
エリア 企業名 PR 業種

姫路市
日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所
広畑地区

「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」を目指して成長し続ける
メーカー

（鉄鋼・金属・鉱業）

神戸市 社会福祉法人神港園 入居者の人生に寄り添い、自身も成長していける環境がココにある
サービス・インフラ
（福祉サービス）

姫路市 キンキテレコム株式会社 あなたにしかできないことがここにある ワークライフバランス認定企業
流通・小売
（専門店）

神戸市 株式会社トモエシステム
『ともに創る』精神で、専門商社としての枠を越え、
モノづくりに深く関わります。

商社
（専門商社）

尼崎市 株式会社香山組 100年先にも残る仕事！土木も建築もできる総合建設業
メーカー

（建設・設備関連）

神戸市 キー・ポイント株式会社 兵庫有数のクラウド事業を展開
ソフトウエア・通信

（ソフトウエア・情報処
理・ネット関連）



エリア 企業名 PR 業種

神戸市 株式会社みなと銀行 自分だけの可能性、自分を活かす場所がある。兵庫に根ざした地域金融機関
金融

（銀行・証券）

明石市 株式会社ケイテック 川重G「人財こそが資産」人と技術を大切に、成長できる環境があります◎
ソフトウェア・通信

（ソフトウェア・情報処
理・ネット関連）

朝来市 但南建設株式会社 「いつも人が真ん中の企業でありたい」をモットーに。
メーカー

（建設・設備関連）

神戸市 株式会社ベネスト
医療現場から工場の生産ラインまで、
お客様の事業をITの力でサポートします

ソフトウエア・通信
（ソフトウエア・情報処

理・ネット関連）

神戸市 小泉製麻株式会社 三方良しならぬ「四方良し」。社員が幸せに働けるスマイルカンパニー
メーカー

（繊維・紙・パルプ）

洲本市 株式会社成田 私達は地域のお困り事を解決する地域デザイン企業です。
メーカー

（建設・設備関連）
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姫路市 山陽特殊製鋼株式会社 「軸受鋼」国内トップシェア！特殊鋼で時速350kmの世界を実現
メーカー

（鉄鋼・金属・鉱業）

姫路市
パナソニックエレクトリックワークス
池田電機株式会社

休暇・勤務制度が充実。
「照明用電源・安定器」の国内シェアトップメーカー

メーカー
（電子・電機・OA機器）

高砂市 株式会社阪技 ものづくりを一気通貫サポート！『技術』をサービスする会社です
サービス・インフラ
（電力・ガス・エネル

ギー）

神戸市 ハートスフードクリエーツ株式会社 心を込めて創造した「食」で笑顔を届けます！
サービス・インフラ

（レストラン・給食・フー
ドサービス）

丹波市 明昌機工株式会社 Supports of Advanced Technology お客様と共にその先の先へ！
メーカー

（精密・医療機器）

加西市 有限会社ウェルビー 第２の実家として地域へ貢献！働きやすい職場づくりへ革新を続けます！
サービス・インフラ
（福祉サービス）
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神戸市
株式会社日本ビジネスデーター
プロセシングセンター

あなたの仕事が身近な人の喜び、社会の喜びとなるように。
ソフトウエア・通信

（ソフトウエア・情報処
理・ネット関連）

神戸市 株式会社フェリシモ
『ともにしあわせになるしあわせ』で、
独創的な商品やプロジェクトを展開！

流通・小売
（専門店）

明石市 川重テクノロジー株式会社 川崎重工グループ｜重工業製品の研究開発を支援をする技術者集団です！
メーカー

（自動車・輸送用機器）

姫路市 社会福祉法人しらさぎ福祉会 「ホッ」と安心して働ける心温かい環境と、頑張りがカタチになる職場
サービス・インフラ
（福祉サービス）

神戸市 伊福精密株式会社 金属加工の駆け込み寺！男女が共に働ける会社です。
メーカー

（鉄鋼・金属・鉱業）

姫路市 佐藤精機株式会社 「できる方法を考える」そんな姿勢で進化し続ける技能集団
メーカー

（自動車・輸送用機器）
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神戸市 バンドー化学株式会社 東証プライム上場！常識・慣習にとらわれないベルト製品のパイオニア！
メーカー

（化学・石油）

姫路市 西芝電機株式会社 海と陸のエネルギーソリューションで世界のインフラを支えます
メーカー

（電子・電機・OA機器）

西宮市 株式会社TAT
業界トップながら大家族主義を貫き
自分らしく働ける美容商材専門商社です！

商社
（専門商社）

姫路市
株式会社エルザクライス
（エルザ動物病院グループ）

資格不問/目の前の動物を一匹でも多く救うのはあなた。
サービス・インフラ

（医療機関・調剤薬局）

神戸市 ジィ・アンド・ジィ株式会社 「想いをカタチに！」新入社員の８割が女性！文理問わず活躍できます。
ソフトウエア・通信

（ソフトウエア・情報処
理・ネット関連）

明石市 明石プラスチック工業株式会社 ノルマなし・転勤なし・残業少ない、働きがいのある3ない1ある企業です
メーカー

（その他メーカー・製造関
連）
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姫路市 姫路信用金庫 すべてを郷土繁栄とともに。中播磨地区でのメインバンクシェア率No.1!
金融

（信金・労金・信組）

神戸市 三ツ星ベルト株式会社 「お星さま休暇」で家族の絆UP！キラリと光る★になろう！
メーカー

（ゴム・ガラス・セラミッ
クス）

たつの市 株式会社セイバン
Challenge for SMILE！
笑顔を届ける「天使のはね」でお馴染みランドセルメーカー

メーカー
（アパレル・服飾関連）

加西市 ヨドプレ株式会社 東証プライム上場グループ企業！時短で実現、ヨドプレ流天使のサイクル

メーカー
（住宅・インテリア）

姫路市 アンサー株式会社 1＋1が3になるチーム力！ITで地域社会の創造に貢献する会社
ソフトウエア・通信

（ソフトウエア・情報処
理・ネット関連）

神戸市 株式会社イーエスプラニング 社員が働き方を考える！兵庫県No.1の駐車場経営会社
サービス・インフラ

（不動産）
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神戸市 コベルコシステム株式会社
【神戸製鋼所×日本IBM】
ITとものづくりのシナジーを発揮し企業を支えます！

ソフトウエア・通信
（通信）

姫路市 三相電機株式会社 モータ・ポンプの設計から販売まで『未来を創る技術カンパニー』
メーカー

（電子・電機・OA機器)

淡路市 ミツ精機株式会社 航空機・宇宙機器をサポート！社員が身内にも勧めたくなる会社です！
メーカー
（機械）

丹波篠山市 フルヤ工業株式会社 自動車から医療まで時代・顧客ニーズを先取りした商品を開発！
メーカー

（その他メーカー・製造関
連）

三木市 株式会社基陽
ホワイト企業大賞＆グッドデザイン賞多数
女性社員七割超 安全保護具メーカー

メーカー
（建設・設備関連）

三田市 Earthink株式会社 地球上でもっともお客様とスタッフの幸せを追求する会社！
ソフトウエア・通信

（通信）
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神戸市
株式会社さくらケーシーエス
（ＳＭＢＣグループ）

神戸から全国へ。幅広い業界のDXを支援するIT企業。
ソフトウエア・通信

（ソフトウエア・情報処
理・ネット関連）

神戸市 日東物流株式会社 "Never stop the world."ともに物流の世界へ。
サービス・インフラ
（陸運・海運・物流）

加東市 アスカカンパニー株式会社 あ！コレ知ってる！そんな製品をつくっています！
メーカー

（化学・石油）

姫路市 大和美術印刷株式会社 WEB制作からプロモーションまで。印刷だけじゃない印刷会社★
メーカー

（その他メーカー・製造関
連）

姫路市 サワダ精密株式会社 仕事も遊びも成長も！ いっぺん見たら分かる。ごっつええ会社！
メーカー
（機械）


