
令和2年11月　東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会  発行

広島市広島市

広島県広島県

松山市松山市

愛媛県愛媛県 高知県高知県高知市高知市

徳島県徳島県

香川県香川県

高松市高松市

徳島市徳島市

岡山県岡山県

岡山市岡山市

兵庫県兵庫県

神戸市神戸市 大阪市大阪市

大阪府大阪府

奈良市奈良市

和歌山県和歌山県

和歌山市和歌山市

京都市京都市

西条市西条市
新居浜市新居浜市

四国中央市四国中央市

しまなみ海道しまなみ海道

瀬戸大橋瀬戸大橋

明石海峡大橋明石海峡大橋

松山空港松山空港
松山IC松山IC

大洲IC大洲IC

宇和島朝日IC宇和島朝日IC

今治IC今治IC

い
よ
西
条
IC

い
よ
西
条
IC

新
居
浜
IC

新
居
浜
IC

土
居
IC

土
居
IC

オレンジフェリーオレンジフェリー

三
島
川
之
江
IC

三
島
川
之
江
IC

電車（JR）

車

関西方面へ

～～～～

宇和島駅
卯之町駅
八幡浜駅
伊予大洲駅
松山駅

特急　約2時間20分特急　約2時間20分

特急　約2時間特急　約2時間

特急　約1時間50分特急　約1時間50分

特急　約1時間40分特急　約1時間40分

特急　約1時間特急　約1時間

伊
予
西
条
駅

新
居
浜
駅

伊
予
三
島
駅

特急　約10分特急　約10分 特急　約20分特急　約20分

宇和島朝日IC

大洲IC

松山IC

約2時間10分約2時間10分

約1時間40分約1時間40分

約1時間約1時間

い
よ
西
条
IC

新
居
浜
IC

三
島
川
之
江
駅
IC

約10分約10分 約20分約20分

電車（JR）

フェリー

車

伊予西条駅 約2時間約2時間 岡山駅 約45分約45分 新大阪駅

西条（東予港） 約8時間約8時間 大阪（大阪南港）
新居浜（新居浜東港） 約7時間※日・月・祝・祝翌日は運休約7時間※日・月・祝・祝翌日は運休 神戸（神戸港）

いよ西条IC 約1時間30分約1時間30分 岡山IC 約2時間15分約2時間15分 豊中IC（大阪）

東予地域へのアクセス

お問合せ先
東予東部ものづくり若年人材確保対策協議会

（愛媛県東予地方局　商工観光室）
〒793-0042　愛媛県西条市喜多川796-1
TEL　0897-56-1300（462、465）
FAX　0897-56-1308
MAIL　tou-syoko@pref.ehime.lg.jp



は　じ　め　に
　「西条市」、「新居浜市」、「四国中央市」の東予東部三市をあわせた製造品出荷額は２兆３ ,８５０億円で、
愛媛県全体の約 1/2、四国全体でも約 1/4 のシェアを有するなど、全国屈指の「ものづくり産業」の一大
集積地として発展してきました。
　非鉄金属や化学、重機械等の住友グループの企業城下町として発展してきた新居浜市、造船・鉄鋼・飲料・
化学等の多種多様な大手企業の工場立地が進む西条市、日本一の製紙・紙加工業の製造品出荷額を誇る四
国中央市において、きらりと光る特徴を持つ企業が東予東部エリアにはたくさんあります。
　また、西日本最高峰の石鎚山を主峰とする石鎚山系、波穏やかで多島美を誇るひうち灘など風光明媚な
自然や、別子銅山の近代化産業遺産群や伝統の秋祭りなど歴史・文化に囲まれ、とても暮らしやすい地域
です。
　今回、愛媛県内での就職を検討される中で「働きやすく、暮らしやすい」東予東部への就職も一つの選
択肢としていただけるよう各企業の魅力等を紹介するパンフレットを作成しましたので、進路の参考にし
ていただければ幸いです。

　西条市は大手企業の工場や元気な中小企
業が数多くあり、製造品出荷額では四国第
３位の工業都市です。「2020 年版住みたい
田舎ベストランキング」では全部門で２年
連続四国第 1位を獲得している住みやすい
まちで、うちぬきと呼ばれる良質な地下水
が湧き出ているため、市民の半数以上が上
水道代０円で生活しています。
　休日は、山・川・海の豊かな自然に囲ま
れたフィールドでアウトドアスポーツを楽
しむこともでき、毎日がワクワクです。

　新居浜市は、別子銅山の開坑以来、住友
グループ企業の発展とともに多彩な産業が
集積し、若年層の完全失業率は四国２位の
低さです。「2020 年移住に適した自治体ラ
ンキング」では、愛媛県１位、全国でも 14
位を獲得している住みやすいまちです。
　市内には映画館等が入るショッピング
モールがあり、若者で賑わっています。また、
別子銅山の時代から多くの新しい人を受け
入れてきた歴史があり、今も住民の 1/3 を
市外出身の転入者が占めており風通しの良
いまちです。
　現在「Hello!NEW新居浜」を合言葉に、様々
な「新しい」をチカラにして、みんなが主役。
みんなが誇れる。そしてみんなに愛される。
そんな新居浜をつくるための新しい活動を
進めています。

　四国中央市は愛媛県の東端部にあり、香
川、高知、徳島各県と隣接しています。四
国の高速道路網の中心に位置し、各県都へ
約１時間で移動でき、交通の要衝として多
様な交流が可能となっています。
　合併以来 14 年連続「日本一の紙のまち」
として製紙・紙加工業が盛んで、地元資本
の企業が多く軒を連ねていますが、市外か
らも多くの方が就業され、働きやすい街と
して選ばれています。
　北を穏やかな瀬戸内海、南を石鎚山から
連なる四国山地に囲まれ、豊かな自然の恵
みにより里芋や山の芋、地酒、お茶、いり
こなどの山や海の幸も豊富です。また、サ
イクリングや登山、川遊びなどアクティビ
ティも盛んで、四季折々の表情を満喫して
いただけます。

西条市の魅力 新居浜市の魅力 四国中央市の魅力

四国 4県の製造品出荷額等構成割合
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新居浜市
化学・非鉄金属・一般機械など
8,953億円 人口

12万人

西条市
非鉄金属・電気機械・鉄鋼・飲料など　
8,451億円 人口

10万人

四国中央市
紙・パルプ・プラスチックなど
6,446億円 人口

8万人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東予東部三市
2兆3,850億円（25.1％）
（愛媛県全体/55.9％）

愛媛県
4兆2,640億円（45.0％） 香川県

2兆7,619億円
（29.1％）

徳島県
1兆8,531億円
（19.6％）

高知県
5,944億円
（6.3％）

※各会社の情報は2020年9月現在の情報です。

平成31年工業統計調査
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募集人員
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待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

株式会社田窪工業所 金属製品製造

Q.子どものころの夢は?
A.料理人
Q.仕事に就いた理由?
A.企業案内
Q.必要な資格は?
A.特に無し　必要なものは入社後に取得
A.できます。
Q.うれしかったことは?
A.仕事を覚えてきたと実感したとき
Q.仕事で大変だったことは?
A.機械のメンテナンス

□〒799-1392
　西条市北条962-7
□代表取締役　黒田　祐弘
□資本金　8,000万円　
□電話　0898-65-5000
　FAX　0898-65-4677
□創業：昭和21年3月　
□従業員数：500名
https://www.e-ty.co.jp/  

スチール製物置・自転車置き場・ガレー
ジメーカー、インテリア商品や仕入商品
も扱っております。ライフスタイルに便
利と快適を提供しています。

私は物置（ハウス）の床を加工する仕事をしています。毎日少

しでも多く作れるように考えながら仕事をしています。入社し

て間もない頃は、自分に出来るのかと不安がありました。しか

し毎日、先輩方が優しく丁寧に指導してくださったお陰で今

では少しずつ仕事を任せてもらえるほど成長出来ました。自

分が製造に携わったものが展示、販売されているのを見たと

きは特にやりがいを感じます。

日々成長

充実した福利厚生！！

2019年入社　
中尾　琉斗

福利厚生では社宅がある

為実家から通勤すること

のできない中・南予の高

校を卒業した先輩たちも

多く利用しています。本社

工場には社員食堂があり

格安で利用できる為、昼食

の心配もありません。また

親睦会を毎年開催して社

員同士の親睦を深め、リフ

レッシュも図っています。

田窪工業所 西条工場

製造総合職
主力製品であるスチール製組立式物
置の製造

製造補助職
主力製品であるスチール製組立式物置
の製造補助業務

パンチプレスやレーザー、プレスな
どの設備機械を操作しての加工等

日 祝　その他　年間休日105日　(土曜日、夏季、年末年始休日は会社カレ
ンダーに定める)

8：00～17：00　

福利厚生：各種社会保険完備・互助会制度・財形預金制度・従業員持株会制
度・確定給付企業年金・各種表彰　無料の指定駐車場あり(マイカー通勤
可)・社員食堂・社宅あり　入社後に年次有給休暇が付与され、半日単位で
の有給休暇の取得が可能

小物部材や部品等の塗装前準備、塗装
後の検品及びシール貼付等の関連業務

基本給150,000円(製造補助職)　162,000円(製造総合職)　

Q.子どものころの夢は?
A.バスケットボールの選手
Q.仕事に就いた理由?
A.高校の頃に溶接の経験があり、社長と同級
生だった先生の勧めで就職した

Q.必要な資格は?
A.ステンレス鋼溶接技能者資格(TN-F、TN-P)
Q.うれしかったことは?
A.複雑な配管の仕事をやり遂げたこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.仕事が楽しいので大変だと感じることは少
なく、苦に思わない

□〒793-0046
　西条市港字北新地462番地4
□代表取締役　清水　大吾
□資本金　2,500万円　
□電話　0897-53-0458
　FAX　0897-47-3988
□創業：2007年4月　
□従業員数：59名
http://www.daitec-co.com/

・医薬品・食品関連プラント向けステンレ
ス製サニタリー溶接配管製造、及び、プラ
ント製造・据付
・半導体製造装置向け高純度ガス配管及び
真空配管製造
・難接材（チタン、ハステロイ等）の溶接
部品製造
・水素関連製品の開発・製造

西条市内および栃木、広島事業所

製造スタッフ

溶接・加工作業及び配管施工・組立作業

高等学校　普通科・工業科　応募可能

基本給173,600円(新卒)　
184,000～250,000円(経験者・中途採用)

年間休日108日
年末年始、GW、お盆、地方祭、土、祝日は会社カレンダーによる

昇給／年1回　賞与／年2回
加入保険／雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金
通勤手当　家族手当　退職金制度など
資格取得支援制度有

 8：00～17：00　

昔からものづくりが好きで溶接工を担当しています。新たな

製品づくりや、複雑な配管の仕事に挑戦する機会を通じ、高

い精度を実現する技術を習得できたとき、大きなやりがい

を感じられます。好きな仕事だからかもしれませんが、日々

のチャレンジが楽しいと思えます。経験を重ねるごとに成長

を実感できる仕事です。

当社は、創業以来、主に医薬品・食品プラント、及び、半導体製造装置向けにステンレス

製サニタリー溶接配管や真空配管を供給し、難接材のチタンやハステロイの溶接につ

いても対応してきた。また、これまで培った配管溶接技術の更なる高度化を目指し、チタ

ン溶接については愛媛大学と共同研究を行い、特許を出願した。

一方、来たる水素社会へ向けて、鉄・チタン系の安価な水素吸蔵合金を開発した大手企

業と、低圧で大量の水素を貯蔵できる水素吸

蔵合金タンク及びシステムをこの数年を掛け

て共同開発し上市に漕ぎつけた。他方、水素

関連では、水素自動車（FCV）で必要とされる

高圧水素を廃熱利用で製造可能な水素昇圧

装置を上場企業3社と共同で開発中である。

来たる水素社会へ向けて
地道に取り組んでいます！！

好きなことを仕事に

2015年入社　
丹　浩大

株式会社ダイテック 溶接配管製造
（ステンレス、チタン等）

会社情報

Q&A

事業内容



6 7東予東部ものづくり企業 東予東部ものづくり企業

勤 務 地

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社　西条工場西
条
市

Q.子どものころの夢は?
A.プロ野球選手
Q.仕事に就いた理由?
A.先輩に勧められ、大きな会社で安心でき 
A.そうだった
Q.必要な資格は?
A.特にありません！やる気さえあれば誰で
A.も活躍できます
Q.うれしかったことは?
A.入社10年でリーダーを任せてもらえたこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.自分より年上の社員をまとめること

ルネサスグループにおける主力生産工場
として、半導体製造における「前工程」と呼
ばれる約 1000 工程の作業を行っていま
す。実際の製品製造は、年間を通じて一定
の温度・湿度を保ち、塵一つないクリーン
ルームで行います。

業種社名 半導体製造

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

当社　西条工場

製造技能職

詳　　細 専攻問わず応募可能

給　　与 基本給165,000円（令和2年度実績）

勤務時間 右記勤務の2交替制　①昼勤7：20～19：30　②夜勤19：20～翌7：30
※上記勤務を3勤3休サイクルで行います。

休日・休暇 年間休日180日　当社カレンダーによる
※次年有給休暇をはじめとした各種休暇制度あり

待　　遇 昇給／年1回、賞与／年2回　加入保険／健康・厚生年金・雇用・労災　通
勤手当・交替勤務手当・退職金制度など　
社員寮完備、国家検定取得推進制度、通信教育補助制度有

内　　容 半導体の前工程製造、および装置保全・メンテ等

2007年入社　
男性

会社情報
□〒793-8501 
　西条市ひうち8-6
□工業長　木村　真二
□資本金　1億円　
□電話　0897-55-1811
　FAX　0897-55-1877
□創業：1983年　
□従業員数：約700名
https://www.renesas.com/jp/ja
/about/company/profile/global/
rsmc.html

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

安全で健やかな暮らしを
支える、環境に優しい
スマート社会の実現を！

クリーンルーム内を作業工程単位で分けた単位を「エリア」

と呼びますが、その1つのエリアのリーダーを担っています。

各エリアには10～ 20名の作業者がおりますので、全員を

まとめるのはとても大変ですが、大変な分、とても大きなやり

がいを感じます。是非一緒に世界最高峰の半導体を作りま

しょう！

自分の作った半導体が
世界を支える！

自動運転、AI（人工知能）、IoTなど、全世界に広がる次世代

の生活・環境を最先端の技術で支え、世界の名だたるトッ

プメーカーに信頼される製品を提供しています。

私の
やりがい

西
条
市

眞鍋造機株式会社 業種社名 汎用機械器具製造

Q.子どものころの夢は?
A.レーサー
Q.仕事に就いた理由?
A.ものづくりを行う仕事をしたいと思った
Q.必要な資格は?
A.入社して必要な資格を取得させてもらい
A.ました（クレーン・デリック運転士等）
Q.うれしかったことは?
A.学生時代に勉強したことを現場で活かせた時
Q.仕事で大変だったことは?
A.自分のことだけでなく、周りのことも考え
A.ながら段取りよく仕事を進めていくこと

□〒799-2113
　今治市高部甲６３３-３
□代表取締役社長　眞鍋　将之
□資本金　6,000万円
□電話　0898-41-9217
　FAX　0898-41-6568
□創業：1955年　
□従業員数：235名
http://manabezoki.co.jp/  
   

●船舶用甲板機械・デッキクレーンの設計・
開発・製造・販売・アフターサービス
◎甲板機械：係船機、揚錨機、AH/TOウ
インチ、ランプウインチ等
◎デッキクレーン：シングルクレーン、ツイ
ンクレーン、バケットクレーン、ホースハンド
リングクレーン等　現在、loT, ビッグデー
タを活用したリモートメンテナンスシステ
ム開発プロジェクトも進行中

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

2019年入社　
髙橋　啓輔

本社・波止浜工場・大西工場・西条工場・三豊工場

技術系総合職 設計補助
CADを使用して図面作
成　新製品開発

CAD を使用して図面
作成補助作業

詳　　細

製造スタッフ
自社製品の製造及び製
品管理

大学院　大学　高等専
門学校　応募可能

高等学校　工業科卒　高
等専門学校　応募可能

給　　与 基本給153,000～210,000円　経験者・中途採用は考慮

勤務時間 8：00～16：50
休日・休暇 年間休日112日　弊社休日カレンダー有（有給休暇・特別休暇）

待　　遇 昇給 / 年 1 回　賞与 / 年 2 回　加入保険 / 健康・厚生年金・雇用・労災　
通勤手当・家族手当・退職金制度など　資格取得支援制度有

会社情報

大学　高等専門学校　
応募可能

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

弊社では、最初は大きな鉄の板が、いろんな部署で様々な

工程を経ていくうちに、ひとつの製品となっていく様子、ま

たそれが出荷されるところを間近で見ることや、実際に自

分がその工程に携わっていることで、自分の作った製品が

世界の誰かの役に立っていると実感します。製品は世界中

の船に搭載されています。瀬戸内海を航行する遠くの国の

甲板に、MANABE のデッキクレーンや甲板機械が見えた

とき、とても誇らしいと思うとともに、やりがいを感じます。

世界の誰かの役に立つ

ひとりひとりが「誇

れる"もの"づくり」

に没頭し、会社として「誇れる"ものづくり"」を

目指す。これがMANABEのビジョンです。私

たちはまだまだ小さな会社ですが、私たちの

製品が搭載される船舶や海洋構造物は世界

中で活躍しており、地球規模のくらしを支え

ています。そんなスケールの大きな仕事にお

いて、お客様に"信頼と革新"という価値を提

供することが、ビジョンを実現する上での私

たちのミッションだと考えています。人生は一

度きり。「これを達成した！」「これをつくっ

た！」と人に誇れる"もの"づくりに一緒に没頭

しましょう！

私の
やりがい

誇れるものづくり　
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新
居
浜
市

新
居
浜
市

事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 

勤務時間

休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい Q.子どものころの夢は?

A.野球選手。本気で甲子園を目指していた
Q.仕事に就いた理由?
A.高校の先輩が先に入社しており、安心だから
Q.必要な資格は?
A.特になし（運転免許は取得しておいた方が
良いと思う）

Q.うれしかったことは?
A.一人で仕事を任されたとき。認めてくれた
んだと責任感も更に強くなった

Q.仕事で大変だったことは?
A.安全に作業をする為の手順を覚えること

□〒792-0893
　新居浜市多喜浜6-8-33（四国支社）
□四国支社支社長　近藤　雅美
□資本金　9,000万円
□電話　0897-45-0138（四国支社）
　FAX　0897-46-2520（四国支社）
□創業：1961年　
□従業員数：1,600名（四国地区750名）
https://www.ichimiya.co.jp/tran/

トラック輸送や倉庫保管業を中心とする物
流事業が中心ですが、化学プラントでの製
造関連事業やお客様それぞれのご要望に
応える物流センター機能の運営請負（医薬
品関係商品管理・ホームセンター商品管
理）など幅広く事業展開をしています。今治
市では港湾荷役関連を中心に、通関事業な
どの国際物流にも力を入れています。

新居浜市内当社事業所所在地（今治地区での採用も可能）

総合職
現場事務　倉庫管理
製造工程管理ほか

倉庫内作業スタッフ職
入出庫関連作業
リフト作業ほか

製造現場作業スタッフ職
製造オペレーター
重機オペレーターほか

高等学校卒　学部学科問わず応募可能

基本給160,000～185,000円
※新卒初任給、勤務形態により異なる（経験者・中途入社者は個別に定める）

年間休日100日（標準）※勤務場所により異なる

昇給／年1回　賞与／年2回（7月・12月）　加入保険／健康・厚生年金・
雇用・労災　通勤手当　家族手当　住宅手当　交替手当　資格手当　退職金
制度など　社員寮完備（新居浜市）
資格取得支援制度　社員表彰制度　教育研修制度等の各種制度有

8：00～16：45（標準）
※勤務場所により異なる（3交替勤務、2交替勤務の職場も有）

私の部署は大型重機を扱い石炭の管理をする部署で、

「社内認定制度」により徐々に難易度の高い作業車に挑

戦していくことができます。私は早くレベルアップした

くて日々頑張って業務に励んでいるのですが、上司がそ

の思いを認めてくれ、段階的に新たな目標に挑戦させて

くれるので、とてもやりがいがあります。

地域に根差して60年。常に地元の発展と共に育てられ、新居浜地区では約750名

の従業員が働いています。「地元との共生」という誇りを胸に、「Next Is the 

Best」のグループスローガンのもと、常に最善を求めることが弊社の最大の強み

であると考えています。

地域とともに60年

努力を認めてくれる会社

2019年入社　
男性

一宮運輸株式会社 物流・倉庫
港湾荷役・製造請負 株式会社一宮工務店 業種社名 総合建設

Q.子どものころの夢は?
A.野球選手
Q.仕事に就いた理由?
A.物作りが好きで、会社見学で溶接や製缶
A.作業をみてこの仕事がしたいと思った
Q.必要な資格は?
A.特にありませんが、入社してから資格取得
A.のサポートをしてくれます！
Q.うれしかったことは?
A.突発的な不具合の原因が分かったとき
Q.仕事で大変だったことは?
A.プラントのエリアごとに操業を停止して行
A.う定期修理は忙しい

□〒792-8584 
　新居浜市西原町2-4-34
□代表取締役社長　一宮　哲
□資本金　8,000万円　
□電話　0897-33-4165
　FAX　0897-33-9420
□創業：1942年1月　
□従業員数：201名
https://www.ichimiya.co.jp/komten/

○建築／一般建築工事・住宅・営繕工事
他　○土木／測量・管理・造成・橋梁・
道路・港湾その他土木一般　○設計／設
計・管理・コンサルタント　○エンジニア
リング／産業機械設備、各種プラントの設
計・製作・据付他

事業内容

2017年入社　
本田　皓貴

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

愛媛県中心【新居浜市（エンジニアリング本部は新居浜市のみ）・松山市・大
洲市】

技術職
（建築・土木：施工管理）

建築・土木工事現場の施工
管理業務を現場監督として
担当

詳　　細

技術職
（プラントエンジニアリング：施工管理・技能工）

化学プラントや設備機械の製作・施工・据付・
保全（メンテ）業務を担当。溶接・製缶等 職人へ
の道も可能。

建築・土木系学科卒応募可 学科不問（機械・電気学科歓迎）

給　　与 基本給165,000～190,000円
勤務時間

休日・休暇 休日年間105日（日曜（土曜）・当社カレンダーによる／一年変形制）・年次
有給休暇・祝日・ゴールデンウィーク 他

待　　遇 通勤交通費（上限5万円迄 距離に応じて）、資格手当、家族手当、住宅手当、加
入保険等（健保・厚生・雇用・労災）、退職金制度など

8：00～17：00　(休憩1時間)

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

化学工場内でプラントメンテナンスの仕事をしています。突

発的な不具合には早さと正確さが求められ、何が原因なの

かを見極めなければなりません。その原因を見つけたとき

は、達成感とやりがいを感じます。毎日忙しいですが、先輩

や職人さんから様々なことを教わりながら仕事ができるの

で、とても充実した毎日です。

大規模なプラントを
支えているという誇り

建築・土木・エンジニアリング部門を持つ当社。エンジ部門では化学プラント建設や設

備機械の設計・施工・据付・メンテナンス等を行い、建設部門では技術力・サービスの

質の高さと工事スピードが評価され、愛媛県建設業界をリードする存在に成長し、守備

範囲の広い総合工事会社として、地元愛媛の暮らしを支えています。

私の
やりがい

愛媛建設業界のリーディングカンパ
ニーとして地元に根ざしたモノづくり
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新
居
浜
市

新
居
浜
市

事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

事業内容

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容
詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇
待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがいQ.子どものころの夢は?

A.警察官や消防士
Q.仕事に就いた理由?
A.小惑星探査機はやぶさの部品製造をしてい
A.ると知り、夢があるなと思ったから
Q.必要な資格は?
A.入社後に会社が取らせてくれます
Q.うれしかったことは?
A.初めて仕事を任された時の周りからの気遣い
Q.仕事で大変だったことは?
A.初めての仕事に挑戦した時　試行錯誤を繰り返し
A.てもどかしい思いをした

□〒792-0016 
　新居浜市港町2番25号
□代表取締役社長　近藤　基起
□資本金　4,200万円　
□電話　0897-33-0888
　FAX　0897-37-0760
□創業：1964年2月　
□従業員数：175名
http://kos21.co.jp

各種スパッタリングターゲットの製造、溶接・製
缶・配管・機械組立などの鉄工業、電気計装盤
や配電盤の設計・製
作・据付工事、精密機
械加工（半導体装置、
航空宇宙部品、機械
装置部品など）、特殊
機械装置の設計・開
発・製作など。

西条市、新居浜市

機械設計 電気設計
自社製品の設計
製品の開発など

自社製品の設計
製品の開発など

機械オペレータ
加工機械のオペレー
ション

2D、3DCADによる各種
図面作成。構造解析、強
度計算など

CADによる各種図面作
成。電気制御設計など

5軸加工機など各種加工
機械のオペレーション

基本給158,200円+通勤手当+諸手当

年間休日119日　土日祝ほか　週休二日制
有給休暇奨励日5日間有（お盆、秋祭りなど）　自社休日カレンダー有
昇給／年1回（6月）　賞与／年2回（6月・12月）
福利厚生／雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金　
財形各種　退職金共済　退職金制度有
業務で必要な資格や国家検定、国家資格の取得は補助（原則全額会社負担）有

8：00～17：00

入社3年目を迎えて思うのは、職場は長く働いていく場所な

ので、毎日楽しく仕事できるかが大切だということです。仕

事の内容は複雑だったり繊細だったりと大変ですが、私の

職場はコミュニケーションが活発でいつも明るいので、楽し

い気持ちで仕事に打ち込めます。そうしてみんなで協力して

製品が完成した時に、とてもやりがいを感じています。

弊社には「和」の精神を大切にする社訓があり、ともに働く仲間同士がお互いを思いや

り尊重し合える職場環境づくりに取り組んでいます。そのため、お互いを良く知り合うた

めの協力イベント（スポーツイベントや社内でのお祭り行事）にも力を入れています。

部署を越えてみんなの仲が良く、チームワークも良いのが一番の特徴です。

「和」の精神で
チームワークの良い職場環境

毎日楽しく働くことが
できるのが一番

2017年入社　
伊藤　俊浩

株式会社コスにじゅういち 金属製品製造

Q.子どものころの夢は?
A.ゲームを作る人
Q.仕事に就いた理由?
A.「職人」という響きがカッコいいなと思った事
A.があり、「手に職をつけたい」と思った
Q.必要な資格は?
A.溶接、玉掛け、クレーン等
Q.うれしかったことは?
A.図面から考え思うように製品ができた時や、お
A.客様から「ありがとう」と声を掛けてもらった時
Q.仕事で大変だったことは?
A.何メートルもあるような大型の製缶

□〒792-0002
　新居浜市磯浦町9-22
□代表取締役　秋田　華佳
□資本金　1,000万円　
□電話　0897-37-3556
　FAX　0897-32-3820
□創業：1970年　
□従業員数：30名
https://www.sagumi.com  
   

産業機械製品の製造
（CAD展開作業、
レーザー切断、曲げ
加工、製缶、溶接、検
査、焼付塗装など）一
貫生産を行う

愛媛県新居浜市磯浦町9-22

製造スタッフ 塗装スタッフ
製缶士 塗装工

工程管理・製作フォロースタッフ
作業段取り、工程管理等

切断した鋼板を加工・成
形、溶接し、産業機械の
製品を製作

焼付・常乾・粉体塗装
作業

全体的な作業の調整

基本給164,000～216,000円　経験者・中途採用は考慮

年間120日　　弊社休日カレンダー有（有給休暇）
昇給年1回／賞与年2回（業績により決算賞与あり）
加入保険/健康・厚生年金・雇用・労災　通勤手当・技術手当・退職金制度など
資格取得支援制度有・社員旅行2年に１回・親睦会年3回・社員教育研修・バース
デーケーキ・トレーニングルーム完備

8：00～17：30　休憩1時間の8.5時間勤務

お客様から依頼された図面から、自分で考え、思った通り

に”モノづくり”ができた時、達成感を覚えるほか、実際にお

客様に「きれいにつくってくれとるね」と直接声掛けしても

らえた時は、喜びを感じます。

私達がつくる製品は、完全受注製造、多品種小ロットでの部品を制作しています。モノ

づくりでは、機械を使う事だけではない、「人が作るモノづくり」を大切に、モノづくりへ

の誇りと技術を持った「職人たち」がチームの力を信じて力を合わせています。それ

が、わが社の”一番”です。

「その未来（さき）のために」を
考え続けます

お客様からの言葉が
最高のやりがい

2011年入社　
河端　幸平

有限会社佐々木組 業種社名 鉄工
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新
居
浜
市

新
居
浜
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇
待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい Q.子どものころの夢は?

A.レーサー
Q.仕事に就いた理由?
A.ものづくりに興味があった
Q.必要な資格は?
A.必須なものはなし。入社後取得した資格
はクレーン、フォークリフト等

Q.うれしかったことは?
A.自分の思い通りに仕事が進んだ時
Q.仕事で大変だったことは?
A.専門的な分野のため、覚えることが多い

□〒792-0801 
　新居浜市菊本町2-4-21
□代表取締役　塩崎　安規
□資本金　400万円　
□電話　0897-33-9640
　FAX　0897-33-2342
□創業：1967年　
□従業員数：16名
http://www.szk-1988.co.jp/pc/company.html

当社は、運搬荷役機械付属品(歩廊、階段
等)、タンク、架台、ダクト等構造物の製
作を行なっております。鋼板や型鋼の切
断、穴加工・曲げ加工したものを組立、溶
接するほか、2DCADを用いての切断
データ作成や、製品の検査等が主な業務
となります。

本社（新居浜市菊本町2-4-21）

製缶工 生産管理

歩廊、階段、タンク、架台、
ダクト等構造物の製作

製品の製作状況の確認、
完成検査、出荷管理など

CADオペレーター

2DCADを用いての切断
データ作成

高等学校　普通科・工業科　応募可能

基本給184,000～276,000円

GW、お盆、年末年始の長期休暇、地方祭休み有
賞与年2回
家族手当　通勤手当有

8：00～17：00

当社は小さな会社であるため、一人でたくさんの工程を担当

します。そのため、個人のスキルが業務のスピードや、精度な

どに現れます。また、業務に融通が利くため、個人のやりやす

いよう改善していくことも容易になります。こういった環境で働

くことで、自身のスキルアップが自覚でき、仕事のやりがいや

楽しさへとつながります。私は、スキルアップがなければ仕事

のマンネリ化や張り合いの無さへつながると考えているた

め、こういった環境で仕事ができてよかったと思っています。

当社では、自らの手を動かして作業を行う職人仕事もあれば、機械を操作するオペ

レーターの仕事、図面をもとに、納期内に適切な生産数と品質を確保できるよう、製造

方法や工程の計画・管理、作業員の割り当て、在庫管理などを行う仕事など様々な仕

事があるためその人の、適性に合った仕事、やりたい仕事が見つけられます。  

幅広い業務内容

仕事のやりがいとは

2007年入社　
男性

有限会社塩崎工業 製造（鉄工）三光機械工業株式会社 業種社名 製造（運搬荷役機械製造、加工）

Q.子どものころの夢は?
A.新幹線の運転手
Q.仕事に就いた理由?
A.モノづくりが好きで、どうせならでかい
A.モノをつくろうかと…
Q.必要な資格は?
A.玉掛、床上式クレーン運転、各種溶接免許等
Q.うれしかったことは?
A.班で一つのモノを作り上げた時の達成感
Q.仕事で大変だったことは?
A.夏の作業

□〒792-0893 
　新居浜市多喜浜6丁目6-50
□代表取締役社長　小野　幸男
□資本金　5,000万円　
□電話　0897-46-0315
　FAX　0897-46-1107
□創業：1968年4月　
□従業員数：35名
http:www.akagane.net/sankokikai/

天井クレーンを中心とした運搬荷役機械お
よび産業用機械の製造、加工を行っていま
す。天井クレーンでも、特に製鋼所向けや
造船所で使われる大型・重量級の製造を
得意としています。

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

2019年入社　
真鍋　由樹

本社（多喜浜）のみ

製造スタッフ（製缶） 同（機械加工・仕上組立）
鉄板や鋼材を曲げたり
溶接し形を作っていく
仕事

機械で加工する仕事。最
終組立、製品に仕上げる
仕事

詳　　細

管理スタッフ
製造の工程や調達など
の管理をする仕事

高等学校　普通科・工
業科　応募可能

工業高等専門学校　応
募可能

給　　与 基本給172,100円（高卒）～190,200円（高専卒）
中途採用は経験・技術により考慮

勤務時間  8：00～17：00
休日・休暇 年間休日１１０日　当社カレンダーによる　（ＧＷ、お盆、地方祭、年末年始　

休みあり）

待　　遇 昇給 /年１回　賞与 /年２回　加入保険 /雇用・労災・健康・厚生年金　通勤手当・
家族手当・退職金制度・積立有給休暇制度あり　資格取得制度あり

会社情報

高等学校　普通科・工
業科　応募可能

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

天井クレーンは、ものを作るときに重量物を吊り上げたり

運んだりするのに欠かせない、いわば縁の下でしっかり支

えている力持ちの運搬機械です。切り板を加工、部品を組

み立て最後に大きな製品に仕上がるのは圧巻で、自分の

携わった製品が、日本のモノづくりを支えていると思うと大

きな誇りとやりがいを感じます。

縁の下のでっかい力持ち

当社は設計から製缶、機械加工、塗装、仕上組立、試運転まで一貫して生産できる大規

模な設備と工場を備えています。長年の経験と高い技術力を持った熟練者がたくさん

います。新居浜市から「新居浜ものづくりブランド」、愛媛県から「スゴ技」、経済産業省

からは「地域未来牽引企業」として、各分野から認定を受けています。

私の
やりがい

一貫生産体制と大規模設
備、高い技術力
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい Q.子どものころの夢は?

A.シンガーソングライター
Q.仕事に就いた理由?
A.地元に残りたいという思いが強かった
Q.必要な資格は?
A.各種溶接資格、特別教育他
Q.うれしかったことは?
A.建築図面が読めるようになり、一人で
製作が出来る様になったこと

Q.仕事で大変だったことは?
A.自分の仕事をこなしながら、リーダー
業もしていること

□〒792-0032
　新居浜市政枝町三丁目2番1号
□代表取締役　高橋　政利
□資本金　4,000万円　
□電話　0897-37-1111
　FAX　0897-37-1425
□創業：1954年
□従業員数：80名
http://www.tastem.co.jp/

金属製品の営業から設計・分解、製造まで
を全て自社内にて行います。特に製造部門
では、部材の切り出し等の機械加工に始ま
り、曲げ加工、溶接・組立作業、塗装加工（溶
剤・粉体の二種）、内外の仕上げ加工（機器
の取付など）まで全て敷地内にて行いま
す。製作品に関しては、主として建築部門、
鉄工部門、塗装部門の三部門より構成され
ており、金属製品でも多岐に渡って製造し
ており、中でもクレーン運転室について
は、業界トップのシェア率を誇ります。また
建築部門に
おいては、愛
媛県内外に
在する数多
くの施設で
施工実績が
あります。

新居浜市（本社）※必要に応じて出張作業（日帰り・宿泊）有

営業職 設計職 製造職
クレーン運転室等の製缶
品、産業機器（サッシ・ドア）、
金属製部品（小物類）、粉体
塗装加工の営業及び納品

金属製品の組立（溶接）、
塗装（溶剤・粉体）、仕上げ。
製造に必要な部品の切り
出しに係る機械オペレート

クレーン運転室等の製缶
品、産業機器（サッシ・ド
ア）、金属製部品（小物類）
の設計および分解作業

研修後、先輩社員による同
行指導あり※上記の内、一
種の営業・納品に携わる

研修後、先輩社員による同
行指導あり※上記の内、設
計または分解作業に携わる

入社時研修で全作業を体験
後、各作業場へ配属※上記
の内、一つの作業に携わる

147,000円～

日・祝・その他会社カレンダーで指定した日（土曜他/夏季休暇、地方祭休
暇、年末年始休暇）・その他の特別休暇/誕生日休暇:1日
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金　育児休暇・介護休暇・子の看護休暇（実
績有）　財形制度・退職金制度（※勤続3年以上）・マイカー通勤制度（敷地内駐車
場:有※有料/400円）　資格取得支援制度有　賞与有（前年度実績:年2回 2ヶ
月分　又は20万円～40万円）

8：00～17：00【休憩時間60分/10:00～（10分）、12:00～（40分）、14:50～（10分）】

はじめは難しかった建築図面が読み解けるようになり、徐々

に色々な物を組立てられるようになったことが嬉しかったで

す。一人で製作ができるようになり、自分の仕事もこなしな

がら、リーダー業を行うことは大変ですが、その分強くやり

がいを感じています。 

金属加工品の製造に関して、一つの敷地内で数多くの業種の作業者が一緒に作業を

行っているので、金属加工品の設計から完成までの流れを自身の目で見ることになり

ます。その為、自分が作業したモノが、どの様な完成形になっていくのか、現地にてどの

様に活用されていくのかをその都度知ることができ、自分の仕事がどのように社会へ

繋がっているのかを実感することができます。その他にも、ある程度の経験を積めば、

自身の進路に行き詰った際でもその知識を生かして、検査や設計、その他の製造部門

などへの配置転換ができるため、定年まで安心して勤められます。

金属加工品において、数多くの基礎知識
の取得と幅広い製品の製造に携われる

成長     

2012年　　入社　
岡　和沙

株式会社タステム. 金属製品製造住友共同電力株式会社 業種社名 電気および蒸気供給事業

Q.子どものころの夢は?
A.ジャニーズ
Q.仕事に就いた理由?
A.高校3年生の担任教師に勧められ、調べ
A.るといい会社だと思った
Q.必要な資格は?
A.危険物乙種第4類、2級ボイラー技士
Q.うれしかったことは?
A.初めて冬のボーナスをもらった時
Q.仕事で大変だったことは?
A.プレッシャーと使命感を日々感じている

□〒792-8520
　新居浜市磯浦町16番5号
□代表取締役社長　丹　一志
□資本金　30億円　
□電話　0897-37-2142
　FAX　0897-32-9862
□創業：1919年2月　
□従業員数：約400名（グループ全体）
https://www.sumikyo.co.jp/

1919年の設立以来、四国最大級の工業
地帯である愛媛県新居浜市・西条市臨海
部の住友グループ各社工場をはじめ、他の
電気事業者や電力自由化に伴う県外企業
への電力供給を行っています。近年は、バ
イオマス発電事業のほか、マイクロ水力、
太陽光など再生可能エネルギーによる発
電事業を積極的に実施しています。

募集人員

勤 務 地
内　　容

2017年入社　
北林　達真

本社、各事業所

技術職
電気電子、機械、品質／生産管理、メンテナンス　など 

給　　与 基本給167,000円

勤務時間

休日・休暇 昼勤勤務者123日　　交替勤務者92日

待　　遇 昇給 /年 1回　賞与 /年 2回　　
加入保険 / 健康・厚生年金・雇用・労災　通勤手当・住宅手当・家族手当・
退職金制度・交替手当（交替勤務者）　など
独身寮・ファミリー向け社宅完備、資格取得支援制度有、給食施設有

昼勤勤務者8：00～16：45　　
交替勤務者7：45～15：45、15：45～23：45、23：45～7：45

会社情報募集内容

待遇・福利厚生

事業内容

Q&A

我が社の
ここが一番

東日本大震災の大規模停電時、電気が復旧した際に点灯した照明

を見て「温かい」と思われたお年寄りの方がいたという記事を見た

ことがあります。電気の大切さを普段しみじみと感じることはあまり

ないと思いますが、記事のような方や、電気を必要としている方た

ちの生活に欠かせない電気を作っているという気持ちを常に持っ

て仕事ができることが自分のやりがいです。

生活に絶対に必要な
電気を作る者の使命

発電・変電・送電にいたる電力系統を管理しており、発電所オペレーター、設備エンジ

ニアリング、新規事業企画検討、給電指令業務など多様なフィールドがあります。様々

な業務を体験できるとともに、チャレンジングな仕事に若手から積極的に挑戦いただ

けるのも魅力です。また、国内・海外派遣業務などにも挑戦いただけます。

私の
やりがい

多様な業務フィールドに
チャレンジできる
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇
待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

業種社名

□〒792-0011
　新居浜市西原町3-3-37
□代表取締役　續木　剛
□資本金　3,000万円　
□電話　0897-33-7141
　FAX　0897-37-2334
□創業：1947年　
□従業員数：38名
http://tzk-iw.com/

仕事の鮮度が高いことが
やる気に繋がります Q.子どものころの夢は?

A.車屋さん
Q.仕事に就いた理由?
A.ものづくりに興味があったから
Q.必要な資格は?
A.入社後に取得できます！
Q.うれしかったことは?
A.きれいな製品が出来上がったとき
Q.仕事で大変だったことは?
A.夏場のグラインダー作業

圧力容器、各種サイロ設計製作、塔槽、貯
槽、バフ研磨、電解研磨を伴うステンレス製
タンクの製造　プラント配管、アルミ配管、
アルミ溶接、塩ビ配管、空気分離器装置配
管工事（アルミ）、サニタリー配管工事、産
業機器、据付並びに配管工事

製缶工（東予工場/西条市小松町大頭９３６番）　
工事管理者（新居浜工場/新居浜市西原町3-3-37）

製缶工
圧力容器の製造

工事管理者
プラントメンテナンス
建設工事

学科は問いません

年間休日105日　弊社休日カレンダー有（有給休暇・育児介護休暇）

8：00～16：45　

よくある工場の様に、弊社では同じものを製作するケー

スはほとんど無く、様々なサイズや機能の製品を作って

います。その為、いつも新鮮な気持ちで作業にあたるこ

とができます。また、社員一人一人が優しく常日頃から

笑顔の絶えない明るい職場で、他ではあまり得られない

溶接の技術やものづくりを学べる会社です。

昭和2 2年の創業以来、職人の技術力によるものづくりに注力し、

「技術の続木」として鉄工技術を培って参りました。ひとづくりを大切にする

初代・続木竹一の精神を継承

し、時代の流れに寄り添いなが

ら、品質と技術のものづくりを

追求。お客様から選ばれる会社

を目指しています。

創業70年以上の技術と信頼

2019年入社　
玉井　心

株式会社続木鉄工所 製造

社会保険（労働保険・労災上乗せ保険・健康保険・厚生年金・企業年金）完
備　家族手当（配偶者10,000円・子6,000円）　住宅手当9,000円　通
勤手当（上限31,600円）　賞与（年2回）　制服支給あり　出張手当、出
張時食事手当　退職金制度（勤続3年以上）　中小企業退職金共済（勤続1
年以上）

土岐機械工業株式会社 機器製作・据付・配管工事

Q.子どものころの夢は?
A.太鼓台の指揮者
Q.仕事に就いた理由?
A.現場の機械に触れる仕事がしたかったから
Q.必要な資格は?
A.玉掛、ガス溶接など技能講習、普通自動車免許
Q.うれしかったことは?
A.自分で現地で採寸して作ったものが現
A.場工事でうまくはまったとき
Q.仕事で大変だったことは?
A.修繕工事の対象がボロボロでねじ込み
A.部品など何か所も抜けなかったなど

□〒792-0892
　新居浜市黒島1丁目６番５２号
□代表取締役　土岐　尚寿
□資本金　1,000万円
□電話　0897-46-3151
　FAX　0897-46-3144
□創業：1979年　
□従業員数：２０名

浄水場、下水処理場、化学工場のプラントな
どで利用されるタンク、架台その他の機器
の製作及び現地での機器据付、配管工事

2018年入社　男性　

給　　与 基本給180,000円

勤務時間
休日・休暇 年間休日102日　弊社休日カレンダー有（有給休暇）

待　　遇 昇給 /年 1回　
加入保険 /健康・厚生年金・雇用・労災　家族手当・退職金制度
資格取得支援

8：00～17：00

会社情報

待遇・福利厚生

事業内容

Q&A

募集内容

募集人員

勤 務 地

内　　容

愛媛県新居浜市黒島1丁目６番５２号　本社事務所・本社工場

製造スタッフ 資材・設計スタッフ
自社製品の製作（製缶職
人）、品質管理など

製作図面の図形展開、資
材の購入手配、売上管理
など

詳　　細

現場責任者候補
現場工事での客先対応、
日報作成、作業員安全管
理など

高等学校　普通科・工
業科　応募可

高等学校　普通科・工
業科　応募可

高等学校　普通科・工
業科・商業科　男女　

基本給　高卒170,000円～　高専卒200,000円～

我が社の
ここが一番

現場工事の担当者として市内外のポンプ場などあちらこちら

に行っています。

仕事の流れが分かって段取りがはまったときはやりがいを感

じます。

現場工事の実際

機器製作、工事を業とする会社は多数ありますが、当社は特に水処理設備を中心に環

境分野で絶大な信頼を得ています。

私の
やりがい

機械機器の製作、工事を通し
て環境、エネルギー分野に貢
献する
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我が社の
ここが一番

私の
やりがい

募集人員

勤 務 地

内　　容

給　　与 
勤務時間
休日・休暇
待　　遇

詳　　細

事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員
内　　容

詳　　細

給　　与 

勤務時間
休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

Q.子どものころの夢は?
A.漁師になりたかった（お魚が好物）
Q.仕事に就いた理由?
A.いろんな重機に乗ってみたいと思ったから
Q.必要な資格は?
A.自動車免許（AT限定不可)、フォークリフ
A.ト免許（入社後取得）
Q.うれしかったことは?
A.先輩社員の方々が優しく接してくれたこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.作業手順になれるのに時間を要したこと

□〒792-0804
　新居浜市田所町４番６８号
□代表取締役社長　青野　日美
□資本金　5,000万円
□電話　0897-32-3425
　FAX　0897-32-7015
□創業：1950年　
□従業員数：110名
http://www.marujyu-group.co.jp

様々なニーズに応えるため販売・運輸・プ
ロセス支援を主に幅広い分野をサポート。
フォークリフトオペレーターや大型重機オ
ペレーター、トラックドライバーなど様々
なスキルを身につけることができます。新
卒者が多いのでしっかりした研修を実施し
ています。

先輩社員に指示を受けなくても自分で考えて作業を進め

られるようになったことです。周りに目を配り、全体を見通

しながら仕事を進められるようになったことで、人間的にも

大きく成長できました。

今後は様々な免許・資格取得に挑戦し更なるスキルアップ

を目指していきたいと思います。

自分自身で考えて作業できる
ようになり仕事の達成感を得た

少数精鋭で取り組む多角化事業！
新しい価値を創造し、経済の発展
に貢献！

2019年入社　
吉村　蓮

様々な業務があり、社員としては

色々な経験ができてやりがいを持

つことができます。年齢層は幅広

く、人と人との間をしっかりとつな

いで自身を成長できる会社であり

たいと考えています。

東予事業所（西条市）・切断工場（新居浜市）など

現業スタッフ
フォークリフトオペレーターなど

（現業職）　75～105日
昇給 /年 1回　賞与 /年 2回　
加入保険 /健康・厚生年金・雇用・労災　養老保険・退職金制度など
独身社員寮完備・資格取得支援制度有

（現業職）　8：00～16：00
基本給170,800円～（残業手当別途）

フォークリフト免許は入社後取得します

責任重大でも達成感は
もっと高い！ Q.子どものころの夢は?

A.漠然と公務員になりたいと考えていた
Q.仕事に就いた理由?
A.合同説明会で会社のブースに立ち寄っ
　て興味を持ったからです
Q.必要な資格は?
A.入社後習得するため、特にないです
Q.うれしかったことは?
A.製作が難しいものを納品したときです
Q.仕事で大変だったことは?
A.納期がギリギリで間に合わせなくてはな
　らないときです

□本社　
　〒792-0868 
　新居浜市松の木町1番17号
　□電話　0897-32-2700
　　FAX　0897-33-4818
□阿島海浜工場
　〒792-0892 
　新居浜市阿島1丁目5番39号
　　□電話　0897-66-9550
　　　FAX　0897-66-9551
□代表取締役　萩尾　孝一
□資本金　2,545万円　
□創業：1934年　
□従業員数：45名
http;//www.hagiokikai.jp

創業80年のものづくり集団です。材料調
達、製缶、検査、組み立て、塗装、試運転、発
送まで一貫生産体制を手掛け、実際に製品
をカタチにしていく業務です。愛媛県もの
づくり企業「スゴ技」に認定されています。

機械加工士 製缶士 溶接士 生産管理者
機械による切削、
研削作業ほか

切断、溶接、歪み
取り、研削作業

溶接作業（アーク、
ＴＩＧ溶接など）

設計から発送までを一
貫して管理する　
免許（ＡＴ限定可）必須

高卒　大卒　院卒　専門学校卒　高専卒　応募可能

基本給  高卒175,000円　高専卒186,000円　大卒215,000円　院卒225,000円

年間105日　年間カレンダー通り　有給10日間　指定有給日有(3日）

賞与／年2回　昇給／年1回（２，００％）
雇用保険　労災保険　健康保険　厚生年金
退職金制度有　奨学金返還支援制度（市）有　住宅手当有　通勤手当有

8：00～17：00　

僕は、生産管理を担当しています。お客様からの図面を確
認し、材料調達から製品が出来上がるまでの生産工程を確
認しながら、最終お客様のもとに良い製品をお届けするま
で自分が責任をもって管理しています。弊社はオーダーメイ
ドでものづくりをしており、新規のものが多く毎回図面とに
らめっこをしています。自分が一人で納品まで管理するのは
非常に大変で責任も重大ですが、出来上がった製品を見た
時、自分が図面1枚から製品に仕上げたのだとやりがいを
感じます。

弊社の強みは、一貫した生産ラインを持っていることです。優秀な管理スタッフと

ベテランの職人の手により、その生産ラインを生かして多種多様なお客さんの要望

に応え、品質の良い製品をスピーディーに安定して製作することができます。

設計から発送まで一括管理し
幅広いお客様に対応

2018年入社　
西又　卓

萩尾機械工業株式会社 機械器具製造 丸重商事株式会社 業種社名 商品販売、プロセス支援、
金属加工、運輸

募集内容

待遇・福利厚生

会社情報

Q&A

事業内容
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間

休日・休暇
待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

業種社名

事業内容

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間

休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

Q.子どものころの夢は?
A.巨大ロボの開発！
Q.仕事に就いた理由?
A.モノづくりが好きでそれに携わることを
したかった

Q.必要な資格は?
A.普通自動車免許、電気工事士2種(入社
後取得可能)

Q.うれしかったことは?
A.組み上げた装置を直接客先で工事し、お
客様に喜んでもらえたこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.トラブル発生時の原因追究

□〒792-0823
　新居浜市外山町16-32
□代表取締役　野村　雅惠
□資本金　5,000万円　
□電話　0897-47-6010
　FAX　0897-47-6011
□創業：1976年3月　
□従業員数：23名
http://e-maruyasu.jp

当社は、スーパーのレジﾞ袋、ごみ袋、ハン
バーガーの包装等のラミネート加工、太陽
光パネルなど、家電、医療、包装、農業、自動
車、建築など暮らしに欠かせない様々な樹
脂製品のモノづくり現場を、縁の下から支
える装置を自社開発し、製造・販売している
装置メーカーです。

本社（新居浜市外山町16-32）　

ソフト開発・機械設計
インダストリアルデザイナー

機械組み立て・テスト
設置・メンテナンス

営業担当者のヒアリン
グ内容をもとに、それ
ぞれの専門分野を生か
しながら、既存製品の
カスタマイズや新商品
の開発を手がける。

本社で製品の組み立て
やテストを行う。その後
はクライアント先での
設置や、サービスエンジ
ニアとしてアフターメン
テナンスも担当。　

製品シェア拡大に向けた
営業戦略の企画・立案を
担当。お客様のところに
訪問し、製品ＰＲ・提案は
もちろん、確かな技術力
と斬新な開発力を武器
に、大規模なプロジェクト
まで幅広く手がける。

基本給180,000円

土日祝　年間休日115日　弊社休日カレンダー有
賞与／夏1.8ヶ月＋冬2ヶ月＝計3.8ヶ月(※前年度実績）　決算賞与(3月)
最大3ヶ月＋特別賞与(※前年度実績)　昇給有　保険完備　退職金制度有　
皆勤手当有　育児休業制度有　奨学金返済支援制度有(最大60万円)　資格
取得全面サポート(受験料・交通費／会社全額負担)※合格すると、2万円支
給　アイデア採用賞金制度有　社員旅行（年1回）　プレジャーボート所有
※燃料代会社負担　年２回ゴルフコンペ開催（費用補助有)※その他、打
ちっ放し練習用プリペードカード支給　ショートコースラウンド代会社負担

8：45～17：45（休憩1時間）　　

自分で組立、据え付けまで行った装置が実際に製品を

作っているところを見ると達成感があります。作られた

製品が日本中、もしくは世界中の人の手元に届き使用さ

れていることを想像すると誰かのためになっている満足

感があります。

「誰も考えない、どこにもないモノづくり」を

コンセプトに独自技術と斬新な発想でモノづく

りをしている会社です。ゼロから創るという簡

単ではないことにあえてチャレンジし続け、そ

の証として国際特許を含め数々の特許を取得し

ています。ハード開発からソフト開発まで自社

オリジナルの製品を創り上げ、全国各地のクラ

イアントから高い評価を得ています。

オレ流の開発

モノづくりへの心構え

2018年入社　
白石　翔一

株式会社マルヤス 生産用機械器具製造

製造 営業開発

株式会社三好鉄工所 プラント・エンジニアリング

Q.子どものころの夢は?
A.料理人
Q.仕事に就いた理由?
A.高校生の時、職場を見学してここで働きたい
と思ったのが一番の理由
Q.必要な資格は?
A.普通自動車第一種免許（AT限定不可）、
A.準中型自動車免許（推奨）
Q.うれしかったことは?
A.仕事を頼まれて、上手くいった時　
A.わからないことは先輩が的確に教えてくれる
Q.仕事で大変だったことは?
A.作業をし辛い場所でする時が大変

□〒792-0003
　新居浜市新田町3-3-5
□代表取締役社長　三好　陽平
□資本金　3,800万円　
□電話　0897-37-2948
　FAX　0897-34-1585
□創業：1954年　
□従業員数：244名
http://miyoshi.gr.jp/   

工業活動に必要な素材や資源を生産する
大型の工場（プラント）で、私達の生活に必
要な物の原料が作られています。
そんなプラントの建設及びメンテナンスを
中心に、使用される機器の設計、製作、据え
付けまで行っています。
産業の基盤を支え、私達の暮らしを豊かに
する為に、欠かすことのできない重要な役
割を担っています。

本社（新居浜市）または西条事業所　

金属材料の切断・曲げ加工を
行い、製品を形作る

様々な特殊金属を溶接
により繋ぎ合わせる

高等学校　
全学科応募可

高等学校　
全学科応募可

高等学校　
全学科応募可　

基本給159,100円

年間休日数：116日（弊社年間休日カレンダーあり）　土日祝（3・9・11月の
繁忙期は土曜出勤日あり）、年末年始（12/29～ 1/3）、地方祭（10/17・・18）
など　年次有給休暇：入社時10日（最大40日）　慶弔休暇、育児・介護休暇

昇給：年1回（6月）、賞与：年2回（6・12月）　各種保険制度（健康、厚生年金、
雇用、労災）、財形貯蓄制度、退職金制度、通勤手当、家族手当、奨学手当など　
資格取得支援制度、慰労会等支援制度、社員とその家族が全国で旅行、買い物
等で利用できる福利厚生制度　市外からの転居者については住宅手当支給
（月30,000円まで）

8：00～17：00（休憩60分）　　

私の職場では、班の方たちと協力して大きな物を

製作することが多いです。そうして完成した物を

見て良い製品ができたと感じる時や、自分が製作

に関わった物が実際使われているのを見た時にや

りがいを感じます。また、職場の先輩方のように

正確に速く作業を行うことができるよう、自分の

スキルアップを目指して仕事をしています。

弊社の手掛けるプラントの多くが社会の根幹を成すものです。その規模は非常に

大きく、建設・メンテナンス現場では社内外多くの人が協力して業務にあたりま

す。チームワークを大切に、

全員で一丸となって仕事に取

り組んでいます。経験を積

み、作業長として現場を統括

することも。多くのヒトやモ

ノを動かす、スケールの大き

な仕事を手掛けることができ

ます。

スケールの大きな仕事がで
きる

チームで創るデッカイ
もの

2019年入社　
松本　憲伸

溶接 仕上製缶
機器の現地取付や、異
常診断・整備を行う

【写真は若手先輩社員】
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業種社名 アイム株式会社 紙加工品製造

Q.子どものころの夢は?
A.甲子園出場！
Q.仕事に就いた理由?
A.工場見学の際に感じた温かな雰囲気に
A.惹かれ入社を決意した
Q.必要な資格は?
A.私の仕事ではフォークリフトの資格が必要
Q.うれしかったことは?
A.自分の考えが言いやすく、改善活動など挑戦
A.させてもらえる
Q.仕事で大変だったことは?
A.品質チェック・トラブル対応など

□〒799-0704
　四国中央市土居町津根２３０４番地
□代表取締役社長　石川　健太郎
□資本金　4,000万円　
□電話　0896-74-7555
　FAX　0896-74-4501
□創業：1960年5月　
□従業員数：128名
https://www.imx.co.jp/

衛生用品・掃除機用取替パック・粘着ク
リーナー・水切り袋・エアコンフィルター・
機能フィルムの開発・製造及び販売

2016年入社　
吉田　誠那

給　　与 基本給：高校154，350円、高専（本科）179,180円、高専（専攻）181,950円
大学生・中途採用は職種により考慮

勤務時間

休日・休暇 年間休日105日　日曜日他、弊社休日カレンダーによる

待　　遇 昇給：年１回　賞与：年２～３回（前年度実績 4.2 ヶ月分）　通勤手当・家
族手当・交代手当・退職金制度など　加入保険：健康・厚生年金・雇用・労災、
社員旅行（２年毎、ご家族も参加可）

常勤：8:00～17:20、製造職３交替あり①7:00～16:20　
②15:00～24:20　③23:00～翌8:20、他配属部署による

募集人員

勤 務 地

内　　容

本社工場（四国中央市）

製造職　５名以上 技術職　１名以上
設備運転、資材準備、設備
メンテ、日報記入など

機械設計・電気回路設計、
製造設備の保全など

詳　　細

研究開発職　１名以上
機能フィルムの新商品開
発、既存商品改良など

高校・高専・大学（全学
部全学科） 応募可能

高校・高専・大学（工業
系学科） 応募可能

高専・大学（化学系学科） 
応募可能

事業内容

募集内容

待遇・福利厚生

会社情報

Q&A

技研工機株式会社 業種社名

Q.子どものころの夢は?
A.プロ野球選手
Q.仕事に就いた理由?
A.学校の求人を見て「ここだ！」と思った
Q.必要な資格は?
A.特にありません
Q.うれしかったことは?
A.先輩がやっていたすごいと思っていたこ
A.とが自分でもできるようになったこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.同じミスを繰り返してしまったこと

□〒799-0111
　四国中央市金生町下分798-1
□代表取締役　宮崎　政博
□資本金　5,000万円
□電話　0896-56-4535
　FAX　0896-56-4569
□創業：1965年5月
□従業員数：55名
http://www.giken-kohki.co.jp  
   

弊社は機械設計から部品加工、組立まで行う
一気通貫の総合的機械メーカーであり、特に
樹脂産業向の仕事が多いのが特徴です。最
先端の工作機械（旋盤、マシニングセンター、
放電加工機、研磨機など）を駆使した複雑な
形状の加工や精密加工を得意としており、そ
の技術力は大手企業からも高い評価を得て
います。機械としては主に樹脂ペレットを製
造するペレタイザーとその周辺装置を設計・
製作し、大手石油化学メーカーへの納入実
績が多数あり
ます。部品から
機械まで納入
先の大半が一
部上場企業で
す。

一般機械器具製造

2017年入社　
先森　裕介

募集人員

勤 務 地

内　　容

山田井工場（四国中央市金生町山田井1818-1）

精密加工エンジニア

工作機械による精密部品加工

詳　　細 図面で指示された形状に金属材料を加工し機械部品に仕上げる

給　　与 基本給182,000円

勤務時間

休日・休暇 年間120日（完全週休2日制）　夏季休暇、年末年始、地方祭

待　　遇 時間外手当、通勤手当等あり　昇給年1回（4月）、ボーナス年3回（7月、12
月、3月）　独身寮有（家賃4,000円～）

8：00～16：50（休憩60分）

募集内容

待遇・福利厚生

会社情報

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

私の仕事はお客様に満足頂ける製品を作ることなので、

しっかりと製品の品質を確保して生産を終えた時にはやり

がいを感じます。

また、自分が作った商品がお店の棚に並んでいるのを目に

した時は、とてもうれしかったです。

その商品をお客さんが手にとって眺めてくれていたり、買い

物かごに入れてレジに向かっているのを見た時は、この仕

事をやっていて良かったと感じました。

四国中央市土居町に本社をおく製造メーカー。四国中央

市・新居浜市出身の社員が多く在籍しておりアットホーム

な環境で働けます。改善活動を励行しており、やりがいを持ち

自己成長できる職場です。

私の
やりがい

アットホームな環境で働けます

お客様に満足頂ける製品を作る

我が社の
ここが一番

最初は先輩がやっていることが全くわかりませんでしたが、
一つ一つ丁寧に先輩が指導してくれて少しずつ加工方法な
どの技術を覚えることができました。わからなかったことや、
わかっていてもできなかったことができるようになった時は
本当に嬉しい気持ちになります。最近は後輩の指導もしてい
ますが、指導することで自分自身にも技術が身についている
ことを実感しています。このように日々、自分の成長を感じら
れることが私のやりがいとなっています。

日々の成長を感じられることが
私のやりがいです。

毎年業績を伸ばしていて、50年以上積み
上げてきた強固な財務基盤による安定性
と高い技術力を評価していただき、経済産
業省から「地域未来牽引企業」に認定され
ています。愛媛県からは技術力及び商品
力を評価していただき「愛媛のスゴ技」に
認定されています。また、快適な生活空間
を提供する独身寮も完備しています。

私の
やりがい

大手企業からも評価さ
れている高い技術力！！
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間

休日・休暇
待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

さまざまな製品に携わる
Q.子どものころの夢は?
A.パティシエ
Q.仕事に就いた理由?
A.内職系の作業が得意だから
Q.必要な資格は?
A.普通自動車免許
Q.うれしかったことは?
A.誕生日プレゼントでお酒をもらったこと
Q.仕事で大変だったことは?
A色々な工程を覚えること

□〒799-0113
　四国中央市妻鳥町249-2
□代表取締役社長　井上　和久
□資本金　4,810万円　
□電話　0896-58-1100
　FAX　0896-58-1106
□創業：1921年　
□従業員数：277名
http://www.shinwacorp.jp/

シンワ株式会社では、不織布の製造を行っ
ています。シンワの不織布は、マスクなどの
衛生用品、ファストフード・レストランのカウ
ンタークロス、スーパーの食品トレーマット
などみなさんの生活の身近なところで使用
されています。不織布の製造技術は５つあ
り、ガーゼ・シーツなど医療関連分野、トレー
マットなどのフードサービス分野、マスクや
おむつなどの衛生分野、空調フィルターな
どの産業分野など用途に応じた製法で、
様々なニーズに対応することができます。

四国中央市妻鳥町249-2　本社工場

製造オペレーター
1.5ｍ～3ｍ幅の不織布を、４～５人
班で製造

加工オペレーター
大きな原反から小巻ロールや平版に
加工

学科は問いません

基本給162,400円　

年間休日110日　社内カレンダー有（有給休暇・特別休暇）

昇給／年1回　賞与／年2回
加入保険／健康・厚生年金・雇用・労災
通勤手当　子女教育手当　退職金制度
社員寮完備　資格取得支援制度有　
深夜回数手当1回あたり3,000円　深夜労働割増賃金30％（22時～5時まで）

8：00～17：00
※交代勤務有　7：00～16：00、15：00～24：00、23：00～8：00

私は加工場で働いています。加工場ではさまざまな品質の

ものがある中で、さらに大きさや長さが違うものもありま

す。加工のための色々な工程を覚えることには苦労しまし

たが、それらの工程を覚えたことで、さまざまな製品に携わ

れていることに私はやりがいを感じています。

働きやすい環境づくりに力を入れています。1999年から禁煙の取り組みを始

め、2003年からは社内全面禁煙を続けています。残業時間をさらに削減できる

よう毎月一人一人の残業時間を集計・管理しており、昨年の平均は月12.6時間で

した。また、新年会や社員旅行などの行事があり、社員同士で交流を深める機会

もあります。

社員の働きやすい環境づくり

2019年入社　
女性

シンワ株式会社 不織布製造販売 株式会社トーヨ 業種社名 製紙

Q.子どものころの夢は?
A.仮面ライダー
Q.仕事に就いた理由?
A.製紙関係の仕事に就きたいと思っていた
Q.必要な資格は?
A.玉掛け、第2種酸素欠乏危険作業主任者、5t未
A.満クレーン・フォークリスト等、会社で取得可能
Q.うれしかったことは?
A.初めての給料を貰ったこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.仕事に慣れるまでが大変

□〒799-0111 
　四国中央市金生町下分1952-1
□代表取締役社長　長野　良三
□資本金　9,825万円　
□電話　0896-56-1115
　FAX　0896-58-0702
□創業：1949年　
□従業員数：200名
https://toyo-paper.co.jp/

株式会社トーヨでは主に古紙を原料とした
「原紙」と呼ばれる、トイレットペーパー、タ
オルペーパーなどの紙製品の基となる大
きな紙のロールを製造しています。その
他、お祝い等の金封に使われる奉書紙を製
造しており、奉書紙の分野では全国トップ
クラスの生産量と市場シェアを誇ります。

2019年入社　
参鍋　和輝

募集内容

募集内容

待遇・福利厚生

会社情報

給　　与 基本給155,000～160,000円　別途手当有
勤務時間

休日・休暇 【常昼】113日　【三交替】約103日　※社休日有（年末年始・ＧＷ・夏季休暇・
地方祭）、有給・特別有給有

待　　遇 昇給 / 年 1 回　賞与 / 年 2 回　加入保険 / 健康・厚生年金・雇用・労災　
給食福祉手当・住宅手当・通勤手当・子ども手当・退職金制度など　社員寮
完備・資格取得支援制度有・フィットネスクラブ法人会員

【常昼】8：00～17：00　【三交替】7：00～15：00（一勤）・15：00～
23：00（二勤）・23：00～7：00（三勤）　3日勤務1日休

募集人員

勤 務 地

内　　容

株式会社トーヨ本社（四国中央市）

生産技能職

抄紙機・機械のオペレーター（３交替）

詳　　細

生産技術職（設備改善課）

工場内の設備・機械のメンテナンス（常昼）

高等学校　全学科応募可能 高等学校　工学科（電気・機械系）応募可能

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

会社に入って、病院やスーパー等、各商業施設でトーヨの製品

が使われているのを知り、大勢の方がそれらの製品を使ってく

れている事にやりがいを感じます。これから、もっと多くの人に

トーヨの製品を知ってもらえるように、より良い製品作りに微力

ながら貢献していき、少しずつではありますが自分の成長にも

繋げていきたいと思います。

トーヨはユースエール認定企業です。2017年に取得した時は、県内5社目でした。残業

時間は少なく、有給消化率は80％以上と働きやすい環境です。さらに、生活必需品であ

るトイレットペーパー、タオルペーパーが主力商品のため、景気の良し悪しに左右されに

くく、今後も安定した需要が見込まれます。

私の
やりがい

ユースエール認定企業
2年連続更新

大勢の方が、わが社の製品を
使ってくれている
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事業内容

業種社名

募集内容

待遇・福利厚生

募集人員

勤 務 地

内　　容

詳　　細

給　　与 
勤務時間
休日・休暇

待　　遇

会社情報

Q&A

我が社の
ここが一番

私の
やりがい

業種社名

Q.子どものころの夢は?
A.パティシエ
Q.仕事に就いた理由?
A.高校卒業後、早く仕事をして親孝行をし
たかった

Q.必要な資格は?
A.特にない（私は普通車免許のみ）
Q.うれしかったことは?
A.少しずつ任される仕事が増えたこと
Q.仕事で大変だったことは?
A.何もかも初めての仕事で、一人で素早
く作業することに慣れること

□〒799-0112
　四国中央市金生町山田井171番地1
□代表取締役社長　服部　正和
□資本金　8,350万円　
□電話　0896-58-3005
　FAX　0896-58-3306
□創業：1950年　
□従業員数：186名
https://www.hattoripaper.co.jp

当社は創業から100年を越える老舗家庭
紙メーカーです。家庭用紙製品(ウエット
ティッシュ・キッチンペーパー）及び化粧品
（フェイスマスクシート）を製造しています。

本社または、新工場（令和3年秋完成予定：四国中央市内）

マシーンオペレーター
クリーナー製造機への原紙かけ
機械調整

ウエットクリーナー加工員
除菌クリーナー等の検品
箱づめ

高等学校（学科不問）

基本給 オペレーター160,000円 加工員155,000円 中途採用は別途 

年間休日107日　弊社休日カレンダー有（有給休暇・特別休暇）

昇給／年2回（4月と10月）　賞与／年2回（7月と12月）
加入保険／健康・厚生年金・雇用・労災　通勤手当・家族手当・退職金制度
有　資格取得支援制度有（フォークリフト他）

8：20～17：20　　

入社研修後、除菌ウエットクリーナーを製造している部

署に配属になりました。自分たちの作った製品が、全国

の小売店で販売されています。休日、買い物に出かける

と、実際に購入されるお客様を見かけることも多く、良

い商品を作っている実感がもてます。現在、必要とされ

ている除菌クリーナー等の製品供給の為に貢献できるよ

う頑張りたいです。

豊かな地球環境を未来に残すため、水を電気分解してできる「電解水」を利用した商

品を独自開発。使う人にも環境にもやさしいクリーナーやフェイスマスク、キッチン

ペーパーなど数多く製造しています。近年、環境意識の高い海外でも人気をあつめて

おり、新しい商品づくりにも取り組んでいます。

「電解水」の力で
豊かな地球環境を守る

自分の作った製品が

2020年入社　
女性

服部製紙株式会社 紙製品製造・製紙 丸住製紙株式会社 紙・パルプ製造など

Q.子どものころの夢は?
A.プロ野球選手
Q.仕事に就いた理由?
A.いろいろな紙を作っているのが、面白そ
A.うだと思った
Q.必要な資格は?
A.クレーン運転士・玉掛け・酸欠・硫化水素危
A.険作業主任者
Q.うれしかったことは?
A.初任給と初ボーナス
Q.仕事で大変だったことは?
A.テスト品など初めての仕事はとても頭を使う

□〒799-0196 
　四国中央市川之江町826番地
□代表取締役社長　星川　知之
□資本金　12億円　
□電話　0896-57-2219
　FAX　0896-57-2290
□創業：1919年　
□従業員数：662名
https://www.marusumi.co.jp/

①．新聞用紙、出版・印刷用紙、情報用紙、
　 包装用紙、クラフトパルプの製造販売

②．再生可能エネルギーによる発電および
　 電気の販売

2018年入社　
石川　智大

募集人員

勤 務 地

内　　容

本社工場（大江工場・川之江工場）四国中央市

設計スタッフ

プラントの保全・メンテナンス（機械、電気・計装）

詳　　細

製造スタッフ

プラントオペレーション（紙、パルプ、発電・ボイラー等）

高等学校　普通科・工業科卒　応募可能 高等学校　普通科・工業科卒　応募可能

給　　与 基本給170,000円～　※各種手当（引継・通勤・家族・時間外・深夜・休日出勤）

勤務時間

休日・休暇 年間休日：104日、年次有給休暇 （初年度15日付与、半日年休制度あり）、
慶弔休暇 他　（※弊社休日カレンダー有）

待　　遇 昇給 / 年 1 回　賞与 / 年 2 回　加入保険 / 健康・厚生年金・雇用・労災　
通勤手当・家族手当・退職金制度など　社員寮完備・資格取得支援制度有

プラントの保全・メンテナンス　8:00～17:00　プラントオペレーション業務
①7:00～15:10　②15:00～23:10　③23:00～翌7:10（4直3交替勤務）

募集内容

待遇・福利厚生

会社情報

Q&A

事業内容我が社の
ここが一番

私が所属しているのはコミック用紙や包装用紙・衛生用紙を

生産している部署です。なので、普段生活している中で自分

が携わった紙が印刷や加工した製品となって販売されてい

たり、お店などで使われてるのを見ると「あ～これ、あのとき

の苦労した紙やけど、ちゃんと製品になっとるわぁ」と思い、頑

張ったかいがあったなと思います。

自分が携わった紙が、
製品となり販売されている

愛媛に本社と生産拠点をもつ紙の製造メーカーです。工場には大きなプラントが複数あり、環

境負荷を低減しつつ原料から最終製品まで一貫した生産体制をとっています。また最近では衛

生用紙分野にも進出すると共に、紙以外では再生可能エネルギーの販売、バイオマス由来の

新素材「セルロースナノファイバー」に関する研究開発など、持続可能な社会を目指し新たな分

野へもチャレンジしています。

私の
やりがい

既存事業を大切にしながら、
新たな分野にも挑戦！
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やまと印刷株式会社 業種社名 印刷

事業内容

Q.子どものころの夢は?
A.消防士
Q.仕事に就いた理由?
A.地元の産業に貢献したかったから
Q.必要な資格は?
A.推奨　普通自動車免許証・フォークリフト
Q.うれしかったことは?
A.自分の意見が採用されることが多くなり
A.自身の成長が実感できたとき
Q.仕事で大変だったことは?
A.一人で仕事をこなせるようになるまでが
A.大変でした

□〒799-0101 
　四国中央市川之江町2529-222
□代表取締役社長　石川　慎一郎
□資本金　1,200万円　
□電話　0896-58-2053
　FAX　0896-58-2750
□創業：1918年（大正7年）1月　
□従業員数：95名
  （グループ国内合計149名）
http://ty-print.co.jp

紙のまち四国中央市で印刷会社として
1918年（大正7年）に創業。今では印刷
だけでなく、カレンダーやメモ、付箋といっ
た紙製品、包装用のフィルム製品の製造を
行なっています。

2012年入社　
守谷　優弥

会社情報

Q&A

事業内容

給　　与 日給7,000円　基本給153,300円　月末締め　翌月7日

勤務時間
休日・休暇 日、祝、会社指定土曜日

待　　遇 2年に１度の社員旅行あり
勤務3年以上より子供の育英資金制度あり
夏期休暇4～5日、年末年始休暇５～7日あり　

8：15 ～17：00

待遇・福利厚生

募集内容

募集人員

勤 務 地

内　　容

紙製品事業部、フィルム包装事業部（いずれも四国中央市）

印刷オペレーター 加工機オペレーター
オフセット印刷 ( 紙製
品)、グラビア印刷(フィ
ルム製品 )

断裁・製袋・製本 ( い
ずれも紙製品 )

詳　　細

製袋機オペレーター
製袋機を扱う ( フィル
ム製品 )

印刷機を扱います。メモ帳
やカレンダー、ポリ袋に印
刷をするお仕事です。

印刷されたポリを袋にす
るお仕事です。主に日用
品 ( マスクや文房具な
ど )の袋をつくります。

印刷されたものを規定
サイズに切り、お年玉袋
やメモ帳などに加工し
ます。

お知らせ

我が社の
ここが一番

地元が「紙のまち」ということもあり、地域産業に貢献できるこ

とが大きなやりがいですが自分が関わった商品が多くの人

の手に渡る事にも楽しみを感じます。得意先の意図を限られ

た情報でくみ取るのは大変ですが、多くの商品にかかわるこ

とで技術や知識の向上、さらに自信にもつながっています。

成長とやりがい

「失敗を恐れずチャレンジし成長すること」「失敗に対して周囲がしっかりサポートする

こと」を全員が大切にしています。即戦力ではなく、0から当社のカラーでじっくり成長

することを目指して欲しいです。

私の
やりがい

失敗を恐れるな！






