注ぐのが自動車向け電池

目の前には海が広がる、自然と一体化した新社屋です

移送することを可能にしています。
「開発の

デバイス分野です。1980年代後半から携帯

原動力は、お客様の悩みを解決したいという社員の強い思い。お客様から与えられた

電話やパソコン向けの開発に着手してきた経緯から自動車向けでも世界で先頭を走って

ハードルが高ければ高いほど、それに情熱を持って応える企業文化が私たちの最大の

います。今後電気自動車への流れが加速する中でビジネスチャンスはさらに広がりそう

強み」と小野純夫社長は語ります。2016年12月期の売上は約110億円で過去最高を更

です。また最近では自動洗浄機能の付いた攪拌機を開発。
「攪拌機は混ぜるものを変え

新しました。
新分野の開拓にも余念がありません。年々高度化する顧客の技術要求レベルに応え
るため、大学の研究機関とも連携して研究開発を進めています。一例として、マイクロ
～ナノリットルレベルの極めてわずかな量の液を吐出・制御できるディスペンサーの開
発が挙げられます。電機業界（スマートフォン・液晶パネルなど）向けでの大きな需要創
出が見込まれ、グッドデザイン賞や知財功労賞を受賞するなど、産業界全体からも熱い
注目を浴びています。
海外展開については、韓国に続く拠点として、2016年、台湾に駐在員事務所を設立し
ました。現地のニーズに合わせたモデルを開発し、さらなる市場開拓を目指します。また、
「海外展開にあたって最も重要なのは人材」と小野社長は語り、海外を見据えた人材開発
にも力を入れています。TOEICで一定以上の成績を収めた社員には、語学学校や短期語
学留学の費用を会社が全額負担するなど、外国語研修制度の充実を図っています。
このように、製品・サービスのいずれにおいても品質の向上を目指すことが、顧客満足
につながるという信念のもと、兵神装備は挑戦を続けています。

るたびに大掛かりな清掃作業が伴い長い時間をとられていた。それを自動洗浄できるよ
う機構や部品の形状を変え10年がかりで開発にこぎつけた」もので、今後受注の増加が
見込めるといいます。

伸び伸びと働けるぜいたくな環境で
2015年に大阪市内から淡路島へ本社を移転しました。社屋の中に一歩足を踏み入れると
まるで映画に出てくるような近未来感あふれるしつらえに驚かされます。外観はカリフォル
ニアのワイナリーをモデルに自然に溶け込むデザインとし、空調機器はモーター音や風を
感じにくいフィンランド製を採り入れるなど古市社長のこだわりが随所に現れています。
またオフィスのイスは全て大阪湾を一望できるように配置されており、工場も空調が
管理されています。食堂は淡路島の食材を中心に栄養を考えたメニューとなっており1年
間同じ献立が出ることはありません。敷地内にはバスケットボールコートやテニスコー
ト、ゴルフ練習場があり、
ヨガ、自転車、ゴルフ、パティシエ、養蜂のサークルが活動してい
ます。
「私自身も自転車部で島の生活を楽しんでいます。伸び伸びと働ける環境で、新し
い発想を生むための刺激を受けながら、ものづくりを楽しめる人たちにぜひ来てほしい」
と呼びかけています。

81

兵神装備㈱ ［製造・販売］

プライミクス㈱ ［製造］ 80

まつたにかがくこうぎょう

まえかわけんせつ

伊丹市北伊丹５丁目３ ☎ 072・771・2001

加古川市野口町良野１５０６ ☎ 079・421・3281

松谷化学工業㈱

私たちが日々口にする食品の中に含まれるで
んぷん加工品で圧倒的なシェアを誇る。よそに
ない製品を市場に送り出し続ける原動力は、失
敗をおそれることなく挑戦できる社風にある。

でんぷんの限りない力引き出して100年

前川建設㈱

■創業・設立／創業1919年
■資本金／ 1億円
■売上高／ 558億円 （2014年11月期）
568億円 （2015年11月期）
553億円 （2016年11月期）
■従業員数／440名
■平均年齢／41歳

創業１１０年を迎えた。
「笑顔で夢ある街づく
り」をスローガンに、建築物の設計・開発、施
工、リフォームなど建設に関わる幅広い事業
を展開している。

建設のトータルサービスを提供

パン、
レトルト食品、即席めんなどの原材料名表示を

明治40年の創業で、兵庫県内の建設業者

見ると「でんぷん」
「でんぷん加工品」が多いことに気

の中では老舗の存在。先代までは売り上げの

付きます。もちもち、サクサク、つるっとした食感や、つ

大半を公共工事に依存していましたが、前川

や出し、保水性などの品質向上に欠かせません。これ

容洋・現社長が経営を引き継いでからは民間

らでんぷん加工メーカーとして成長を続けています。

の仕事を増やし、今では７割以上を占めてい

１９１９年の創業時はでんぷん卸としてスタートしまし

ます。建築･土木以外にもリフォーム、太陽光

た。その後、洗濯糊など工業用でんぷんメーカーに転

発電設備の設置などにも力を入れており、

じ、高度成長期の頃から食品用でんぷん加工品へとシ

「地域の街づくりや皆様の暮らしに関する建

フトしました。現在は、
「でんぷん加工品」とでんぷん

設のトータルサービスを提供している」と前

から派生した「糖化素材」
「機能性素材」がバランスよ

川社長は話します。

く売上げを構成しています。
近年は健康志向の高まりを受け機能性素材が好調

希少糖含有シロップ

■創業・設立／１907年
■資本金／ 9,000万円
■売上高／ 124億８,６２４万円（2014年7月期）
144億４,０８０万円（2015年7月期）
150億８,１１３万円（2016年7月期）
■従業員数／151名
■平均年齢／43歳

住まいのトータルサービス事業を展開するショールーム

早くから業界の慣習にとらわれない経営に取り組み、手形を使わず現金払いを続けて
きました。また、顧客満足度を高める取り組みも継続的に進めてきました。施工した案件

です。
「難消化性デキストリン」は、食事と一緒に摂取すると体内での糖や脂肪の吸収を

でクレームが発生した際は、なぜ起きたのか、どう改善できるのかを部門間横断の会議で

抑え、食後の血糖値上昇を緩やかにする効果が、
「希少糖」は砂糖に比べカロリー、甘味

討議し、改善策を設計会社にも提案してきました。現場の能率や安全、環境などをテーマ

が8割程度で、内臓脂肪蓄積を抑える効果がそれぞれ確認され、多くの食品にとり入れら

にした独自のマネジメントシステムを設け、
「能率を上げ、安全な仕事のために何をすべ

れています。現在は医療･介護向けのでんぷん素材の生産を強化するため2018年春の

きか現場で実践してもらう」ことでモチベーションの向上を図っています。
「お客さま、私

完成を目指して工場を増設中です。

たち、そして現場全体の“心が通う生産システム”を掲げている」と前川社長。

家族のような会社であり続けたい
新しいでんぷんの価値を次々に提案し続ける同社の原動力は「失敗をおそれない風土
にある」と人事部課長代理の寺園裕之氏。例えば、難消化性デキストリンは30年前に開発
されしばらく日の目を見ることはなかったが、粘り強く研究を続けた結果10年ほど前か
ら火が付いたという。家族的経営を標榜し「常に周囲のことを考えられる気遣いを大切
にしている」。定時退社が徹底され、社内には野球、フットサルなどのサークルも多く、部
門を越えた交流から、アットホームな風土が浸透。来年に控えた100周年に向けて自主的

社内には「全員全力、全社一丸」と書かれた標語があります。若手社員のやる気を引き
出す仕組みとして、実績、成果に応じ「努力するものが報われる」ように考えた目標管理
制度（MBO）を導入。
１級建築士、
１級建築施工管理技士、
１級土木施工管理技士等の取
得費用の補助と資格手当を支給するほか、年１回、優秀な社員への表彰を行っています。
前川社長は、明石高専で30年以上、建築生産を教えていた教育者でもあり、言葉の端々
から建設業への熱い思いが伝わってきます。
「情熱と熱意を持って仕事に従事し、建設技
術者、産業人としての喜びと誇りを持つ人」が求める人材像です。

に集まった約30人の社員がプロジェクトチームを作って取り組みを検討しています。
「協
調性を重んじることのできる人材に仲間に加わってほしい」と寺園氏は求める人物像を
語ります。
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ゆたっくす

やましたわーくす

㈱ ユタックス

西脇市野村町 201-1

㈱ヤマシタワークス

☎ 0795・23・5511

女性用下着の副資材一筋で歩んできたが、近
年開発した“シームレス下着”が大ヒット。独自
の生産技術を持つアパレルメーカーとして新
たな一歩を踏み出している。

新工場完成、
シームレス下着を世界に

尼崎市西長洲町２-６-１８ ☎ 06・4868・8477
■創業・設立／1967年
■資本金／ 9,000万円
■売上高／ 46億円（2015年3月期）
62億円（2016年3月期）
67億円（2017年3月期）
■従業員数／200名
■平均年齢／38歳

研磨作業の下請け業として発足。
２年後には
自社工場を建設し、金型製造に進出した。現
在、本社工場に加え、第2工場も稼動中。

自社開発の技術力に評価

自社ブランド「SMOON（スムーン）」で展

当初は自動車向けの金型を大部分製造し

開する女性用ショーツの最大の特長は、1枚の

ていましたが、
２００８年秋のリーマン・ショック

薄いストレッチ素材の生地を貼り合わせてい

後に顧客の要望を聞き、医薬品向けの金型製

ることです。伸縮性のある素材がきつすぎず、

造に自社技術を応用しました。金型業界では

ゆるすぎず肌にフィットし、
「履いていて楽」

後発ですが、自動車と医薬品という異なる分

「ズボンにショーツのラインが目立たない」と

野を手掛けるのは珍しい。複雑な形の金型の

女性から幅広く支持を得ています。自社開発

表面を鏡のように仕上げる自動鏡面加工装置

の機械を使い、長年培った接着技術を生かし

2016 年 8 月には本社に新工場を増築

「エアロラップ」を自社開発。複雑な金型の表

平成28年度 ひょうご№１ものづくり大賞 選考委員会特別賞
ひょうごの成長企業
平成26年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰

■創業・設立／１986年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 10億7,800万円（2014年3月期）
  9億8,300万円（2015年3月期）
10億1,300万円（2016年3月期）
■従業員数／49名
■平均年齢／33歳

自社開発商品『エアロラップ』での鏡面加工

て毎時千枚単位で生産していきます。
「ミシ

面を、瞬時にかつ滑らかに研磨する装置で、

ンによる縫製工程が不要で、接着はすべて機械任せ。労働集約型産業であるアパレル産

国内だけでなく海外にも輸出されています。技術力が評価されて中小企業庁の「元気な

業の可能性が大いに広がる」と宇髙章平会長の言葉が熱を帯びます。

モノ作り中小企業300社」に選ばれるなど、多方面からの賞を授与されています。
「その

創業来、女性用下着のホックやワイヤーアジャスター金具などの副資材製造に特化し、

結果、営業活動をしなくても、お客さまが向こうから来てくれます。その分、商品の価格

業界トップの地位を築きました。1990年代前半から相次いでアジアに生産拠点を移して

を安くすることもできます」と山下健治社長。エアロラップも含めて、自社開発の機械設

きた一方、国内の空洞化が大きな課題となっていました。その頃出合ったのが、特殊な編

備を10台以上保有。新しいビジネスに意欲的に取り組み、マンネリ化を防いでいます。

み組織により切り端がほつれずカールしないナイロン素材。
「これを裁断し、貼り合わせ

技術力の源泉になっているのは、柔軟な組織文化です。
「会議をしても、自分に直接関

れば製品をシンプル、かつ大量に生産できる」。副資材を多用し、手作業でかつ多くの生

係ないと眠いだけ。
３分の朝礼で報告事項は済むし、必要があれば現場で関係のある人

産工程を必要とする従来の下着とは一線を画する商品です。これが大手衣料品店の目に

だけを集めてやりとりする」と山下社長は話します。縦割りではなく、テーマや技術ごと

留まり、9年前にショーツをOEMで商品化。年間800万枚を超えるヒットとなりました。ま

にメンバーを集めるプロジェクト型組織とすることでモチベーションを高めています。創

た、大手下着メーカー向けにブラジャーも商品化。
「外行きの下着を着けるほどではな

業当時から女性の活用にも積極的で、従業員の約半数を女性が占めます。

い、かといって何も着けない、の間のニーズを掘り起こしました」と、これも年間100万枚
に迫るヒット商品に育ちました。
近年は自社ブランド「SMOON」でノンワイヤーブラジャー、シームレスショーツなどの
直接販売も強化。2016年8月には、世界中から注目を集める無縫製のシームレス下着の

兵庫県の「ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」も受けました。作業中にミスが起
きると、上司などが怒るのではなく、原因や対策を追求します。不良品の発生を防ぐとと
もに「ミスした本人は一番つらいはずなので、気分を切り替えて家族と過ごし、また新た
な気持ちで働いてもらうため」だといいます。

需要に対応するため、ほぼ無人化した生産ラインを実現した新工場が稼動。アパレル産
業の新たな可能性を切りひらくチャレンジが本格化します。
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