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平成１３～２０年度 ひょうご経営革新賞受賞企業の概要

平成１３年度

平成 13 年度 ひょうご経営革新賞大賞 株式会社神島組

所在地 西宮市甲風園 3 丁目 9 番 5 号

代表者 神島 昭男

資本金 2,000 万円

従業員数 19 人

業務内容 総合建設業及び宅建業

高く評価された主な点

・戦略的視点に立った特許技術による新分野展開の取り組み 
・低価格入札に対応できる重建設機械設備の充実

・財務面、業績面での高い成果水準を確保

ホームページ http://www2.ocn.ne.jp/~kamisima/

平成 13 年度 ひょうご経営革新賞 株式会社六甲歯研

所在地 神戸市灘区永手町 1 丁目 1 番 187 号

代表者 足立 勝

資本金 2,000 万円

従業員数 50 人

業務内容 歯科技工及び口腔介護サービス（訪問歯科診療支援）

高く評価された主な点

・職人の技を企業化することにより顧客に満足される仕組みを構築

・技術力の高い歯科技工士の養成と高度設備の充実

・社員の参画意識の向上と経営計画書による戦略的な経営

ホームページ http://e-108.com

平成１４年度

平成 14 年度 ひょうご経営革新賞大賞 クリーンテックス・ジャパン株式会社

所在地 神戸市西区高塚第 2 丁目 1 番 11 号

代表者 福原 章

資本金 2,750 万円

従業員数 140 人

業務内容 業務用レンタルマットの製造販売

高く評価された主な点

・経営改善活動における経営者の卓越したリーダーシップ

・顧客支援サービスの充実等の徹底した顧客志向の取り組み 
・組織的能力向上のための従業員能力開発

ホームページ http://www..kleen-tex-japan.co.jp

※所在地、代表者、資本金、従業員数は受賞当時のもの
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平成１５年度

平成 15 年度 ひょうご経営革新賞大賞 日本ジャバラ工業株式会社

所在地 神戸市兵庫区水木通 9 丁目 1 番 16 号

代表者 田中 信吾

資本金 4,000 万円

従業員数 107 人

業務内容 工作機械、産業機器、各種プラント機器用ジャバラ等の製造・販売

高く評価された主な点

・お客様のニーズを捉え、お客様の視点での行動を目指すプロセルの構築

・社長の熱き思いを社員に伝える仕組み

ホームページ http://www.jyabara.co.jp

平成 15 年度 ひょうご経営革新賞 サワダ精密株式会社

所在地 姫路市広畑区吾妻町 39 番地

代表者 澤田 脩一

資本金 4,250 万円

従業員数 35 人

業務内容 機械加工部品、試作部品、加工組立治具、専用機の製作

高く評価された主な点

・高品質、短納期等の要求に応える独自の生産・営業一体のプロセス

・「全員創業者」を目指した若手社員の自立意識

E-mail info@swdpre.co.jp

平成 15 年度 ひょうご経営革新賞 株式会社ユメックス

所在地 姫路市夢前町糸田 400 
代表者 千木 慶隆

資本金 19,450 万円

従業員数 110 人

業務内容 照明用電灯、産業用電灯の製造販売

高く評価された主な点

・特定市場に資源を集中し、顧客満足を実現するトップのリーダーシップ

・事業拡大を支える社員のモチベーションと技術力を高める仕組み

ホームページ http://www.shipnet.ne.jp/yumex/

※所在地、代表者、資本金、従業員数は受賞当時のもの
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平成１６年度

平成 16 年度 ひょうご経営革新賞大賞 ムネ製薬株式会社

所在地 淡路市尾崎 859 
代表者 西 啓次郎

資本金 1,080 万円

従業員数 43 人

業務内容 医療用浣腸薬、一般用浣腸薬の製造と販売と注入式疾病薬の販売

高く評価された主な点

・経営トップによる組織方向の明示と共有化促進のための率先垂範

・地域企業としての自覚と地域社会への貢献

・組織運営システムの体系化と迅速化に向けた経営戦略から個別作業までの改革

ホームページ http://www.mune-seiyaku.co.jp/

平成 16 年度 ひょうご経営革新賞 株式会社フジグラフィックス

所在地 尼崎市尾浜町 1 丁目 8 番 30 号

代表者 野崎 美治

資本金 2,000 万円

従業員数 29 人

業務内容 印刷及び印刷付帯業務

高く評価された主な点

・経営方針の明確化及び経営者のリーダーシップによる変革のための全員参加の経営

・ISO のインフラ活用を軸とした価値創造プロセスと基幹プロセスの改善

・社員の満足度・不満足度の把握の仕組みづくり

平成１７年度

平成 17 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 ユアサ株式会社

所在地 西宮市田中町 4 番 17 号

代表者 湯浅 悦治

資本金 3,480 万円

従業員数 29 人

業務内容 家庭用紙製品全般の小売・事務所への卸売

高く評価された主な点

・流通の立場を活かし、メーカと顧客のニーズを同時に満足させるリサイクルシステムの実現

ホームページ http://www.e-yuasa.co.jp

※所在地、代表者、資本金、従業員数は受賞当時のもの
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平成 17 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 ラッキーベル株式会社

所在地 神戸市長田町神楽町 4 丁目 3 番 1 号

代表者 有吉 英二

資本金 9,000 万円

従業員数 30 人

業務内容 学校向けスクールシューズ、中高齢者向けコンフォートシューズの企画開発、

製造・販売

高く評価された主な点

・販売代理店との一体化による販売力促進強化及び生産の委託や物流のアウトソーシングによ

るコストダウンの実現

ホームページ http://www.luckybell.co.jp

平成１８年度

平成 18 年度 ひょうご経営革新賞 兵神装備株式会社

所在地 神戸市兵庫区御崎本町 1 丁目 1 番 54 号

代表者 小野 純夫

資本金 9,950 万円

従業員数 291 人

業務内容 産業用無脈動定量ポンプの設計・製造・販売・サービス

高く評価された主な点

・独自技術開発を行い、ニーズにオーダーメイドで対応することによる顧客満足の実現

ホームページ http://www.heishin.jp/

平成 18 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 株式会社六甲商会

所在地 神戸市中央区磯上通 6 丁目 1 番 17 号 ウエンフレービル 4 階

代表者 和田 要

資本金 2,500 万円

従業員数 125 人

業務内容 OA/IT 機器販売及び保守点検メンテナンスサービス・IT ソリューション提供・情報

処理加工サービス

高く評価された主な点

・社内ネットワークシステム(六甲 D＆C ネット)の構築による情報の共有化と業務の効率化の

実現

ホームページ http://www.rokko-gr.com/index.html

※所在地、代表者、資本金、従業員数は受賞当時のもの
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平成１９年度

平成 19 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 株式会社伍魚福

所在地 神戸市長田区野田町 8 丁目 5 番 14 号

代表者 山中 勧

資本金 1,000 万円

従業員数 60 人

業務内容 各種チルド珍味・ドライ珍味等の高級珍味販売

高く評価された主な点

・多品種少量生産を可能とする協力工場を巻き込んだ商品開発・生産プロセス

ホームページ http://www.gogyofuku.co.jp/ 

平成 19 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 株式会社アーキディレクションズ

所在地 神戸市中央区江戸町 95 号 井門神戸ビル 10 階

代表者 岩根 康朗

資本金 1,000 万円

従業員数 18 人

業務内容 建築設計・監理、設計コンサル(サービスプロバイダー)
高く評価された主な点

・全員参画による納得性の高い戦略策定プロセス、顧客に軸足をおいた多彩な接点活動

ホームページ http://www.arch-directions.com/  

平成２０年度

平成 20 年度 ひょうご経営革新賞 株式会社アーキディレクションズ

所在地 神戸市中央区江戸町 95 号 井門神戸ビル 10 階

代表者 岩根 康朗

資本金 1,000 万円

従業員数 17 人

業務内容 建築設計・監理、設計コンサル(サービスプロバイダー)
高く評価された主な点

・サービスプロバイダーへの業態転換による業績改善の実現

ホームページ http://www.arch-directions.com/  

平成 20 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 株式会社伍魚福

所在地 神戸市長田区野田町 8 丁目 5 番 14 号

代表者 山中 勧

資本金 1,000 万円

従業員数 60 人

業務内容 各種チルド珍味・ドライ珍味等の高級珍味販売

高く評価された主な点

・「自創経営」の考え方に立脚した目標管理とモチベーション向上策の推進

ホームページ http://www.gogyofuku.co.jp/ 

※所在地、代表者、資本金、従業員数は受賞当時のもの
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平成２１年度

平成 21 年度 ひょうご経営革新賞奨励賞 株式会社三上工作所

所在地 神戸市中央区旭通 3 丁目 2－10 
代表者 島 健

資本金 2,025 万円

従業員数 23 人

業務内容 家具・什器類製造販売、室内装飾、大工工事等

高く評価された主な点

・顧客要望を徹底して実現する高い技術力と営業の組織的能力

ホームページ http://www.mikami-kagu.co.jp/ 

（参考）

平成 21 年度 ひょうご経営革新賞 株式会社伍魚福

所在地 神戸市長田区野田町 8 丁目 5 番 14 号

代表者 山中 勧

資本金 1,000 万円

従業員数 62 人

業務内容 各種チルド珍味・ドライ珍味等の高級珍味販売

高く評価された主な点

・社員一人ひとりが部門経営者としての自覚を持てる仕組みの構築による組織力の向上

ホームページ http://www.gogyofuku.co.jp/ 

大 賞 賞の受賞企業のうち卓越した成果を上げ他組織のモデルとなる企業

賞 卓越した経営の仕組みを有し実践している企業

奨励賞 経営品質向上活動に積極的に取り組み、継続的に経営革新を起こしている将来性の豊か
な企業


