滋賀

宮川バネ工業 株式会社
この技術・製品が優れています

働きやすい環境で板バネ加工
のエキスパートを目指す！！
バネは私たちの生活のあらゆる場面を支えていま

金属製品

す。
その中でも我々は、
プレス加工や金型加工技術も
必要とされる
「板バネ」
のエキスパート集団です。金型
設計・製作から、
マルチフォーミング加工、順送プレス
加工、
ワイヤーフォーミング加工等、多様な工法で精
密金属バネを生産し、検品、組立等の後工程までを
社内で行っています。
それを可能にする技術者集団を育てる現場を支え
るのが、わが社の良好な労働環境です。年間休日
112日、有給消化率90%超、時間外労働も1カ月平均
3時間以下という実績で、2017年には厚生労働省の
ユースエール認定をいただきました。研修制度や資格
取得支援も充実しています。

社屋、製品例、経営指針発表会の様子

自動車・家電・建築・農業・エネルギー関連・インフ
ラ等、幅広い業界向けにバネを製造し、大手メーカー
とも長年の直接取引を通じて、信頼関係を築いてい
ます。

当社の採用PRはココ
先輩社員の声（女性）
の作業風景

先輩社員の声（男性）
の作業風景

技術職では女性は敬遠されがちですが、女性でも働けると
いう点が就職したいと思ったきっかけのひとつです。仕事のや

会社プロフィール

宮川バネ工業 株式会社
代表者 代表取締役 宮川 草平
住 所 〒527-0154
滋賀県東近江市園町31-1
T E L 0749-46-0193
F A X 0749-46-0199

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http:// www.m-b-k.co.jp/
40百万円
34人
1953年
金属製品製造業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大卒 202,190円
※院卒は年齢による
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 滋賀県東近江市
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8：15～17：00
土日休
休日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112日
現場見学�������������������� 可
不可

高校卒

中途

未経験

無
昇給�������������������������� 有
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・ 技術職（機械オペレーター）
※文系・理系は問いません
エントリー方法・・・・ 京都・滋賀しごとNaviより
https://www.kyo-navi.com/shop/index/cId/13/
お問い合わせ窓口・・・・経理課 宮川 宛
（recruit@m-b-k.co.jp）

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：8月・2月 募集人数：4名程度 体験できる職種：製造・営業・事務 体験日数：5日
程度 受入対象：大学１年～３年 概要：座学（後悔しない為の就職活動について、製造業で
働くことについて、等） 作業実習、模擬面接、従業員インタビュー 等

現場見学の可否 … 可
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◆先輩社員の声（女性）

不可

エントリー方法 … 京都・滋賀しごとNaviより

りがいは「ただの金属材料が様々な形に変化する姿を見られ
る、
その加工されていくまでの準備を自分の手で行える」事で
す。
「こうしたらもっと良くなるのではないか」等考えるのがとて
も楽しく、上手くいった時はやりがいを感じます。会社の魅力
は、残業が無く、有給休暇も取りやすいこと。
アットホームな雰
囲気で人間関係にストレスを感じず仕事ができること。性別
で仕事の内容が制限されずに何事にも挑戦できることです。

◆先輩社員の声（男性）
主に板バネの生産や、製造に必要な部品の加工をし
ています。知識がゼロからのスタートでしたが、先輩に一
つ一つ聞きながら作業をしています。製造の仕事の他に
も、専門技術の研修や、他の中小企業との交流、企業説
明会の参加など幅広い経験ができます。宮川バネの魅
力は、会社全体として働きやすい会社を目指しているこ
と、主体性のある行動を後押しされることです。例えば取
得したい資格があるとき、専門の知識を持った講師の方
に会社に来てもらって、教わることが出来ます。学びたい
という意欲を、応援してもらえる雰囲気があります。

滋賀

株式会社 ミヤジマ
この技術・製品が優れています

ものづくりは人づくりから。心の
偏差値の高い人を育てたい！
「私たちは鍛造（たんぞう）
という仕事をしています。
鋳造（ちゅうぞう）は金属を溶かして型に流し込んで

鉄鋼

形を造るのに対し、鍛造は金属を加熱して柔らかく
し、
それを叩くことで金属の強度を高めて形を造りま
す」。
鍛造にはさまざまな成形の方法がありますが、
ミヤ
ジマでは、
「据え込み」
といって、軸方向に加圧して長
さを減少させると同時に断面積を増大させる
「アプ
セット鍛造」専門のメーカーとして、建設機械や工作
機械、農業機械、各種バルブ、
自動車、鉄道車両など
さまざまな業界にシャフトの鍛造品を納めています。
「素材の無駄な削り出しをなくし、大物から小物、小
ロットから量産品まで、あらゆるシャフト部品のアプ

平均年齢36歳の活気ある会社です！

セット鍛造に対応できる技術力があります。当社の鍛
造工法により、材料費、金型費、機械加工費などを大
幅に節約することができます」。

当社の採用PRはココ
工場周辺は緑も多く気持ちの良い環境です

1200℃まで高めてから鍛造します

◆求める人材
当社は
「シャフト」
の鍛造に特化し、会社は小さいなが
らも、国内大手メーカー様向けに、数多くのシャフトの鍛

会社プロフィール

造品をご提供させていただいております。
中小企業の魅力は、何と言っても会社の一歯車では
代表者 代表取締役社長 宮嶋 誠一郎
住 所 〒522-0341
滋賀県犬上郡多賀町多賀1008
T E L 0749-48-0571
F A X 0749-48-1478

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://miyajima-jp.com/
10百万円
45人
1929年
鍛工品製造業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

高校卒

中途

未経験

無 現場見学�������������������� 可
不可
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 220,000円 昇給�������������������������� 有
無
大卒 200,000円 賞与�������������������������� 有
無
高卒 170,000円 募集職種・・・・鍛造作業者、NC旋盤オペレーター、
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 滋賀県犬上郡
技術営業（当社鍛造技術のPR）
勤務体制・・・・8：05～17：00（実働8時間） エントリー方法・・・・当社ホームページ／直接電話
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お問い合わせ窓口・・・・・・ 0749-48-0571
年間休日112日＋α（社員旅行）
総務 井ノ口 宛

受入時期：随時 募集人数：２名程度 体験できる職種：ものづくり体験 体験日数：応相談
受入対象：大学生までで、
ご興味ある方はどなたでも 概要：迫力あるものづくりを体験してもら
えます。 その他：交通費・制服支給

不可

とができることです。不可能を可能にしようと思える人、
自
分の言葉できちんと意見を言える人であれば、
未経験者
でも大丈夫！ぜひ仲間になってほしい。細かいことは
入ってから学んでもらえれば十分です。

◆先輩社員の声
前職は大手スーパーで働いていました。
アルバイトから
念願の正社員にもなれたのですが、家族と休みが合わ
なくて一緒に出かけることができず、
それで転職を考えだ
しました。
もともと、
ものづくりに興味があり、せっかくなら
未経験のことにチャレンジしてみたい！と考えていたとこ
ろ、常務と家がお向かいさんだったこともあり、縁あって
ミヤジマの社員になりま
した。周りの方にもあた

2022年卒 インターンシップ情報

現場見学の可否 … 可

なく、
自分という存在次第で、一緒に会社を成長させるこ

エントリー方法 … 当社ホームページ／直接電話

たかく迎えいれていた
だき、不安なく過ごすこ
とができました。
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滋賀

湖北精工 株式会社
この技術・製品が優れています

世界にたった一つだけの
機械をつくる
当社では、自動車・家電・食品・医療など様々な分野の生産

一般機器具

工場内で活躍する省力化、自動化機械を製作しております。構
想から設計、加工、組立、客先での据付け試運転まで全ての
工程を自社で一貫対応が可能なことから、国内外の製造業界
においては大企業並みの知名度を誇っています。
基本的に当社の手がける機械は、お客様の要望に沿う形で
設計・製造を行うオーダーメイドの機械であり、
「世界に一つし
かない機械」を世に送り出すことも珍しくありません。機械の規
模によっては構想から完成まで1年以上かかるような大規模の
ものもあります。
その中で、当社の代表的な自社ブランド製品として、食品容
器などに印刷を行う「曲面印刷機」があります。誰もが一度は
手にしたことがあるカップ麺やコンビニで売られているドリン

自社ブランド製品の曲面印刷機

ク、世界チェーンのシアトル系カフェで使われるカップには、当
社の曲面印刷機を使用して印刷されたものが数多くあります。
世間一般には馴染みのない当社ですが、当社の機械を通して
生み出される商品は世界的な知名度と人気を誇っています。

当社の採用PRはココ
曲面印刷機で印刷されたカップ麺など

◆求める人材

設計打合せ風景

オーダーメイドということは、毎回違う機械を生み出す
力が必要ということでもあり、身に付けなければならない

会社プロフィール

湖北精工 株式会社
代表者 代表取締役 小川 孝史
住 所 〒526-0802
滋賀県長浜市東上坂町351-2
T E L 0749-63-5212
F A X 0749-63-5216

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.kohokuseiko.co.jp/
99.8百万円
168人
1942年
産業機械製造業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 230,000円
大卒 220,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・ 長浜市東上坂町351-2
本社工場
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 完全週休二日制
会社カレンダーによる
休日（2018年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116日

高校卒

中途

未経験

不可
現場見学�������������������� 可
昇給�������������������������� 有
無
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 設計職
（機械設計・電気設計）
エントリー方法・・・・リクナビよりエントリー
お問い合わせ窓口・・・・・・ 0749-63-5212
総務部 佐分利(さぶり) 宛

受入時期：夏～初秋 募集人数：5名程度 体験できる職種：機械設計・電気設計 体験日
数：1週間程度 受入対象：理系の大学生など 概要：会社説明、職場見学、設計職の実務体
験、実際の機械の試運転・立会・補助、先輩社員との交流等 その他：交通費支給
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不可

足りないほどです。
そのため、採用で重視しているのは
「粘り強い忍耐力とチャレンジ精神を持っているか」、
「本当にモノづくりが好きか」
ということです。確かに知識
は必要ですが、初めからスペシャリストでなくても大丈夫
です。仕事に必要な知識やスキルは、
入社後に先輩のも
とで経験を積んでいただきます。

◆先輩社員の声
地元である滋賀県に本社を構え、歴史と伝統があり、
一流大手企業の世界最先端のモノづくりを相手にした
機械を作ることができる。私が就職活動をしていた時に
「大学時代に学んだことを活かして仕事がしたい」、
「自
分の仕事を通じて地元に貢献したい」
という会社選びの
軸に合致するまさに理想の会社として出会ったのが湖
北精工でした。入社した当時は本当にやっていけるか
不安もありましたが、早いもので入社6年目の今では年

2022年卒 インターンシップ情報

現場見学の可否 … 可

技術・知識は多く、一人前の設計者となるのに10年では

エントリー方法 …リクナビよりエントリー

間5～10台の機械を担当しています。
まだまだ一人前に
は程遠いですが、
自分の成長を実感でき、入社して良
かったと心から思っています。

滋賀

廣瀬バルブ工業 株式会社
この技術・製品が優れています

国内外の幅広い企業様に油圧バルブ製
品や水用バルブ製品を提供しております。
当社は、滋賀県彦根市という全国で唯一のバルブ

一般機械器具

産地を形成している街で、100年近くにわたりバルブ
の製造を続けております。50年前の油圧用ストップバ
ルブの開発をきっかけに、
お客様のニーズに対応した
様々な油圧用バルブをはじめ、複合バルブ、更には回
転型昇圧器などを世の中に送り出し、世界の発展に
努めてまいりました。油圧バルブは製鉄機械や船舶、
工作機械、
ダムゲートなどさまざまな産業の中で活躍
本社工場（滋賀県彦根市芹川町）

していますが、
その存在はあまり知られていません。決
して目立ちはしないものですが、社会に存在価値ある
会社でありたいと願っております。滋賀県で設計開発
がしたい・ものづくりがしたいなど明るく元気な方を
募集しております。私たちとオンリーワン企業を目指し
ませんか？ご応募お待ちしております。

電磁操作ストップバルブ（HSOシリーズ）

イメージキャラクター

当社の採用PRはココ
◆当社の自慢
当社は働き方改革に積極的に取組んでおり、
「ベスト

会社プロフィール

プラクティス企業」･「ユースエール認定企業」
を労働局よ

廣瀬バルブ工業 株式会社

り認定いただいております。
トップの“従業員が働きやす

U R L https://www.hirose-valves.co.jp
資 本 金 100百万円
従業員数 グループ 145人
業 1923年
東京営業所・大阪営業所・中部営業所 創
業
種 製造業
T E L 0749-23-2020
（油圧機器・水圧機器の製造・販売）
F A X 0749-23-2027
代表者 代表取締役 小野 慎一
住 所 〒522-0033
滋賀県彦根市芹川町436

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項
採用予定���������������������

働の削減や有給休暇の取得しやすい環境へとつながっ
ています。

◆先輩社員の声
大学卒

有

高専卒

無

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 220,000円

高校卒

中途

未経験

社員一人ひとりを尊重し、個性を活かし、働きやすい

募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 技術開発職
（バルブ機器製品の開発）

大卒 200,000円 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電話
勤務地・・・・・・・・ 滋賀県彦根市

い職場を”という想いのもと、従業員が生産性向上に努
め、
コミュニケーションの活性化を図ることで、長時間労

本社工場

メール jun.matsuo@hirose-valves.co.jp

職場環境に留意し特色を活かしながら地域社会のお役
に立ちたいと考えております。
共に成長していける仲間に出会えることを楽しみにし
ています。

勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日休 その他 お問い合わせ窓口・・・・・・ 0749-23-2020
（営業カレンダーによるが完全週休2日制）

企画部長

松尾

宛

休日（2018年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120日
現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

賞与���������������������������

有

無
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京都

株式会社 大東技研
この技術・製品が優れています

「高精密」から、さらなる「高精度」へ。
京都ブランドの極上オーダーメイド
金属加工部品メーカー
金属製品

DAITOは、
モノづくりを支える、
「縁の下パワーのモノ
づくり」企業です。半導体等を作る自動装置、いわゆる
モノを作る
『マザーマシン』
の心臓部品を、極上品質か
つスピーディーに製作できることが強みです。
放電加工・マシニングセンタ・研削・品質管理の4つ
の技術部門を結集し、
どんな問題も迅速・的確に解決
できる万全の体制で、多品種・小ロットのオーダーメイド
製品（試作開発品含む）
を30年以上手掛けています。
最先端技術が求められる業界において、世界的企
業からも絶大な信頼をいただいているDAITOブランド

平均年齢30歳(2020年時点)のエンジニア集団

の
「モノ」
は、大東技研の
「ヒト」
ありきです。
モノは、実は見えない部分にこそ多くの人々が関わっ
ています。私たちの生活にモノがある限り、技術は常に
進化し続け、答えがありません。人も同じく、
その可能性
は無限大です。経営者も社員も、一緒に楽しみながら
成長し続け、常にその時代に求められる
「ヒト」
と
「モノ」
で社会に貢献する会社を目指しています。

品質と健康管理のために5Sを全社員で徹底

サンプル長さ30mm/16パーツ(精度3〜5μ)

会社プロフィール

株式会社 大東技研
代表者 代表取締役社長
住 所 〒603-8487

岡本 珠希 U R L
資 本 金
京都府京都市北区大北山原谷乾町30-80 従業員数
創
業
T E L 075-461-7333
業
種
F A X 075-461-6570

https://www.daito-engineers.co.jp/
40百万円
20人
1971年
金属部品製造業

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 200,500円
大卒 198,500円 高卒 171,000円
勤務地・・・・京都市北区大北山原谷乾町30-80
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休
その他（月1回土または祝日全体会議を兼ね出勤の場合あり
慶弔 GW・夏期・年末年始・祝日は会社カレンダーによる）
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116日
現場見学�������������������� 可
不可

高校卒

中途

未経験

無
昇給�������������������������� 有
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・ 精密加工エンジニア、品質管理エンジニア、営業設計
エントリー方法・・・・・・・・・・・・

お待ちしています！
①手先の器用さ
（繊細な機械機器・製品を取り扱う）
②想像力（平面の図形から複雑な立体形状を作る）
③美的センス(製品も職場も美観が重要)
④人への好奇心（“思いやる”も経営理念）

不可

モノづくりが本当に大好きで、本気で挑戦したい未経
験の若手の方は、理系・文系問わず歓迎。
ゼロから丁寧
に教えます。

◆先輩社員の声
く、
自分自身で考え、初めから最後まで携われるため、
モ

お問い合わせ窓口・・・・・・ 075-461-7333
総務チーム 鳴戸 宛

受入時期：随時 募集人数：1〜2名/回 体験できる職種：全て
体験日数：1day 受入対象：全て 概要：①CAD②手仕上げ③
測定 社員＆社長と交流会 その他：制服貸与・昼食提供
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下記いずれかを活かしたい方、高めていきたい方を、

この仕事の良さは、一つの作業を繰り返すのではな
ノづくりをしている実感を得られるところです。上司・部
下間のコミュニケーションがとりやすい環境は、社風で
もありますが、規模の小さい企業だからこその利点であ

2022年卒 インターンシップ情報

現場見学の可否 … 可

◆求める人材

⑤学習意欲（技術も自身も進化に終わりなし）

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

当社の採用PRはココ

エントリー
方法 …

り、難しい加工内容も小まめに教えることができます。分
業ではなく、一人一貫体制を取っているため、多種多様
な技術が習得出来、若いうちからキャリアを積めること
も魅力です。

京都

株式会社 日本ジョイント
この技術・製品が優れています

一般機械器具

「小さくても 強い会社
ONLY ONE 企業を目指して」
グローバルに展開する少数精鋭の
プロフェッショナル集団
当社はアメリカのミシガン州にあるケイデント・ジョ
ンソン社と技術提携を行い、
ロータリージョイント
（＝
回転継手）
を製造・販売しています。
ロータリージョイ

会社（事務所・工場）外観

ントは製紙や製鉄、繊維、食品、
ゴム、
プラスティックな
どの様々な業界で使われていて、特に製紙業界にお
ける国内シェアは90%以上となっています。
さらに、韓
顧客設備に
取り付けられた
ロータリー
ジョイント①

顧客設備に
取り付けられた
ロータリー
ジョイント②

国や台湾、
ベトナム、
マレーシア、
タイへの輸出も行っ
ており、各国のシェアは50%以上です。
私たちが作っているロータリージョイントは部品で
はなく
「製品」
です。従業員が少ない小さなメーカーで
すが、高い技術力と豊かなサポート体制により、
「日本
ジョイントに任せておけば大丈夫！」
と、
お客様に言っ
ていただける企業であり続けたいと思っています。

当社の採用PRはココ
◆ロータリージョイントって？

50周年家族招待記念行事

ロータリージョイントとは、固定された配管に流れる蒸
気や水、空気等の様々な媒体をロール等の回転体に漏

会社プロフィール

らすことなく供給し回収する為に使用されます。
少々聞き慣れない言葉ですが、大丈夫。中途採用者
代表者 代表取締役社長 川口 剛史
住 所 〒613-0022
京都府久世郡久御山町市田北浦55
T E L 0774-23-3211
F A X 0774-24-0655

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.nippon-joint.co.jp
13百万円
単体 27人
1964年
ロータリージョイント他の製造販売

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項
採用予定���������������������

や高校・大学の新卒者など誰であれ、
ほぼ「知らない」
と
いう点では、みんな同じスタートラインに立っています。
「モノづくり」
という言葉に“ピン”とくる方にとっては、
たま
らない仕事だと思います。

◆人事担当者から
大学卒

有

高専卒

無

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大卒 210,800円

高校卒

中途

未経験

創業57期を迎え、
より良い人材は充実した職場環境

募集職種・・・・・・・・・・・・海外営業職、設計職、
製造部員（機械加工・組立）

高卒 175,000円 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・ 電話、
メール、
勤務地・・・・ 久世郡久御山町市田北浦55

ホームページ

勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休 お問い合わせ窓口・・・・・・ 0774-23-3211
その他（カレンダーによる）
休日（2018年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118日
現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

賞与��������������������������

有

無

総務部

吉田

宛

から生まれることをモットーに、仕事も遊びも常に家族的
な雰囲気で、様々な社内行事や仕事での活動を通じ、
社員間の連携と調和をはかり、働き良い環境づくりを心
がけています。
小さい会社ながらもOJT教育等充実させ、厳しいなか
にも優しさがあり、誰でも安心して仕事が出来る職場環
境を大切にしています。
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兵庫

株式会社 柏木工業所
この技術・製品が優れています

一般ビル用から発電所、船舶
用の特殊仕様まで、高精度な
オリジナルダンパーを各種製作
金属製品

当社のダンパは豊富な経験と優れた技術から生ま
れた、多種多様の用途に応ずるダンパです。主とし
て、製鉄所、
セメント工場、石油化学工場、発電所、製
紙工場、公害防止関係設備、
ごみ焼却場等の空気ダ
クト、排ガスダクト及び集塵装置のダクトの完全な遮
断が可能な密閉用ダンパ及び流量制御ダンパとして
開発されたものです。
電動ダンパは風量制御に使用され、空調用と産業
用に大別されます。空調用は各種建造物の換気、
ビ
ル空調に、産業用は火力発電、鉄鋼、石油化学、
ごみ
作業風景

焼却プラントなど広く使用されています。当社は各種
の電動ダンパを様々なご要求に応じ、設計製作の実
績を残しています。技術力の蓄積、標準化への対応、
品質管理も徹底され、高品質なダンパを提供してい
ます。
ご支給いただいた図面を基に各種素材を切断・穴
あけ・曲げ・切欠きなどの加工を行ない、半自動溶接
やTIG溶接、MIG溶接で正確に形にする製缶作業も

チタン製品

行なっております。
また、完成図の簡単なイラストや、

溶接作業風景

打ち合わせでお話を伺いながら、図面の作成から製
缶作業までのすべてを当社にお任せいただくことも

会社プロフィール

可能です。
また、
ダンパ製作で培ったノウハウを活かし
て
「製缶精度±2mm以内」
を目指し、最小限の加工

代表者 代表取締役 柏木 亮太
住 所 〒661-0964
兵庫県尼崎市神崎町11-15
T E L 06-4960-9777
F A X 06-4960-9778

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.kashiwagi-kogyo.com
３百万円
7人
1984年
製缶・溶接業

当社の採用PRはココ
◆当社のビジョン
当社は兵庫県尼崎市にある小さな町工場です。小さな

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

代で精密溶接に取り組んでいます。

大学卒

高専卒

高校卒

中途

町工場ですが、製缶→機械加工→塗装→組立てまでの

未経験

一貫した製作をいたします。
オンリーワンな技術などはござ

採用予定����未定（随時ご確認ください） エントリー方法・・・・・・・・・ 当社へ直接連絡
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高専卒 215,000円 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-4960-9777
高卒 200,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市

本社

勤務体制・・・・・・・・・・・・ 会社カレンダーによる
休日（2019年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105日
現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

賞与��������������������������

有

無

募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 技術職

柏木

宛

いませんが、
ここでしか作れないというより、
「柏木で作って
もらいたい」
と思っていただける様な会社を目指していま
す。
アピールポイントは
「痒いところに手が届く」存在です。
創業30年以上の実績を生かし、製作図がない物から
高精度な製缶物まで対応いたします。
当社のモットーは、
スピーディに、丁寧に、正確に、
そして
製品に魂を込めて製作いたします。2017年には尼崎優良
技術企業、阪神南リーディングテクノロジーに認定されまし
た。今後さらに、
たくさんの方々とお会いし微力ながら皆様
のお力になり社会に貢献できればと思っております。
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兵庫

株式会社 永松製作所
この技術・製品が優れています

小さな町工場から
世界で戦う少数精鋭企業へ
私たちは、創業以来、日本の産業を支える農業機械や船舶

金属製品

のエンジン部分など精密部品の製造加工をしております。当
社のものづくりは大量に注文を受けて生産するというよりも、
お客様からの細やかなニーズに応えて少数ロットで製品を提
供するスタイルです。創業当時は高度経済成長期で、日本のも
のづくりは右肩上がりに繁栄、特定の顧客や分野で十分に仕
事がありました。
しかし、昨今は国内の少子化やグローバル競
争の激化で、日本の製造業は危機的な場面をむかえておりま
す。当社は現在30名ほどの小さな会社ですが、逆境に負けず
突き進み、昨年35周年を迎えることができました。社会のニー
ズに合わせ2011年にはベトナムに子会社を設立し、日本の緻
密なものづくりの理念に基づき、コストを抑えた製品を作って
おります。そのためベトナムへ出向いて、製造の指導や管理を

製品の計測

はじめ、日本人の仕事に対するまじめな姿勢も伝えています。
当社は日本のものづくりを代表する優良な企業として、世界
に広く認知される会社づくりと、信頼される人づくりを目指し
日々邁進しております。

当社の採用PRはココ
工場内での打合わせ風景

◆先輩社員の声

製品加工風景

私は2010年新卒採用で入社し、現在は製造部門のリーダー
としてものづくりに携わっています。
ここでは一人が様々な業務を
担当するため覚えることも多く、自分から能動的に勉強したり先
輩や上司に聞くことが大切です。
また、35年積み上げた独自の

会社プロフィール

技術やノウハウを継承でき機械やロボットで再現できない唯一
無二のスキルが手に入ります。たいへんなこともありますが、やる

代表者 代表取締役 永松 一敏
住 所 〒661-0982
兵庫県尼崎市食満2-24-18
T E L 06-6493-2731
F A X 06-6493-2353

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

気と向上心があれば年齢を問わず大きな仕事を任せてくれる

http://nagamatsu-s.com/
１０百万円
30人
1984年
精密部品加工

社風があり、自分のやりたいことができる会社です。若い世代で
盛り上げ自分たちが中心となり会社を動かしていきましょう。

◆ 入社後の育成方針、求める人材、自慢の福利厚生
当社では、
ものづくりがしたい元気で前向きな方を求

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項
採用予定���������������������

めております。会社の規模は小さくても社会貢献できる
大学卒

有

高専卒

無

高校卒

中途

未経験

昇給��������������������������

有

立派な人材となるよう仕事を通して育成します。
仕事に関
無

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高専卒 190,000円 募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・製造加工
高卒 180,000円 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電話、郵送
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6493-2731
勤務体制・・・・・・ 会社のカレンダーに基づく
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105日
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現場見学��������������������

可

不可

賞与��������������������������

有

無

しては、
スキルを上げるために社外での資格取得や研修
を行っております。社内での勉強会もあり基礎から丁寧
に指導いたします。
わからないことが聞けるアットホーム
な社風をめざし、良い人間関係から良い品を生み出して
いけるよう努めております。二年に一度の社内旅行や季
節の良い時期にはキャンプやバーベキューなど食事を
共にし親睦を深めております。

認証マークの使用案内




兵庫

日成化学鍍金工業 株式会社
この技術・製品が優れています

金属製品に高付加価値の力
を提供しています。
当社は創業昭和26年以降、半世紀以上に渡ってお客
様との様々なやり取りのなかから培われてきた伝統と信

金属製品

頼に基づいてこれからもしっかりとお客様に喜んでもらえ
るサービスを提供していきます。
お客様も半世紀以上の長きに渡ってお仕事をさせて
いただいている会社から1か月未満の会社まで幅広い業
界に渡り仕事をさせていただいてます。
これからも顧客第
一主義でお客様に満足してもらえるような品質を常に提
供できるように精進し続けます。

クロムメッキ作業

硬質クロムめっき加工品

無電解ニッケルめっき加工品

表面処理加工を必要とする小ロットから大ロットまでの
製品ニーズに対して、豊富なめっき槽設備で硬質クロム
メッキ、ニッケルメッキ、ハンダメッキ、鉛メッキ、無電解ニッ
ケルメッキ、黒クロムメッキなどの幅広い電気メッキ処理で
お応えします。技の伝承や研鑽により培われた独自の設
備開発やメッキ技術を活かし、品質・納期・価格の最適化を
勉強会

図って効率的、安定的に供給し喜んでいただいています。

クロムメッキ作業

また、4年前にベトナム、
ドンナイ省に工場進出をして近
隣の日系の中小ものづくり企業28社と連携し、
ベトナムで

会社プロフィール

日成化学鍍金工業 株式会社
代表者 代表取締役 中島 秀和
住 所 〒661-0021
兵庫県尼崎市名神町1-1-13
T E L 06-6429-1544
F A X 06-6422-6109

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.nissei-mp.co.jp/
10百万円
連結34人/単体26人
1951年
表面処理加工

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

「メイドイン日本」
のものづくりを目指しています。

ベトナム工場

亜鉛めっき加工品

当社の採用PRはココ
大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大卒 215,000円
高専卒 200,000円
高卒 185,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1、第3土曜日
日・祝休
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102日

高校卒

中途

未経験

不可
現場見学�������������������� 可
昇給�������������������������� 有
無
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 技術職
エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・ 履歴書送付
お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6429-1544
総務部 中島 宛

高校時代からアルバイトで入りそのまま正社員として
入社しました。
自分でめっきの方法を考えてうまく出来たときは仕事
の楽しさを実感しました。
うまくいかなかったときは凹み
ますが原因を考えて対策をとってうま
くいったときは成長したことを体感で
きました。
スタッフも20代、30代が比

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：随時 募集人数：1名程度
受入対象：指定なし 概要：作業体験

体験できる職種：相談のうえ 体験日数：1週間程度

現場見学の可否 … 可

エントリー方法 … 電話、
メール両方対応可

不可

◆先輩社員の声

較的多く雰囲気が良いです。
山本 圭吾
(入社15年目) 34才
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株式会社 宮田製作所
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この技術・製品が優れています

― 安全を先端テクノロジー
で約束する ―
当社は、1939年創業で家庭用・産業用プロパンガス

金属製品

(LPG)、酸素、アセチレン、炭酸及び半導体ガス等の高圧ガ
ス容器（ボンベ）に使用する口金(ネックリング)とバルブを保
護するキャップ・プロテクターを主に製造している部品メー
カーです。
製品には当社の自社開発品もあり、特許・実用新案・意
匠登録品等数多く取得しております。
製造効率、品質の向上及び市場適応に全力を尽くしてき
た結果、開発力、技術力、品質管理力はハイレベルとなり、国

本社及び物流センター

内はもとより海外市場へも販路が広まっています。
欧米、中南米、東南アジア、中近東等各国の海外規格に
対応出来る自社設備も多数有しておりますので、
「MIYATA」
のブランド製品は国際的にも非常に高い評価を得ています。
昨今はロボットシステム(無人化設備)も導入しており、ほと
んどの技術を内作化することで量産品はもとより、多品種少
量生産、短納期、低コストが実現可能で、あらゆるご要求に
全社一丸となり対応しております。

製品

ローディングロボットシステム ねじ形状測定機

当社の採用PRはココ
◆入社後の育成方針
当社は数多くの製品種類がある為、入社後3か月は、
まず製品を覚えていただくために全員が検査班(製品検

会社プロフィール
®
MIYATA

株式会社

代表者 代表取締役 村田 智広
住 所 〒661-0022
兵庫県尼崎市尾浜町1-30-37
T E L 06-6439-7858
F A X 06-6439-7882

宮田製作所
U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.miyata-mfg.com
30百万円
45人
1939年
製造業（金属部品加工）

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高卒 176,200円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市 武庫川工場
勤務体制・・・・ 8：30～17：00、7：30～16：00、
10：30～19：00
その他（1年単位の変形労働時間制）
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102日
現場見学�������������������� 可
不可

高校卒

中途

無
昇給�������������������������� 有
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現業職
エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・ ご相談の上
お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6439-7858
総務部

2022年卒 インターンシップ情報
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不可

武庫川工場(第一工場・第二工場）へ配属となります。
NC旋盤・マシニング・プレス・溶接・専用機等多種な設
備を有しているので将来的にも一人で数種類の機械設
備を稼働出来る環境となっています。専門的な資格・知
識は全く不要です。OJTと並行して、必要な資格取得と
教育訓練は特に力を入れて取組んでいます。

◆10年後の経営ビジョン
1939年の創業から昨年80周年を迎えました。
一昨年には本社及び物流センターも新築完成し、今
年は武庫川工場の食堂兼倉庫の建屋新築と事務所の
リニューアル工事、
また工場内事務所の設置等社内設
備更新以外のインフラ設備を次世代に向けて積極的に
進めています。
心地よく働ける、
また居心地の良い環境作りもテーマ
に加え、今後90周年その後の100周年に向けオンリーワ
ン企業を目指し、従業員とそのご家族、
また今後入社さ

受入時期：4月 募集人数：1名程度

現場見学の可否 … 可

未経験

査・出荷)へ配属されます。
その後本人の適性を見極め、

エントリー方法 … ご相談の上

れる皆様と一致団結し永続して行きます。

兵庫

株式会社 ショウワテクノ
この技術・製品が優れています

様々な産業分野に向けて、
時代のニーズをカタチに。
創業60年、
プレス加工からはじまり精密鈑金加工

一般機械器具

へと、常に新しいものに挑戦・成長してまいりました。
ステンレスを中心に電気厨房機器、業務用各種洗浄
機、省力化・環境機器、車両関連機器など様々な分
野の加工を手掛けております。長年培った鈑金技術
を活かし量産から多品種少ロット、手のひらサイズか
ら10ｍを超える大型製品の組立まで対応。高品質・
低コストを実現させる為、仕様の提案からサポートい
たします。
また、最新のハイブリッドベンダーを導入し
作業効率を大幅に上げ、働き方改革にも取り組んで
おります。勤続30年以上のベテラン社員が技術の継
承をすると同時に、若手社員が中心となって工程管
理を行い品質の高い製品づくり、今以上に活気ある

会社をリードする若手社員たち

会社へと邁進しているところです。2008年に新社屋と
なり、常に６S（整理・整頓・清潔・清掃・躾・習慣）
を
徹底することで、
キレイな工場を維持し工場見学に来て
いただく企業様からは高評価をいただいております。

当社の採用PRはココ
NCベンダーによる曲げ加工

◆求める人材、入社後の育成方針

女性も活躍しています

モノづくりに興味があり、板金加工のスペシャリストに
なる為の努力を惜しまない、向上心のある方歓迎！

会社プロフィール

入社後は先輩社員の指導の下、NCプログラム・
NC加工・溶接・組立と各部署で1年を通して実務研修を
代表者 代表取締役 藤村 庄市
住 所 〒661-0978
兵庫県尼崎市久々知西町1-4-20
T E L 06-6427-1001
F A X 06-6427-2195

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

行い個人の希望や適性に応じて配属先を決定します。

http://www.smic.jp
40百万円
32人
1961年
精密鈑金加工

業務に必要なクレーンやフォークリフト、溶接資格など
の免許取得もサポートします。
挨拶・礼儀を大事に感謝の気持ちを忘れず仕事に取
り組んでいきます。

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項
採用予定���������������������

◆自慢の福利厚生
大学卒

有

高専卒

無

高校卒

中途

未経験

賞与��������������������������

有

より良い製品作りにはコミュニケーションは欠かせま
無

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大卒 180,000円 募集職種・・・・・・・・・・ NC機械加工・溶接工・
高卒 165,000円
勤務地・・・・・・・・・ 尼崎市

NCプログラマー

本社・潮江工場 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 郵送

勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6427-1001
（年間カレンダーにより土曜日出勤有）
年末年始、GW、夏季
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108日
現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

総務部

野口・浅井

宛

せん。仕事は楽しく！をモットーに慰安旅行・ボーリング・
バーベキュー大会など年間を通して各種イベントも開催
しています。
５年毎の永年勤続表彰を設けており30年・35年の表
彰者もいて長く勤めていただけるアットホームな会社で
す。
ベトナム出身の外国人実習生をはじめ、当社のグルー
プ会社には海外出身者も多く
（韓国・タイ・中国など）海
外文化交流も魅力のひとつです。
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サンウェル 株式会社
水素酸素ガス発生機

サンウェルダー と 周辺機器

この技術・製品が優れています

水と電気から安定的に水素酸素
ガスを作り出す画期的な装置
燃焼してもススを生じさせず、安全で安定した理想の高

電気機械器具

温炎が造りだせたら…あらゆる製造現場の切実なニーズ
に応えるテクノロジーがここに。当社の主力商品「サンウェ
ルダー」は、物理学者ファラディーの法則に基づく
「水の電
気分解」の原理を応用したものです。水を電気分解するこ
とで「水素」
と
「酸素」
ガスを2：1の割合で発生させ、本装置
内のゼネレータータンクで混合ガス化します。
その発生ガス
を当社独自の圧力制御システムと安全機構により、燃焼に
最も理想的でクリーンな混合ガスを安全に且つ安定して供
給する装置です。そこから生み出される燃焼炎は凡そ

① 自動機対応－サンウェルダー SW-122A+自動給水装置

2,800℃に達し、直進性に優れ、ススや煤煙を生じないク
リーンネスまで実現。
また、還元性の高い水素ガスの炎が金
属、樹脂、
ガラス系の接合や、溶融、焼入れ、焼鈍し、表面改
質などの熱処理作業などをより高品位なものにします。
【サンウェルダーの特徴】

② 手作業対応－サンウェルダー SW-123

③ 着火装置 サンセーバー & ハンドトーチ

会社プロフィール

① 他の気体燃料のように発生した混合ガスを圧縮して貯蔵機能を
持たない為、高圧ガス保安法や消防法などの規制を受けない。
② ガス生成の燃料は水(精製水レベルの純度でよい)と電気(100Ｖ、
200Ｖ)である為、従来の高圧ボンベ入りのガスに比べランニング
コストの低減と高圧ボンベの管理の煩わしさから解放される。
③ 燃料である水を自動給水する機能により無停止連続運転を可能
とした。
これにより半導体を始めとする電子部品、
自動車機器、医
療、光学機器関係の自動生産ラインへの搭載、利用が可能となり
昼夜の隔てなく運転できる。

当社の採用PRはココ
◆求める人材

代表者 代表取締役 中村 至俊
住 所 〒661-0965
兵庫県尼崎市次屋1-25-5
T E L 06-6495-1088
F A X 06-6498-2038

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.sunwell.co.jp
10百万円
10人
1989年
機械器具製造業

大学卒

高専卒

高校卒

中途

小型の機械が主に生産品目です。経験や特別な資格は
不要ですが、将来のわが社の製造部門の中心になって
また、機械設計、電気設計や検査等に興味のある経

未経験

無 休日（2019年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121日
採用予定(2021年)���������� 有
不可
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 205,000円 現場見学�������������������� 可
無
大卒 200,000円 昇給�������������������������� 有
高専卒 186,000円 賞与�������������������������� 有
無
高卒 168,000円 募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・営業職、技術職
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・ 三重県 四日市工場 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電話
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6495-1088
その他（当社カレンダーによる）
総務部 中村 計介 宛

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：随時 募集人数：3名程度 体験できる職種：技術職
象：指定なし 概要：作業体験、製造製品説明

現場見学の可否 … 可

開発部門を担ってくれる人材を求めています。当社設計
の機器部品を外注先から受け入れ、卓上で組み立てる

活躍していただける意欲的な人材を歓迎します。

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

当社製造の水素酸素ガス発生機の組み立て検査や、

不可

エントリー方法 … 電話

体験日数：3日

受入対

験者、未経験者大歓迎です。
スキル向上の支援も積極的に行います。
この10年来製造部門に置いて残業はゼロ。
社員の働き易さを追求する企業です。

◆今後の経営ビジョン
当社は水の電気分解による小型の水素酸素ガス発生機
を中心にその関連機器を専門に開発、製造、修理保全に
特化して少人数であるが専門的に取り組む特異なメーカー
と自負しています。
手軽に少量の水素ガスを生成する技術と経験を生かし、
安全に利用とその応用範囲の開発を追求してまいります。
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株式会社 キコー技研
この技術・製品が優れています

レーザーが新しい光を
作ります
私たちは、半導体レーザーを利用し社会の発展に

精密機械器具

貢献したいとの夢からスタートし、数々の半導体レー
ザー応用製品を開発製造販売してきました。今後も、
お客様からの喜びの言葉を励みに、半導体レーザー
の光を利用した安全性・信頼性の高い新製品を提
供してまいります。
半導体レーザー応用製品は、機械、建築、医療、食
品、
インフラなどの、
あらゆる産業の検査に利用され
ています。
半導体レーザー光源MLXシリーズは､各種半導体
レーザー素子の特性を考慮し､最適な状態で安定発

製品ラインナップ

振するように設計された製品です。
レーザー素子は､
青紫色半導体レーザーから近赤外半導体レーザー
まで幅広く利用され､さらに様々な光学系と組み合わ
せることで､あらゆる使用目的に最適な半導体レー
ザー応用製品を製作しています。

レーザ光の調整を専用の測定器を用いて調整する

当社の採用PRはココ

社屋

◆入社後の育成方針
入社後は教育スケジュールを基に基本製作を覚えて
いきます。

会社プロフィール

株式会社 キコー技研
代表者 代表取締役 五味 秀樹
住 所 〒663-8105
兵庫県西宮市中島町3-33
T E L 0798-64-4715
F A X 0798-65-1377

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://kikoh.co.jp
20百万円
11人
1994年
精密機械器具

その後、標準品から経験を積んでいただき個別対応

◆求める人材
大学卒

高専卒

高校卒

中途

未経験

未経験であってもモノづくりに興味を持っている方を

昇給��������������������������

有

無

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 190,000円 賞与��������������������������

有

無

採用予定���������������������

解できるまで丁寧に指導いたします。
品といわれる特殊仕様の製作を行います。

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

一連の作業工程の中で、難しく感じられるところは理

有

無

大卒 180,000円 募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 製造職
高専卒 170,000円 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・履歴書を送付
高卒 160,000円 お問い合わせ窓口・・・・・・ 0798-64-4715
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本社

西宮市

技術部

岡本

歓迎いたします。
手先が器用でまじめにコツコツ業務に取り組む人材
を求めています。
また、作業で必要な資料作成もありExcel、Wordの操
作が求められます。

宛

勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休
その他
（当社カレンダーによる）
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120日
現場見学��������������������

可

不可
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兵庫

株式会社 ＳＹＳ・ヨシダ
この技術・製品が優れています

その他製造業（生産用機械器具）

当社は1927年創業以来、
技術力と安全性を
追求し続けて90年。
流れ作業によるライン生産とは全く違った、一品一
品が手作りの機械や装置を数多く輩出する代表的な
“ものづくり”企業であり、私達はこれからもお客様の
ニーズにお応えしてまいります。
目的・用途・性能そして耐久性を考えた、強靭で安
全な製品をお届けします。
社の歴史は古くても、現スタッフは平均３６歳の若
手中心で、明るい気風が自慢です。
溶接や製缶などに興味のある方も大歓迎。腕に自
信のある方、更に磨きをかけたいと思っている方を
待っています。

平成22年に導入した5面加工機（テーブル幅3m長さ10m）

当社の採用PRはココ
本社（面積7,245.51m2）

◆入社後の育成方針・求める人材

本社工場内

昔の教育・育成方法とは違って来ましたね。
“見て覚えろ”などと、余り納得の行かない指導をして

会社プロフィール

も今の若手には通用しません。
企業自身が若手育成の為のカリキュラムやプログラム
代表者 代表取締役 吉田 啓方
住 所 〒662-0934
兵庫県西宮市西宮浜２-３４
T E L 0798-26-5541
F A X 0798-37-5115

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://www.sys-yoshida.so.jp
70百万円
32人
1927年
産業用諸機械、装置の設計・製作・据付

採用予定���������������������

大学卒

有

高専卒

無

高校卒

中途

大卒 200,000円

賞与��������������������������

有

無
組立工

高専卒 190,000円 エントリー方法・・・・・・電話・郵送などにて
高卒 185,000円 お問い合わせ窓口・・・・・・ 0798-26-5541
本社工場

勤務体制・・・・・・・・・・・・・ 土曜休日は28/52日
休日（2019年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105日
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６ヶ月間の研修でしっかり吸収していただきます。
採用については学歴よりもどんな目標を持っている
か、
どんな事をしたいかを重視します。

◆自慢の福利厚生

未経験

初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 210,000円 募集職種・・・・・・・・・・・ 機械設計・製造管理・

勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 西宮市

らないと考えます。

ファイト溢れる方はどしどし応募して下さい。

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

を具体的に策定して、計画的に育成して行かなければな

現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

総務部 中本 龍三

宛

色々な仕事をして行く上で、多くの資格を必要としま
す。特に組立工の職種では据付等の工事が絡んで来ま
すので、
その為の資格を取得していただきます。
そしてそ
の資格の取得費用はすべて会社が負担します。尚且つ
資格取得に対する褒賞金を用意しており、積極的にチャ
レンジしていただくようにしています。

兵庫

株式会社 鳥井
この技術・製品が優れています

多角的な事業展開で塗装業界を
けん引する技能エキスパート集団
当社は、工業塗装、一般・建築塗装の両分野で高

その他製造業

い技術力を誇り、高品質・高精度の製品づくりで国
内外のお客様より高い評価を得ています。
各種工業製品用部品から高速道路の装備品ま
で、幅広い工業分野から厚い信頼を寄せられる当社
の工業塗装技術。溶剤焼付塗装を主に、
より低い環
境負荷の粉体焼付塗装も行い、脱脂からパテ処理、
下塗り、上塗り、焼付乾燥、検査まで自社による一貫
生産体制を築くことで、精巧な加工技術の提供を実
現しています。
一般・建築塗装では、手塗りや吹きつけ塗装のほ
か、防水・建築・エクステリア工事やリフォームまで

本社 新社屋地鎮祭（2020年夏完成予定）

行っています。住宅だけでなく、野球のスコアボードか
ら船舶の大型部品といったさまざまな形状、サイズ、
数量の製品に対応し、出張部門を設けて全国から依
頼を受け付けております。
今後はお客様や時代にニーズに応じて、塗装を核
とした多角的な事業展開で「TORIIブランド」のグ
ローバル化を図るとともに、独創的な発想力・企画力
で常に時代の先端を行く塗装技術の開発に挑戦して
宮古運動公園野球場スコアボード（フッ素焼付塗装）

大阪市北区切断機メーカー
（㈱万陽）様の出張塗装

会社プロフィール

まいります。

当社の採用PRはココ
◆自慢の福利厚生

代表者 代表取締役 鳥井 洋介
住 所 〒661-0002
兵庫県尼崎市塚口町4-16-13
T E L 06-6481-8518
F A X 06-6481-8582

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

https://www.torii-tosou.co.jp/
10百万円
48人
1961年
金属製品塗装業・建築塗装業

それを実現するために、会社行事には社員の家族も招い
たり、保育園から大学まで入学時に３万円の手当を支給
の他、社員の配偶者の誕生日には毎年1万円の臨時手
当を支給しております。社員の収入は業界平均の1.5～2
倍程度を実現しており、頑張りを目に見える形で明確に

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

当社が大切にしているのは、社員とその家族の幸せ。

大学卒

高専卒

高校卒

中途

未経験

無 休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85日
採用予定(2021年) ���������� 有
不可
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大卒 270,000円 現場見学�������������������� 可
無
高卒 220,000円 昇給�������������������������� 有
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市 本社 賞与�������������������������� 有
無
豊中市 豊中工場 募集職種・・・・・・・・ 技術職・営業職・事務職
大阪市 大阪千舟工場 エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電話・HP
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日祝休 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6864-1628
（会社カレンダーによる）
総務部 和合 宛

評価することでやる気につなげ、限られた時間の中で集
中して働くことができる環境にしています。
目指す企業の姿は「子供たちが入りたいと思える会
社」。高い理想を持ち、
さまざまな取り組みを通して社員
からも長く愛され、永続できる企業体質を築いています。

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：相談による 募集人数：2名程度 体験できる職種：技術職・営業職・事務職 体験
日数：1日 受入対象：不問 概要：塗装・営業・事務体験

現場見学の可否 … 可

不可

エントリー方法 … 電話・HP
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兵庫

旭建設 株式会社
この技術・製品が優れています

働くひとびとの笑顔を守る
当社は、主に職場環境を改善するための改修・補
修工事の施工管理を行う会社です。
工場関係の工事

総合工事

が多く、割れた窓ガラスの修理や入れ替え、雨漏りに
よる屋根の補修、基礎工事のやり直し、更衣室の新
設など、顧客の要望に応じてさまざまな改修・補修に
臨機応変に対応しています。
時代の変化とともに業界
では、
ビルやマンション建設などの大規模工事が増
えてきましたが、敢えてその流れに乗らず、他の会社
が積極的に行わない小さな困りごとを解決する工事
を丁寧に行っています。
職場には、
さまざまな
「不便」
がつきものですが、実
は大きな不便より、小さな不便の方が多く存在します。
新築事業や公共事業に頼らず、職場の小さな不便を
個性の尊重と心の豊かさを大切にしています

解決できる建設業者であり続けるために、創業時か
ら少数精鋭体制で経営を行ってきました。
今後は、当社のような
「小さな困りごとを解決でき
る会社」の数を増やしていくことを目標に取り組んで
いく予定です。

当社の採用PRはココ
小さな困りごとを解決できる会社です

お客様の想いを丁寧に職人さんに伝えています

お客様の要望をうまく吸い上げなければなりません。当

旭建設 株式会社
代表者 代表取締役 髙橋 健一郎
住 所 〒660-0865
兵庫県尼崎市西桜木町14
T E L 06-6411-3451
F A X 06-6411-3454

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

社では、現場監督未経験者を採用し、知識や技術を

http://www.asahi-21.com/
40百万円
8人
1934年
建設業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 院卒 205,000円
大卒 200,000円
高専卒 190,000円
高卒 185,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尼崎市 本社
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日休
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101日

高校卒

中途

未経験

不可
現場見学�������������������� 可
昇給�������������������������� 有
無
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施工ディレクター
エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電話・メール・郵送
お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6411-3451
髙橋 健一郎 宛

受入時期：7月 募集人数：3名程度
体験できる職種：営業同行、CAD図面作成、広報企画

不可

しっかり学んでから現場管理を任せるため、双方の視点
から考えることにより、
お客様の要望を知識や経験が豊
富な職人さんに伝えることができます。言ってみれば、
「お
客様と職人さんの通訳業」
です。

◆求める人材
【気づきと感謝の心】
ともに働いてくれる方に期待することは、
「気づき」
と
「感
謝の心」
です。
例えば現場が散らかっていればさっと掃除
する。
お茶を一杯もらったら
「ありがとう」
と感謝する。
小さ
なことですが、
社会人には欠かせない要素です。
また、
顧客から寄せられる困りごとをしっかりと聞き、
ベ
ストな提案やプランニングを行う上でも大切な姿勢なので
す。

2022年卒 インターンシップ情報
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【お客様と職人さんの通訳業】
施工管理業務は、建築に関する専門知識を持たない

会社プロフィール

現場見学の可否 … 可

◆入社後の育成方針

エントリー方法 … 電話・メール・郵送

兵庫

株式会社 ＴＫＹ
この技術・製品が優れています

製造工場の生産効率向上や
安全対策など、
どんな事でも
解決いたします。
総合工事

製造工程におけるありとあらゆる問題解決、製造
工程の安全の確保、生産効率向上のご提案、製造コ
スト削減方法のご提案、生産効率安定化の仕組をご
提案、
こんなことを得意としています。
どんな製造工場でも小さなことから大きなことまで
改善可能な箇所がたくさんあります。
「少し手元を明る
くすれば確認作業の効率が良くなる。」
などほんの些
細なことから
「検査作業を人の手からロボットなど自
動化したい。」
などの大掛かりな工事まで、製造現場
でのありとあらゆる問題を解し生産効率向上を図っ

施工事例（検査用治具設置工事）

ています。顧客の要望を受けて企画、設計から製作、
設置工事、
メンテナンスまでワンストップ体制を構築し
ています。
また、企業様の作業場など安全対策にも対
応しており、経験に基づくノウハウを生かし様々な提
案をさせていただきます。
従業員の方が安心して作業
できる環境つくりをお手伝いさせていただきます。
積み上げてきた実績とノウハウを基に、
クライアント
のニーズに迅速かつ丁寧に対応する企業を目指しま
す。

施工事例（熱交換冷却装置改造工事）

会社プロフィール

当社の採用PRはココ

株式会社 ＴＫＹ
代表者 代表取締役 瀬口 勝弘
住 所 〒661-0951
兵庫県尼崎市田能4-11-38
T E L 06-6409-4716
F A X 06-6409-4710

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

◆入社後の育成方針

https://tky-kk.com/
5百万円
3人
2011年
プラントコンサルタント

採用予定���������������������

が特別教育のインストラクターの資格があり、社内で取
得できるものが多数あります。
もちろん社外での取得も
支援します。
まずは社長や先輩に同行しながら仕事の進
め方を学び、
クライアントのニーズに対応できるようにな
れば独立を視野に入れながらエキスパートを目指してい

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

入社後は先輩に同行すると共に各資格を取得。代表

ただきます。
もちろん当社での継続勤務も大歓迎です。
大学卒

有

高専卒

無

高校卒

中途

未経験

募集職種・・・・・・・・ プラントコンサルティング

初任給・・・・・・・・・・・・ 院卒・大卒 230,000円 エントリー方法・・・・・・・・・・・ 電話・郵送・HP
高専卒 210,000円 お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6409-4716
高卒 190,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本社
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 週休二日制
休日（2019年度実績）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112日
現場見学��������������������

可

不可

昇給��������������������������

有

無

賞与��������������������������

有

無

◆求める人材
知識や経験よりも人と関わることが好きな方。
まずはク
ライアントの要望をヒヤリングする事が重要。
どのような
相手でも分け隔てなく付き合えるコミュニケーションスキ
ルが求められます。顧客との会話から背景にある多種多
様な課題を読み解き、解決へと導くことが仕事になりま
す。
チャレンジ精神旺盛で、
いかなる時も柔軟に対応でき
る人を必要としています。
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兵庫

株式会社 大和工業所
この技術・製品が優れています

ライフラインを守り続けて７５年
私たちの使命は「水と生活を守る！」
私達は水道や電気など欠かせないライフラインを70年

設備工事

以上にわたり支え続けてきました。
各家庭で安心して飲まれている水や安全に使用されて
いる電気などを供給する浄水場と発電所、生活排水や雨
水から衛生と浸水を守る下水処理場、大雨や台風などの
自然災害による浸水や洪水から守る港湾・河川排水設備
など、皆さんの安全な生活に欠かすことのできない施設が、
お住まいの地域にも多数存在します。
当社はこのような生活を守るための施設で機械設備工
事に携り、安心して暮らせるよう社会を支えている会社です。
工事現場では機械設備の新規据え付けや古くなった設
備の更新、
また安定した供給と稼働を維持するために必要
なメンテナンスや診断など幅広く手掛けています。

ポンプの搬入

長年にわたり当社が培っていた高い技術と豊富な知識
をもって、安全に確実に迅速に工事を遂行し、客先からの
相談により良い提案を行ってきたことなどを評価され、官公
庁や大手機械メーカーから信頼を得て、
また近年は大手機
械メーカーの新規受注も年々増加しています。
建設業の中でも特殊な技術と知識が必要であり、欠かす
ことのできない存在です。
ポンプの現地整備

「一つひとつの仕事が何万人もの人々の暮らしを守って

社内安全衛生講習会

いる」
ことが誇りです。

会社プロフィール

当社の採用PRはココ
代表者 代表取締役 西本 貴春
住 所 〒660-0843
兵庫県尼崎市東海岸町１-４３
T E L 06-6409-0131
F A X 06-6409-0136

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://www.kk-yamato.co.jp
20百万円
26人
1945年
プラント設備工事

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
院卒 235,000円 大卒 230,000円
高専卒 225,000円 高卒 215,000円
勤務地・・・・・ 尼崎市内他 本社及び現場
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休
その他（創業記念日 ※土曜休日は指定休日のみ）
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105日

高校卒

中途

未経験

不可
現場見学�������������������� 可
昇給�������������������������� 有
無
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・プラント設備工事の現場監督
エントリー方法・・・・・・・・・・ 電話及びメール
（ホームページ内より）
お問い合わせ窓口・・・・・・ 06-6409-0131
総務部 西本 宛

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：９月 募集人数：２名程度 体験できる職種：施工管理 体験日数：3日〜2週間の
うち本人希望日数相談可 受入対象：既卒3年まで 概要：工事現場での現場監督員補助
その他：交通費支給

現場見学の可否 … 可
72

どのような分野においても仕事をする上で技術力、知
識、経験は必要不可欠です。
ただそれらが備わっていてもお客様の満足が得られ
るのか？また一緒に仕事をしている仲間と同じ達成感や

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

◆求める人材

不可

エントリー方法 … 電話及びメール（ホームページ内より）

幸福感を共有できるのか？
技術力、知識、経験も当然大切ですが、当社では人を
好きになり共に喜び合い、話し合い、教え合い、支え合い
がより大切だと考えています。

◆自慢の福利厚生
仕事で考え、苦労した以上にプライベートでは気楽に
楽しんで欲しいと思い、信越地方の有名スキー場と近畿
地方有数のビーチの近隣に、
リゾートマンションを所有し
ています。
社員であればいつでも無料で何度でも利用可能です。

和歌山

匠技研 株式会社
この技術・製品が優れています

その他製造業

「変化し、進歩する」を基本理念
に使う人の立場で「安心」
「安全」
な機械を作っています
食品機械、駐輪場の管理装置の開発、設計、製造
から販売、
アフターサービスに至るまでを一貫して行
う会社です。主な製品は、
ハムスライサー・ソーセージ
カット機などの食品機械です。大手から中小メー
カー、北海道から鹿児島まで全国各地に納品してい
ます。毎年東京ビッグサイトの展示会への出展や営
業訪問によって自社の製品を案内しています。食品業
界に納める機械ですので、何より食の
「安心」
「安全」
が求められます。機械は、
オールステンレスで洗浄しや

社屋正面

すい、熱殺菌、蒸気殺菌しやすい、
モーターをワンタッ
チで外すことができるなど、
お客様の要望に応える製
品を開発製造しています。
「洗浄性」
「防水性」
「殺菌
性」
などに優れた機械は、確実にお客様の信頼を得
ています。駐輪場管理システムは交通系ICカードでの
利用にも対応し、企業や官公庁関係へ納めていま
す。

設計室の様子

当社の採用PRはココ

自社製品(スライサー)

◆求める人材・自慢の福利厚生

会社プロフィール

ものづくり、機械が好きな方。明るく活力に溢れた方を
求めています。
また、当社には
「奨学金返済支援制度」
が
代表者 代表取締役社長 根来 伸年
住 所 〒640-8390
和歌山県和歌山市有本104-2
T E L 073-472-5800
F A X 073-472-4884

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://www.takumigiken.co.jp/
15百万円
24人
2002年
食品機械製造業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

高校卒

中途

あります。奨学金返済の負担を軽減させることができま
す。不安を感じずにものづくりの分野で活躍したいと思
われている方は、ぜひ一緒に匠技研で働きましょう！

◆先輩社員の声
機械設計がしたかったので入社しました。営業がお

未経験

無 現場見学�������������������� 可
不可
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・ 大卒（技術職）210,000円 昇給�������������������������� 有
無
大卒（営業職）205,000円 賞与�������������������������� 有
無
高専卒（技術職）200,000円 募集職種・・・・・・・・・ 技術職1名、営業職1名
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和歌山市 エントリー方法・・・・・・・・ 電話、HP、E-mail
勤務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土日・祝休 お問い合わせ窓口・・・・・・ 073-472-5800
その他（会社カレンダーによる）
営業技術部 取締役 松本 宛
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113日

客様と打ち合わせをした内容を基に、図面を描いていま
す。設計は自分で考えた上で相談し描いていきます。今ま
での実績に加え、新しい発想などでより良いものができ
るよう追求していきます。
お客様の求める要求を満たすこ
とは難しいですが、実際に機械を組み立て、現場で現物
を見たときにはやりがいを感じます。
いろいろと任せても
らえ、責任感も出てきます。
（技術部）

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：8月 募集人数：2名程度 体験日数：4～5日 体験できる職種：設計職
象：学部不問 概要：事業説明、作業体験等

現場見学の可否 … 可

不可

エントリー方法 … 電話、HP、E-mail

受入対

◆SNSでも情報を発信しています
Twitter:@takumigiken_of
Instagram:takumigiken_official
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和歌山

東洋検査工業 株式会社
この技術・製品が優れています

専門・技術サービス業

私たちが社会の安心と
安全を守ります
“非破壊検査”は、製造中または使用中の、製鉄所や石油
備蓄タンク等の鋼構造物、鉄道車両、船舶、文化財、遊園地
の遊具、各種配管、各種工業製品等の表面や内部の状態
を、超音波等を用いて壊すことなく調べることです。
また、“イ
ンフラ調査”は、橋やトンネル等のインフラストラクチャー（社
会資本）の健全性や、地中に埋設されている水道管やガス
管、地下電気ケーブル等の状況を、壊したり掘り起こしたり
せずに調べることです。国もインフラ長寿命化基本計画を策
定する等、一度建造・製造したものを適切に維持管理する
ことで、
より長期間使用し続ける傾向にあります。
そのために
も非破壊による点検が重要視されてきております。
当社は、
これらの非破壊検査・インフラ調査の分野にお
いて、多岐にわたる手法を有効に組み合わせた複合検査・

非破壊検査・インフラ調査風景

調査及び高圧ガスプラントの保安検査を得意としています。
社会の安心と安全を守るため、ISO9001の品質管理システ
ムと技術開発により、品質第一の業務提供に徹しています。

当社の採用PRはココ
研修風景

◆入社後の育成方針

本社外観

非破壊検査業務に従事するためには、非破壊試験技
術者資格を取得する必要があります。

会社プロフィール

東洋検査工業 株式会社
代表者 代表取締役 森本 量也
住 所 〒640-8306
和歌山県和歌山市出島31-5
T E L 073-471-1311
F A X 073-474-6211

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://www.toyo-kensa.co.jp/
40百万円
170人
1972年
非破壊検査業

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・院卒 204,200円
大卒 198,700円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和歌山市・堺市・
茨城県神栖市
勤務体制・・・・・・・・・・・・ 会社カレンダーによる
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110日
事務所見学����������������� 可
不可

高校卒

中途

未経験

無
昇給�������������������������� 有
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 非破壊検査・
インフラ調査 技術職
エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社ホームページから
お問い合わせ窓口・・・・・・ 073-471-1311
総務部 島 宛

受入時期：随時 募集人数：1回4名程度 体験できる職種：非破壊検査業務
概要：非破壊検査作業の実体験 その他：遠方の方、交通費補助あり
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総合管理技術者資格が設けられています。
当社ではこれらの資格取得に関して、
訓練用機材をそ
ろえ、
社内研修等により取得をバックアップする制度を整
えています。資格を取得することで対応できる業務の幅
も広がり、
お客様からの信頼も得ることができます。

不可

総合的な能力の向上にも力を入れています。

◆求める人材
当社は技術サービスの提供を業としていますので、
ま
ずは技術や資格を習得・取得できるように努力を積み
重ねることが最も重要です。
また顧客に対し、適切なサービスを提供するため、
コ
ミュニケーション能力も重要です。
この2つの能力を兼ね備えた上で、技術者として誇り

2022年卒 インターンシップ情報
事務所見学の可否 … 可

でのランクが設けられており、
さらに上には非破壊検査

また、年齢別、階層別の各種社外セミナーに参加し、

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

超音波探傷試験等の8分野について、
レベル1～3ま

体験日数：1日

エントリー方法 … 当社ホームページから

を持って、社会が求める安心と安全の達成に貢献できる
フットワークの軽い人を求めています。

和歌山

三友工業 株式会社
この技術・製品が優れています

多くの実績と技術力を誇る
総合建設会社
当社は
「土木」
「建築」
の分野で高い技術力、幅広

総合工事

い知識を駆使して確かな実績を残してまいりました。
全社員が経営理念である、
「誠実と堅実」
を胸に仕事
に情熱をもち、誇りと意欲をもって日々の仕事をやり
遂げ、
高い
「技術力」
をもって社会に貢献するという私
たちの役割を果たし続けてきた結果だと考えます。仕
事は、楽しいばかりではありませんが辛いことや困難
を乗り越えた先の
「達成感」
は、人生の財産だと思い
ます。
そして、
それを仲間と分かち合う喜びもまたもの
づくりの醍醐味です。
当社は、
和歌山県を代表する総合建設業社を目指
し、創業以来堅実な経営を続けております。社員一人
一人が経営者の感覚を持ち、
顧客第一主義を徹底し

ドローンによる建築現場履行状況撮影

ている姿こそ、当社が現在まで経営理念である
『誠実
と堅実』
を守り続けているという証しです。
今後とも、
お客様に
「三友工業にまかしておけば安
心」
と言っていただけるよう、前進してまいります。

当社の採用PRはココ
土木現場での測量

創立70周年に建設の本社屋

◆求める人材
第一に
「やる気」
があること、第二に
「志し」
がしっかり
していることです。一人前の建設マンになる夢を持ち、
目

会社プロフィール

標に向かって進もうとしている人は、多少の苦労は苦労
と感じないと思います。将来、
ものづくりの喜びを感じた
代表者 代表取締役社長 矢部 昌俊
住 所 〒640‐8404
和歌山県和歌山市湊 2-12-27
T E L 073-455-3116
F A X 073-455-0779

U R L
資 本 金
従業員数
創
業
業
種

http://www.sanyukogyo.co.jp
384.25百万円
82人
1948年
総合建設業

採用に関するプロフィール

2021年卒 募集要項

大学卒

高専卒

無
採用予定(2021年) ���������� 有
初任給・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大学卒 215,000円
短大専門卒 193,000円
高校卒 168,000円
勤務地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 和歌山県内 本社
勤務体制・・・・・・・・・・・ 年間休日カレンダー制
休日（2019年度実績）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110日
現場見学�������������������� 可
不可

高校卒

中途

未経験

無
昇給�������������������������� 有
賞与�������������������������� 有
無
募集職種・・・・・・・・・・・・・・・ 土木、建築、営業職
エントリー方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電話、
メール等 随時
お問い合わせ窓口・・・・・・ 073-455-3117
本社/社長室 堀、嶋 宛

2022年卒 インターンシップ情報
受入時期：2月～11月 募集人数：各2名程度 体験できる職種：土木、建築 体験日数：3日
～5日 受入対象：土木、建築系の大学生・専門学生・高校生など 概要：工事現場での体験
していただきます。朝礼、KYミーティング、測量、写真、CAD等

現場見学の可否 … 可

不可

エントリー方法 … 電話、
メール、郵送

時、一生の職業として建設業を選んだことを誇りに感じ
ることでしょう。当社の技術者も先輩方から教えられ受
け継がれてきました。構造物を作り上げる過程には、多く
の人達とワンチームになって創り上げていくことが大事で
す。皆さんにもその一員になっていただきたいと思います。

◆先輩社員の声
「仕事はやりがい」
があって面白い
入社当時は、
何が何やらわからず現場に突っ立っている
だけで一日が長く感じました。
しかし、
日が経つにつれ協
力会社の職人さんと話ができるようになりいつの間にか
道具や材料、機械名や使い方を覚え一日の作業内容を
日報に記録することも早くなりました。
私は、
土木技術者として入社しまし
たので、
早く先輩方に追いつき職人さ
んから監督さんと呼ばれたいと頑張り
ました。
今では
「監督さん」
と呼んでくれ
ます。
そして地図に載る仕事をしている
実感と
「やりがい」
を味わっています。

土木事業本部
工事部T.K
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