
当日は25分間の説明を４セッション
行いますので、最大４社の話を聞く
ことができます。（質疑応答時間あり）

４セッションのうちの１セッションに
おいて、当日参加企業の一部若手
先輩社員が今のお仕事や生活など
についての生トークを行います。



午前の部•午後の部 参加企業 午前の部 参加企業 午後の部 参加企業
参加企業一覧 ♥＝応募前職場見学の実施あり ♣＝高校生対象のインターンシップの実施実績あり ★＝高校新卒者のための教育・研修制度、メンター制度、

　　キャリアコンサルティング制度の整備の有無

ソフトウェアの受託開発が主体であり、電力業
界、公共・広域分野、製造業、社会といった幅
広いお客さまに対し、各種のご提案をはじめ
として、システム設計開発、運用保守まで、トー
タルな事業を展開しております。

HPはこちら
→

アルファテクノロジー株式会社 ソフトウエア｜情報処理
★

当社の創業は1923年、もうすぐ100周年を迎
える企業となっています。そんな当社の生産姿
勢は「調合ではなく料理をする」こと。プロの厨
房さながらに、調理手順を守りながら手作り
に近い形で商品化をしています。今後も地元
への貢献は勿論の事、当社こだわりの商品を
通じてお客様の健康や幸せな食卓を支えて参
ります。

HPはこちら
→

エム・シーシー食品株式会社 食料品製造業

写真

♥★

重工業界の役割は、輸送革新、エネルギー開
発、世界のインフラ設備など、地球規模の大き
な課題をものづくりを通じて解決すること。わ
れわれ川崎重工は、仲間と切磋琢磨しなが
ら、これらのプロジェクトに挑み続けています。

HPはこちら
→

川崎重工業株式会社 重工メーカー

写真

♥♣★

当社は、輸出入貨物の各種手配や管理を行
い、各職場では物流の専門知識を駆使して活
躍する事ができます。主な特徴は、100年企業
である点、食品を中心に取り扱っている点、
チームで仕事を進めている点です。

HPはこちら
→

川西倉庫株式会社 倉庫業
♥★

明治29年創業で今年で125年。
異なる2つの分野で日本1の企業です。
日清製粉グループの持分法適用会社です。

HPはこちら
→

石川株式会社 製造業

カツヤマキカイは、創業70年余の歴史を持
つ機械工具の卸商社と世界の産業を支える
運搬・搬送技術に特化したオリジナル製品を
創発するメーカーが融合した『エンジニアリ
ング商社』です。総重量3,500トンのJR大阪
駅ホーム上の屋根の設置作業や地上634m
東京スカイツリーの超高層建築に当社の製
品が活躍しました。

HPはこちら
→

カツヤマキカイ株式会社 機械製造業｜卸売業

写真

♥★

私たちのモットーは「お客様満足度100%」お
客様にとって最良の作品・最高の品質を目指
しています。働き方改革を他に先駆けて取り
組んでいます。前事業年度の実績値として月
平均所定労働外時間24.9時間、有給休暇の
平均取得日数:12.4日、独身寮完備（寮費無
料）等、働きやすい環境を目指して改革中で
す。

HPはこちら
→

関西建設工業株式会社 総合建設業

写真

♥♣

考えや想いを気軽に上司に相談できる社風
があります。働きやすい職場を作っていこうと
皆で取り組んでいます。

HPはこちら
→

コウダイケアサービス株式会社
#高齢者施設等でのイベントの際に地域の高等学校の生徒さん
にお手伝いに来ていただいて交流を深めています

高齢者・障がい者福祉サービス
♥★

写真

高校生に日本酒というとなじみがないと思い
ますが、化粧品なども伸びており、一昨年から
ヴィッセル神戸のイニエスタ選手にスペシャ
ルアンバサダーに就任していただくなど、新し
い取り組みも行っています。創業360年以上と
古い会社ですが、新しいことにもチャレンジし
ていますので、興味を持っていただければと
思います。

HPはこちら
→

菊正宗酒造株式会社 飲料メーカー
♥★

1956年創業以来、日本を代表する大手クル
マ・バイクメーカー様にボディ用ガラスコー
ティング剤・ワックス・洗浄剤などを純正採用
いただいています。2016年には業界初の不燃
性ブレーキクリーナー「ZERO　FIRE」ヒット商
品を生み出し、今なおリーディングカンパニー
として成長し続けています！ HPはこちら

→

神戸合成ホールディングスグループ
#ISO9001・ISO14001取得 製造業

 ★

写真



神戸市消防局は兵庫県の代表消防本部で
す。また、海、山、都市部、農村部があり地域特
性が多様です。この2点から、業務の幅が広く、
特有の専門部隊も数多くあります。あなたの
得意分野を活かし輝ける仕事がきっと見つか
ります！

HPはこちら
→

神戸市消防局 消防

写真

♣

KOBELCOブランドでおなじみの神戸製鋼所
です。神戸線条工場で作られる線材・棒鋼製
品は世界的に高い評価を受けています。ま
た、発電事業は地域の電力安定供給に貢献し
ています。

HPはこちら
→

株式会社神戸製鋼所 鉄鋼業｜発電業

写真

♥★

時代を走り続ける　オンリーワンディーラーと
して「創新」から「バリュー・チェンジャー」へ。
新たな価値観を提供して行きます。

HPはこちら
→

株式会社神戸マツダ 自動車総合サービス業
♥♣★

1191年に創業、谷崎潤一郎、吉川英治等文豪
にも愛された有馬で最も古い宿です。有馬の中
に「御所坊」「ホテル花小宿」「駿河亭」「ギャラ
リィレティーロデオーロ」「有馬玩具博物館」ハ
ンバーガーショップ「SABOR」立ち飲み処
「GOZARL」グループ会社「有馬山叢　御所別
墅」等業種は宿泊業だけでなく多岐に渡ります。 HPはこちら

→

株式会社御所坊
#茶道　#華道　#免状取得も可 旅館業

♥ ♣ ★

写真

神戸信用金庫は2022年で創立89年を迎えま
す。県下11信用金庫の中で唯一神戸に本店
を置く信用金庫です。地域のお客さまに対し
金融面でのサポートだけでなく、本業支援に
も力を入れています。勤務地は神戸市・明石
市のみで転居を伴う転勤もなくとても働きや
すい環境が整っています。 HPはこちら

→

神戸信用金庫 信用金庫
♥★

どんな建物でも長年使えば老朽化が進みま
す。中でも給排水設備は古くなると水漏れや
悪臭などのトラブルの原因に。私達は『住』の
スペシャリストとして、生活に不可欠な「給排
水設備の保全」を核に、暮らしを快適に保つ
為の「設備メンテナンス」や、よりよいライフス
タイルを提案する「リフォーム」に携わっており
ます。

HPはこちら
→

神戸洗管工業株式会社 ビル施設管理｜ビルメンテナンス

写真

♥★

写真写真写真写真写真写真真真写真写真真写真写真写真写真写真

機械加工や機械組立などの経験がなくても、
将来の部門のリーダーとして、ゼロから指導
育成していく体制が整っています。資格取得に
向けた支援もありますので、作業者ではなく、
技能者として成長し活躍してもらうことが出来
ます。

HPはこちら
→

株式会社コスメックエンジニアリング 精密機械メーカー

写真

♥♣

創業63年の老舗製造メーカーです。世の中に
存在するあらゆる生産設備の部品を製造して
います。分野でいうと、自動車・航空機・飲料
缶・車輌などになります。当社でしかできない
技術が強みです。

HPはこちら
→

株式会社佐野鉄工所
#各等級ごとの研修制度が充実

金属部品加工メーカー
♥ ♣ ★

写真

機械系、化学系、電気電子系など多岐にわた
る分野の技術者が活躍している「高度専門技
術集団」。神戸製鋼所をはじめ、自動車や航空
機メーカー、家電メーカー、IT機器、電力会社
など様々な分野のものづくりを試験・分析・解
析・測定の技術を用いてサポートしている『総
合試験研究会社』です。 HPはこちら

→

株式会社コベルコ科研
#3年間のOJT期間

研究開発支援業
♥ ♣ ★

写真

地域トップクラスの在庫量とトラック台数を誇
り、兵庫県内の大工さんや工務店さんから信
頼を得ています。木材の加工設備を毎年新規
導入するなど、付加価値の向上にも日々取り
組んでいます。また、WEBショップの運営など
若手を中心に常に新しいことに挑戦していま
す。 HPはこちら

→

三祐木材株式会社 木材｜インテリア資材卸売

写真



午前の部•午後の部 参加企業 午前の部 参加企業 午後の部 参加企業

♥＝応募前職場見学の実施あり ♣＝高校生対象のインターンシップの実施実績あり ★＝高校新卒者のための教育・研修制度、メンター制度、
　　キャリアコンサルティング制度の整備の有無

「オートバックス」はカー用品の販売・取付や
車検整備、そして車の販売までを行う専門店
です。店舗スタッフは充実した研修体制のもと
で、お客様の様々なニーズに対応できるよう、
日 レ々ベルアップを行っています。

HPはこちら
→

株式会社Ｇ－７・オート・サービス 自動車関連｜小売業

写真

♥♣★

シマブンコーポレーションは、1909年の創業
以来、鉄と共に歩み、さまざまなかたちでお客
さまの「ものづくり」を支えてきました。道路を
走る自動車、身の回りの家電製品など、ありと
あらゆる製品に使われている鉄。その鉄製品
の中には、シマブンの職場、つまり私たちの手
を通して作られているものがたくさんあります。 HPはこちら

→

株式会社シマブンコーポレーション
#学内説明会への参加　#高校1年生～3年生対象

製造業
♥ ♣ ★

写真

1959年の創業以来、電気設備工事会社として
地元神戸を中心に業歴と信頼を積み重ねて
きました。国土交通省、兵庫県、神戸市から
「優良工事表彰」を受賞した技術力を武器に
若手でも大きな仕事に携わることができます。
20代が30％、30代を含めると50％を占め、若
手社員がこれから活躍できる会社です。 HPはこちら

→

東洋電気工事株式会社
#建設業ですが、働き方改革に本気で取り組んでいます
#資格取得に向けて講師を招いた勉強会を実施　#資格取得費用も会社負担

電気設備工事業
♥♣★
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当社の職場はアットホームで上司・先輩とも
話しやすい雰囲気です。福利厚生面でも初年
度から有給休暇が20日付与されるほか、宿泊
費用の補助や、家族手当、住宅手当、食事補
助など充実しております。必要な資格等につ
いても入社後に会社負担で取得していただけ
ますので、資格等をお持ちでない方も安心し
て働けます！

HPはこちら
→

日清鋼業株式会社 鉄鋼関連

写真

♥★

土木工事がメインの会社で、行政（神戸市）発
注の仕事が主になります。

HPはこちら
→

株式会社島田組
#科学技術高校に出向いての出前授業の実績あり

総合建設業
 ♣

写真

日常生活ではあまり触れる機会の少ない弊社
の製品は、実は様々な場所で活躍しています。
現在、弊社では次世代エネルギーである水素
を制御する機器の開発に携わり、水素社会の
インフラ実現に向けた取り組みを行っていま
す。また、7年前より新卒採用にも力を入れ、特
に若手の働く環境を社内で見直す活動を進
めています。

HPはこちら
→

株式会社千代田精機
#地域未来企業牽引企業

製造メーカー
♥♣★

写真

地震の多い日本に必須の技術「地盤改良」
「液状化対策」のスペシャリスト！関西では、関
西国際空港、神戸空港、ポートアイランド、六
甲アイランドといった工事を担当するなど多
数の実績あり。

HPはこちら
→

日本海工株式会社
#国家試験などの資格取得を支援

建設業
♥♣

写真

有名な建築物の壁を作っている会社です。
（例:国立競技場、あべのハルカス、新幹線駅
舎等）
主力商品押出成形セメント板は国内シェア
No.1!

HPはこちら
→

株式会社ノザワ 建材｜エクステリア

写真

♥★

弊社は50年以上の歴史があり、創業以来黒字
経営の安定企業です。IT・医療・公共福祉と異
なる3事業を手掛け、ITでは開発・運用・保守~
構築と多岐に渡り、医療では病院内での医療
事務、公共福祉では自治体での事務に各々特
化し、様々な方の活躍の場が整っております。

HPはこちら
→

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター ＩＴソリューション事業
医療関連事業｜公共福祉事務事業

写真

♥♣★

配属後は1からしっかり教育を行います。
また、社員同士のコミュニケーションも盛ん
で、明るい雰囲気の職場です!

HPはこちら
→

バンドー化学株式会社 ゴム製品製造業
♥★



兵庫スバル自動車株式会社は、株式会社
SUBARUの直営ディーラーです。兵庫県内で
新車16店舗、中古車4店舗を展開し、兵庫県
唯一のSUBARUディーラーとして地域の皆さ
んの『安心』で『愉しい』カーライフを支えてい
ます。スタッフの教育制度が充実しており、国
家資格取得もサポートしています。 HPはこちら

→

兵庫スバル自動車株式会社 自動車ディーラー

写真

♥♣★

アプリ開発から組込み・制御設計まで幅広く
取り扱っています。働きやすい職場づくりに取
り組んでおり、ひょうごWLB企業表彰、こうべ男
女いきいき事業所など表彰実績もあります!

HPはこちら
→

株式会社ベネスト ソフトウエア

写真

♥♣★

●昭和41年に創業し、地元神戸の街と共に歩
んできた会社です。
●インフラの整備、公営住宅・学校の建設な
どを中心に、土木・建築工事を通じて社会に
貢献することを目指している会社です。
●コミュニケーションを大切にし、職場の雰囲
気が良く、新入社員が作ったゆるキャラが採
用されるなどアットホームな会社です。

HPはこちら
→

丸正建設株式会社 総合建設業（土木工事業｜建築工事業）

写真

♥♣★

マルヤナギは佃煮・煮豆・惣菜の食品メー
カーです。創業70年、業界初の袋入り昆布佃
煮、レトルト煮豆、蒸し豆などヒット商品を発
売、新しく創造的な商品を作り出しています。
「人は食べたもので出来ている。」私たちは、
素材・おいしさ・健康をテーマに、伝統食材を
活かした新しい食の提案に取り組む食育型カ
ンパニーです。

HPはこちら
→

株式会社マルヤナギ小倉屋 食品メーカー
♥★

鋳造は、古代から受け継がれてきた“モノづく
りの原点”ともいうべき素晴らしい技術です。
創業以来83年間、私たち福辰合金株式会社
は人類の英知を脈々と伝える鋳造技術で、銅
合金、アルミ合金鋳造品を製造し、この神戸の
地でわが国の発展の一翼を担って参りまし
た。（転勤なし、土日休みです） HPはこちら

→

福辰合金株式会社
#業務に資する資格取得制度あり

非鉄金属鋳造メーカー
♥♣★

写真

経営理念『夢を創る』
協調の精神と礼節を重んじる神戸市の地域
密着型ゼネコンで今年創業70周年を迎えまし
た。施工実績も豊富で多くの技術者が在籍し
ています。設計施工を中心に鉄筋コンクリート
造・鉄骨造のホテル・集合住宅・学校等の建
設大規模修繕工事・リフォーム工事等幅広く
施工しております。

HPはこちら
→

株式会社益田工務店
#新卒10年間の研修計画を策定　#様々な研修あり
#資格取得サポートあり

総合建設業
♥♣

写真

神戸の夜景を輝かせるのは私たちの仕事です。

HPはこちら
→

三菱電機コントロールパネル株式会社 電気機器製造

写真

♥♣★

神戸市と加古川市にある製鉄所・工場内で、
巨大で特殊な産業車両やクレーン等を用い
て『構内一貫物流サービス』を提供していま
す。また、特殊車両の製造や建設業なども行っ
ており、1888年の創業以来130年以上、兵庫
県下を中心に堅実な事業を展開しています。

HPはこちら
→

三輪運輸工業株式会社 運輸業

写真

♥★

写真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真写真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真写写写写写写写写写写写写写写写写真真真真真真真真

ベテラン社員と若手社員がワンチームで活躍
し年々業績を伸ばしています。神戸市優良工
事表彰を5年連続で受賞し、高度な技術で誠
実かつ的確な仕事をし社会に貢献することを
大切にしています。

HPはこちら
→

港建設株式会社 建設業

写真

♥♣★

弊社グループでは様々な用途で使用されるゴ
ム製品・パイプ継手を製造しています。作られ
た製品は社会インフラや機械の重要部に使
用されています。

HPはこちら
→

六菱ゴム株式会社
#資格取得制度あり

工業用ゴム製品製造メーカー
パイプ継手製造メーカー

♥★

写真



弊社は社会のインフラであるプラント、工場内
にある生産設備の電気設計、制御をしており
社会に必要不可欠な仕事をしております。

HPはこちら
→

株式会社室住設計 設計｜制御業

写真

♥♣

私たちは、海洋土木、陸上土木、建築工事を主
に行う総合建設業で、中でも海洋土木を強み
としています。最大吊り上げ能力4,100tを誇る
起重機船「海翔」を筆頭に色々な大型作業船
を保有しており、湾岸や海岸線の整備、海上
の橋梁・道路建設などに貢献しています。

HPはこちら
→

寄神建設株式会社 総合建設業

写真

♥♣

当社は建築、設備管理・保全、重量物運搬、製
造設備の設計・製造・据付のほか、工場運営
に不可欠な計測器・工具管理、環境測定など
工場に関する幅広い事業を展開しておりま
す。工場運営・管理に関するノウハウと技術を
活かしてお客様の多様なニーズに幅広く対応
し、「工場まるごとサポート」が出来る会社を目
指しています。

HPはこちら
→

菱神テクニカ株式会社
#新卒入社3年目までを研修生として、コミュニケーション研修や
その他OJT、OFF-JT教育を実施

電気機械器具製造業
♥♣★

写真
当社は神戸に本社を構える創業50年目のそ
うざいメーカーです。当社に入社頂いた皆さ
んの先輩達は神戸ファクトリーにてそうざい
の製造に携わったり、神戸地区などの店舗に
てそうざいの販売の仕事を行っています。地
元神戸から全国のお客様にこだわりのそうざ
いを一緒に届けませんか？ HPはこちら

→

株式会社ロック・フィールド 食品メーカー｜小売

写真

♥★

神戸を中心に建築・設備（空調・給排水・電
気）工事の施工管理を行っています。実は遊
園地に設置されている、ある遊戯施設を設計・
開発した会社です。グループ会社では水陸両
用の飛行機（飛行艇）を作っています。

HPはこちら
→

株式会社明和工務店
#資格取得支援　#資格取得費用の補助（max120万円）
#資格取得後の手当支給

総合建設業｜総合設備業
♥♣★

写真

 -Yes I Can,Let's Try-
兵庫県下を中心にネットワーク構築という重
要なフィールドから人の暮らし、企業のビジネ
スを豊かにする、社会に欠かせないものを創
造する。それが当社の使命です。

HPはこちら
→

株式会社ラピスネット
#オフサイトミーティング

電気通信
♥♣★

六甲山を日本・世界で有名な観光地する！を
目標に、お客様に良い1日「素敵な思い出」を
提供することを目指しています。

HPはこちら
→

六甲山観光株式会社 鉄道｜レジャー
♥♣

神戸市は政令市として都心の機能を備えなが
らも、海と山、美しい田園風景など豊かな地域
特性に恵まれた街です。神戸には皆さんの活
躍のフィールドが広がっています。ともに神戸
のまち、未来を創っていきましょう。

HPはこちら
→

神戸市役所 公務員

写真

20代・30代を中心にベテランの職人さんと一
緒に、より良いものを作り、人々の豊かな暮ら
しを支えるための仕事しています。

HPはこちら
→

和田金型工業株式会社 製造業

写真

♣

午前の部•午後の部 参加企業 午前の部 参加企業 午後の部 参加企業

♥＝応募前職場見学の実施あり ♣＝高校生対象のインターンシップの実施実績あり ★＝高校新卒者のための教育・研修制度、メンター制度、
　　キャリアコンサルティング制度の整備の有無



memo



高校生のためのキャリアガイダンス
就職活動において、自分の考え方や適性に合った仕事や企業を探すとき、業界・企業研究
は欠かすことができません。業界・企業研究の方法は様々ですが、今回は12月に開催する
キャリアガイダンスを活用する方法を紹介します。
業界・企業研究は就職活動の第一歩です。
自分が働きたいと思う会社を見つけるためにしっかりと準備しましょう。

業界・企業研究シートを作成しよう！

業界・企業研究シートの作成のしかた

資料を見て気になった・興味が出た会社は？1
なぜ気になったか？興味を持った理由やきっかけは？2
どのような業界か？同じ業界で他にどのような会社があるのか？3
実際にどのような仕事をしているのか？4
実際に働いている知り合いや先輩はいるのか？5

事前に業界・企業研究シートを作成しながら、研究を進めていき作成中に疑問に思ったことや
分からないことを12月のキャリアガイダンスで企業の方へ実際に質問していきましょう！

【業界・企業研究シート】

１．資料を見て気になった・興味が出た会社は？

２．なぜ気になったか？興味を持った理由やきっかけは？

？３．どのような業界か？同じ業界で他にどのような会社があるの

４．実際にどのような仕事をしているのか？

５．実際に働いている知り合いや先輩はいるのか？

６．疑問に思ったこと、分からないことは？

か




