
 
 

ものづくり 木工・繊維・紙・印刷・ほか 

株式会社 オーエスエム 

〒671-2513 宍粟市山崎町梯 278-3 号 

【URL】http://jp.os-worldwide.com/osm/ 

Tel 0790-62-8023 Fax 0790-62-9195 

お客様のキモチをカタチにします。私たちオーエスエムは、

映像ソリューションのメーカーとして、培ったコア技術と、

最先端技術を融合することで、新たな付加価値を生み出すこ

とのできる技術集団です。オーエスエムは、お客様により知

的価値のある商品をご提案いたします。 

株式会社 次世代商品開発研究所 

〒671-2513 宍粟市山崎町梯 278-3 号 

【URL】http://jp.os-worldwide.com/njmc/ 

Tel 06-6657-0980 Fax 06-6657-0990 

「次世代開発研究所」は、みなさまのパートナーとして単な

る商品開発（有形資産開発）だけではなく、商品企画の段階

から新たな知的価値を探し出すことで、生産プロセスから市

場環境までも含めた開発（無形資産開発）を目指したいと考

えます。「次世代開発研究所」は、お客様により知的価値のあ

る商品をご提案いたします。 

ミズノテクニクス株式会社 波賀工場 

〒671-4241 宍粟市波賀町安賀字土井 171 

Tel 0790-75-2260 Fax 0790-75-2375 

野球グラブやミットの製造、海外生産品の管理、グラブ用皮

革を使用したアクセサリー品の管理、グラブやミットの修理

業務などを行っています。加えて、メジャーリーグや日本プ

ロ野球で活躍する選手たちのオリジナルグラブやミットの

製造も行っています。 

老松酒造 有限会社 

〒671-2577 宍粟市山崎町山崎 12 

【URL】http://s-oimatsu.com/ 

Tel 0790-62-2345 Fax 0790-62-8341 

創業 247 年、老松酒造有限会社は宍粟市の地にて日本酒を造

り続けております。まだ自然の残る宍粟市は、水がおいしく、

それから造る食品（日本酒・野菜など）のおいしさを伝えた

いと思います。また、江戸時代より残る景観形成の建物で、

蔵見学等色々な老松を知っていただけたらと思います。 

株式会社 川本石材商会 

〒671-4133 宍粟市一宮町須行名 498 

【URL】http://www.kawamoto-sekizai.com/ 

Tel 0790-72-0377 Fax 0790-72-0978 

古（いにしえ）から、未来へ 宍粟から西播磨、そして全国

へ。石製品（お墓・灯篭・キャラクターストーングッズ）、終

活関連商品、エンディングノートの書き方セミナーのご案内

などを通して、創業 150 周年の弊社の英知と技術を皆様に知

っていただきたいと思います。 

株式会社 しそうの森の木 

〒671-2518 宍粟市山崎町横須 313-1 

【URL】http://www.morinoki.or.jp/ 

Tel 0790-63-1819 Fax 0790-63-1280 

地場の森林資源を活用し、人と環境に優しい家づくりをサポ

ートする木材加工会社です。こだわり住宅専門のプレカット

加工、しそう杉化粧構造材、しそう材建材・フリー板各種、

ペレットストーブ設置などの商品・サービスを通じて、地元

の山とお客様の関係をより親密にしていきたいと考えてい

ます。 

株式会社 柴原製材所 

〒671-4132 宍粟市一宮町東市場 601 

Tel 0790-72-1118 Fax 0790-72-1120 

物流システムもめざましい進歩･発達をとげており、当社の

木製パレットも、フォークリフトに付属する「荷物置き台」

から始まり、現在はコンピュータ制御による全自動ラック倉

庫など、さまざまな場所で活躍しております。ユーザーニー

ズに最適なものを、より安く、タイミング良くお届けし、物

流の未来に貢献します。 

株式会社 日本プラ加 

〒671-2528 宍粟市山崎町野々上 46-2 

Tel 0790-62-7841 Fax 0790-62-7166 

確かな技術と信頼の実績・最新設備で、多数の企業様よりご

用命を賜っております。メッキ槽・化学処理槽・洗浄槽製作 

/ 生産設備メンテナンスサービス/ 半導体・液晶製造装置付

帯設備設計製作 / 半導体・液晶製造工場内付帯設備設計製

作 / プラスチック精密切削加工等に関することは、「日本プ

ラ加」にご用命ください。 

株式会社 フジイ 

〒671-2518 宍粟市山崎町横須 132 

【URL】http://www.f-gallery88.jp/ 

Tel 0790-62-0204 Fax 0790-62-6703 

昭和 21 年に藤井木工所として創業した株式会社フジイは、

収納家具を製造するメーカーです。お客様に喜んでいただけ

る家具作りを第一目標としています。価格・機能・デザイン

においてお客様の多様なニーズに応えられるよう工場の生

産システムを常に改革し、前進させトータルな品質保証がで

きる会社を目指しています。 

協同組合兵庫木材センター 

〒671-4131 宍粟市一宮町安積字丸山 217-20 

Tel 0790-72-8811 Fax 0790-72-8812 

兵庫の森から全国へ。協同組合 兵庫木材センターは、兵庫県

宍粟市から、高品質な国産木材を全国にお届けします。宍粟

を愛する同業 23 社が手を取り合い、圧倒的なスケールメリ

ットで、外材に対抗できる価格・供給力を実現させました。 

合資会社 小林繊維 

〒671-2522 宍粟市山崎町杉ヶ瀬 229-5 

【URL】http://www.kobayashiseni.com/ 

Tel 0790-63-0336 Fax 0790-63-0343 



最新式のシマ精機の CAD、CAM システム導入により、一貫生

産で納期を短くすることが可能になりました。今流行のフラ

ットシーマ 10 台によりスポーツインナーなど大量に受注す

ることが出来ます。スポーツインナーのことなら当社にお任

せ下さい 

D-JK 株式会社 

〒671-2576 宍粟市山崎町鹿沢７２番地８ 

【URL】http://www.d-jk.com 

Tel 0790-62-0433 Fax 0790-62-1707 

弊社は銃砲火薬類の販売として明治 27 年に創業し、昭和 31 

年より煙火打上げを開始し、現在では煙火打ち上げに関する

部品を射出成型により製造しております。その中で培われた

ノウハウを基に生分解性プラスチックを原料とする射出成

型品の設計を業務に加えました。 

東亜林業 株式会社 

〒671-2653 宍粟市山崎町中比地 144-2 

【URL】http://www.toa-ringyo.co.jp/ 

Tel 0790-62-0800 Fax 0790-62-8189 

森を育て、木を伐り、材を磨き、ものをつくる。デザイン性

と機能性を、ひとつのものとしてかたちづくること。東亜林

業は、価値ある素材と製品を生み出すことで、未来に向かっ

て日本の森を守り、育てていきます。 

兵庫炭化工業 株式会社 

〒671-4131 宍粟市一宮町安積 1406-15 

【URL】http://www.hyogo-tanka.jp/ 

Tel 0790-72-1180 Fax 0790-72-2358 

地場産業である林業・製材業者から廃出される「オガくず」

100％の ECO で高品質な燃料を製造しています。オガくずか

ら作られた通称「オガ炭」…焼肉・焼鳥などの飲食店用はも

ちろん、ご家庭でのバーベキューに最適。火力が強くて長持

ち、また、灰も少なく弾けないので安全。 

山崎紙器 株式会社 

〒671-2556 宍粟市山崎町下比地 354 

【URL】http://www.yamasaki-shiki.jp 

Tel 0790-63-0015 Fax 0790-62-5790 

段ボールは、強度もあり軽い包装素材です。フルートの高さ

や重ね合わせ、ライナーと中芯の組み合わせで、強度変える

ことができ、多種多様な形状の段ボールを作ることができま

す。外装、内装、機能性など幅広い用途に対応でき、お客様

のニーズに最適な包装素材をご提案いたします。 

 

 

ものづくり 金属・機械 

一宮精工 株式会社 

〒671-4105 宍粟市一宮町上岸田 569-1 

【URL】http://www.ichinomiya-seiko.co.jp 

Tel 0790-74-0138 Fax 0790-74-1613 

私達が作るダービンブレードは、燃焼温度 世界最高 1600℃、

熱効率 世界最高水準 60％で運転するガスタービンと蒸気タ

ービンの一体設備に、最も多く採用されています。とりわけ

高い品質要求に耐え得る為に、卓越した技術と最先端機能を

備えた加工技術やソフト環境を整えて、複雑化・多様化する

ニーズにお応えできるよう日々挑戦をしています。 

株式会社 大井発條製作所 

〒671-2516 宍粟市山崎町三津 468-1 

【URL】http://www.ooispring.co.jp 

Tel 0790-62-8117 Fax 0790-62-8178 

私たちは心を込めて確かなモノづくりを行っています。99％

ではなく、100％の「品質」へのこだわりを持って、一人一人

が高い意識と知識で品質を作り上げています。ばね・板金の

あらゆるご相談にお答えすると共に、お客様の「欲しい」を

叶える、そんな会社です。 

株式会社 プラントリイ 

〒671-3202 宍粟市千種町黒土 80 

【URL】http://www.plantory.co.jp 

Tel 0790-76-2250 Fax 0790-76-3572 

大型の配電盤等、筐体の板金製作を行っています。他社が対

応できないような大型の製品を得意としており、当社の製品

は東京スカイツリーや高速道路、大都市の水道局などでも使

われております。私たちは日本の社会インフラを支える一翼

を担っているという誇りを持って仕事をしております。 

日本フレックス工業 株式会社 

〒671-2551 宍粟市山崎町春安 201 

【URL】http://www.nichifule.co.jp 

Tel 0790-62-6125 Fax 0790-62-6485 

私たちはコントロールケーブルの専門メーカーとして世界

に通用する優れた製品を開発・供給しています。「そのマーケ

ットの第一人者となる」のビジョンのもと、自動車・農機具

用をはじめ事務機器や福祉機器分野に向けて製品を供給す

ることでコントロールケーブルが持つ無限の可能性を広げ

て行きます。 

フクシン金属工業 株式会社 

〒671-2514 宍粟市山崎町田井４３５ 

【URL】http://www.kawamoto-sekizai.com/ 

Tel 0790-62-1805 Fax 0790-62-8365 

助け合い、励ましあい、共に成長する。それが私たち「フク

シン金属工業」の企業文化です。一人ひとりの堅い連携、そ

れから“社会貢献する製品”、“お客様のビジネス貢献”な

ど、企業としての総合力が生まれます。そして新しい価値の

創造へ。私たちは人間性と専門性を備えた「チーム FUKUSIN」

として挑戦し続けてまいります。 

 

 

ものづくり 電機・電子・科学 

株式会社 一宮電機 

〒671-4137 宍粟市一宮町閏賀 358 

【URL】http://www.ime-group.jp 

Tel 0790-72-1200 Fax 0790-72-2185 



私達は、創業以来半世紀余り、モータに関する仕事を続け、

今日に至っております。近年その中でも特に自動車用モータ

の占める比率が売上全体の 60％を超えるまでになりました。

今後ますますこの分野で必要とされるブラシレスモータ、セ

ンサー等の開発に注力し、世の中から必要とされる会社であ

り続けたいと願っております。 

株式会社 栗山化成工業所 

〒671-2564 宍粟市山崎町青木 707  

Tel 0790-620-0871 Fax 0790-62-7864 

当社は、幅広い産業分野にわたって豊かな実績を挙げている

発泡スチロールの成形加工メーカーです。受注から アフタ

ーサービスまでのトータルシステムを実施しており、お客様

に安心して頂ける様心がけています。発泡スチロールの箱や

ディスプレイ等の造形物、ウレタンコーティング加工、断熱

材などの建築資材、土木資材まで取扱っております。 

大日電機 株式会社 

〒671-4131 宍粟市一宮町安積 394 

Tel 0790-72-8555 Fax 0790-72-8556 

当社が製造している製品についてご紹介させていただきま

す。当社が長年にわたり主たる製品として製造しているのは

巻線です。ベテランから新人へ巻線の技術を引き継ぎ、各種

巻線作業を行っています。地域の方々に長く勤めていただき、

地元の人間同士安心して働ける職場環境となっています。 

 

 

小売・卸売・運輸・物流関連 

宍粟メイプル 株式会社 

〒671-4241 宍粟市波賀町安賀 80-1 

【URL】http://www.haga-net.co.jp 

Tel 0790-75-3999 Fax 0790-75-3998 

宍粟メイプル株式会社は、宍粟市の特産品等の研究・開発、

流通・販売体制の強化並びに市場の調査・開拓を図り、生産・

販売の事業活動とともに観光開発事業等を行うなど、地場産

業興しの中核的役割を果たすことを目的とした会社です。 

有限会社 ハヤシキカイ 

〒671-4131 宍粟市一宮町安積 1312-6 

Tel 0790-72-0231 Fax 0790-72-0232 

当社は昭和 32 年の創業以来、林業機械（チェンソー・刈払

機等）を中心に販売・修理を行ってきました。最近は、高性

能林業機械（プロセッサー・グラップル・フォワーダー）の

販売に力を注いでいます。地元の林業・木材業に携わる方々

に微力ですが、貢献できることを目指して頑張っています。 

有限会社 バンブーショッツ 

〒671-4132 宍粟市一宮町東市場 767 

Tel 0790-72-1678 Fax 0790-72-1557 

こんにゃくや、タケノコ、ゼンマイなどの山菜の加工・販売

をしております。40 年以上変わらぬ製法に頑固にこだわっ

ています。すべて国産素材にこだわり、添加物は不使用。安

心安全な商品をお届けするよう努めております。 

 

 

食品・飲食・農林水産 

株式会社 グリーン興産 

〒671-4141 宍粟市一宮町東河内 1003 

【URL】http://www.greenkousan.co.jp 

Tel 0790-72-1553 Fax 0790-72-2327 

平成 2 年 6 月創業の当社は、公共及び民間の森林（山林）整

備や森林（山林）経営の管理（育林、保育等）の事業を主に

展開してきました。現在では山の仕事のノウハウを生かし、

森林（山林）はもとより里山整備事業、造園、公共民間土木、

ログハウスを含めるアウトドア関連事業と幅広い事業を行

っております。 

株式会社 長田 GH 

〒671-2544 宍粟市山崎町千本屋 213 

Tel 0790-62-1177 Fax 0790-62-1219 

長田産業グループの企業内容及び最終商品の紹介をいたし

ます。「長田産業グループ」の製品が、時代にふさわしい新し

い食品を生み出す原材料や添加物として活用されるよう、独

自に、あるいはメーカー様のご協力を得て、幅広く加工食品

の研究を重ねています。 

田中農園 

〒671-2532 宍粟市山崎町高所 412 

【URL】http://seica.info/search/?00039244 

Tel 0790-62-2258 

師匠の教えは「生産者としての責任を持ち、安心・安全にこ

ころがけ、野菜としてさいこうにおいしいものを消費者に提

供する」こと。多くの人の口に入るものだという緊張を持ち

ながら、謙虚に前向きに、野菜作りに励んでいます。 

東海漬物 株式会社 

〒671-2527 宍粟市山崎町岸田字中川 202-1 

【URL】http://www.kyuchan.co.jp/ 

Tel 0790-64-0711 Fax 0790-63-3651 

「漬物を極める、日本の代表企業なりたい」が私たち東海漬

物の企業ビジョンです。お客様に喜ばれ求められる「安全・

安心で高品質なおいしい漬物」を作り続ける事によって、お

客様のご満足と信頼を得る事を目標とし、商品の品質・企業

の品質を高め人財の活用を行い、企業の社会的責任を果して

まいります。 

中谷物産 株式会社（播州堂本舗） 

〒671-4216 宍粟市波賀町皆木 53 

【URL】http://www.bansyudo.com 

Tel 0790-75-2214 Fax 0790-75-3609 

常に安定した高品質の商品を作り出すために、毎日数多くの

工程で品質管理を行っております。熊笹の成分をたっぷり盛

りこんだ手打ち風笹うどんをはじめとする麺類 ・お茶等を

調製し皆様のご健康にご奉仕させていただく所存です。ぜひ

ご家庭でもお楽しみ頂ければ幸いに思います。 

 



ハチ食品 株式会社 

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-18-31 

【URL】http://www.hachi-shokuhin.co.jp/ 

Tel 06-6471-3557 Fax 06-6475-7262 

1845 年、薬種問屋として創業したハチ食品は、その調合技術

を生かし、1905 年（明治 38 年）、日本で初めてカレー粉を製

造しました。カレー粉のパイオニアとして、又常に新しい味

覚をお届けするスパイスメーカーとして、伝統と豊かな創造

力をもって、ハチ食品は消費者の皆様のニーズにそった味作

りを目指しています。 

マルキ 株式会社 

〒671-2508 宍粟市山崎町上牧谷 234 

Tel 0790-65-0306 Fax 0790-65-0434 

良質の水、播州赤穂の塩、めぐまれた気候、純朴な人々によ

って支えられ、素麺の息吹を聞きながら、「朝にこね」「晩に

ねかして」と昔より語り継がれ、丹誠こめてつくられる手延

素麺の逸品「揖保乃糸」をお届けいたします。 

 

 

サービス 

カメウチ電装 株式会社 

〒671-2573 宍粟市山崎町今宿 98-15 

【URL】http:/www.kameuchi-denso.co.jp 

Tel 0790-62-1607 Fax 0790-62-2508 

〝あなたの車、健康診断しませんか〟――― くるまのでん

き屋さんよりバッテリー点検・交換や ETC 車載器セットアッ

プ・取り付けなどを行っております。安心・快適なカーライ

フをご提案いたします。 

よい温泉観光 株式会社 

〒671-2512 宍粟市山崎町与位 66-3 

【URL】http://yoionsen.co.jp 

Tel 0790-63-2615 Fax 0790-63-2641 

入浴用温泉水の他、濃縮温泉水（化粧水）、濃縮温泉水シャン

プー・コンディショナーなど関連商品の販売をおこなってお

ります。また、「朱鳥庵」では、宍粟名物の猪鹿鳥料理、自然

豊かな宍粟の食材を使用した創作料理も行っております。 


