
医療機関・福祉サービス

【ＨＩＴＯ病院】〒799-0121 四国中央市上分町788-1
　　　　　　 人事課  鈴木将也／☎0896-59-6380
【健　康　会】〒799-0121 四国中央市上分町732-1
　　　　　　 健康会本部 次長　吉田英生／☎0896-58-4970
【愛　美　会】〒799-0121 四国中央市上分町乙8-2
　　　　　　 事務 副主任　渡邉圭介／☎0896-58-0180

石川ヘルスケアグループ（HITO病院・健康会・愛美会）

地域へ元気を発信し、人・医療・介護・地域を支える仕事です。
（社医）石川記念会ＨＩＴＯ病院、（福）愛
美会、（医）健康会の3法人から成るグ
ループです。この3法人で、地域の医
療・介護・福祉を支えています。
働く人を支えるための福利厚生も充実
しています！

・事務職（医療事務・人事・経理・
 広報など）
・介護職員
・社会福祉士、生活相談員
・看護職員
・管理栄養士

職員数／1,250名（20.02）
【HITO病院】http://hitomedical.co-site.jp/
　　　　　　 info-biz@hito-medical.jp
【健　康　会】https://kenkou-kai.jp/
　　　　　　 yoshida@kenkou-kai.jp
【愛　美　会】http://www.aibikai.jp/
　　　　　　 watanabe.keisuke@aibikai.jp

文系 理系 短大 専門

紙・パルプ

〒799-0111 四国中央市金生町下分681
管理部 総務・人事課  緒方／☎0896-58-1010

イトマン（株）

明治10年創業。古紙に命を吹き込むリサイクルメーカー。
当社は昭和47年から古紙パルプを原料
として使い、衛生用紙（家庭紙）を製造し
ているリサイクル製紙メーカーです。
法人と呼ばれるオフィスや店舗、交通機
関やホテルなどで使用される業務用に
注力しています。

【製造技術職】
製造ラインのオペレーターとし
て設備の維持管理・改善
【総合職】
営業活動、もしくはものづくり
である生産管理業務等に従事

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／2億4,000万円（19.08）
社員数／152名（19.08）
売上高／45億750万円（19.08）
https://e-itoman.jp/
　 ogata@e-itoman.jp

建設

〒799-0404 四国中央市三島宮川4-2-18
総務部  久保本悦治／☎0896-24-4435

井原工業（株）

四国を支える愛媛県トップクラスのゼネコン（総合建設業）
創業100年を迎える県内屈指の総合建
設業です。
土木工事や建築工事を一式で発注者か
ら請負い、工事全体の取りまとめを行う
仕事です。

■施工管理（土木・建築）
発注者との打ち合わせ、現場管
理・監督業務
■営業職
発注者（公共・民間）の要望を捉
え、提案し受注

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／7,500万円（20.02）
社員数／84名（20.02）
売上高／91億円（19.06）
http://www.iharakogyo.co.jp/
　 kubomoto_etsuji@iharakogyo.co.jp

紙・パルプ

〒799-0431 四国中央市寒川町4765-11
総務部総務課  高橋侑希／☎0896-25-2022

エリエールプロダクト（株）

暮らしのそばに寄り添う「エリエール」商品
紙おむつ、生理用品、ウェットティシュ
ーなど、生活に寄り添う「エリエール」製
品を生産しています。
当社独自の生産設備と徹底した品質
管理により信頼され続けるブランドで
あるよう努めています。

【事務系総合職】
総務・人事・経理など担当

【技術系総合職】
化学・電気・機械系スタッフ

文系 理系

資本金／3,000万円（20.02）
社員数／938名（20.02）
売上高／496億円（18.03）
http://www.elleair-product.com/
　 recruit.epr@daiogroup.com

商社（紙・パルプ）

〒799-0404 四国中央市三島宮川2-7-11
総務部  松木 洋／☎0896-24-4425

石﨑商事（株）

紙の総合商社。創業200年に向けて！
当社は、明治元年に創業。一昨年150
周年を迎えました。
昨年、6代目社長も就任し、200周年に
向けて共に歩んでいく、新たな仲間を
募集中です！

商社営業職
（得意先・仕入先様ご訪問）
※法人対象 新規・既存両方とも

資本金／4,500万円（20.02）
社員数／57名（20.02）
売上高／61億1,755万円（18.11）
http://www.ishizakicorp.co.jp
　 matugi-h@ishizakicorp.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士
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機械

〒799-0403 四国中央市三島朝日2-20-2
総務部  豊田裕也／☎0896-23-4188

岡田電機（株）

IT時代の更なる加速に真っ向から挑む。
1948年創業以来、お客様から様々な
新しいご要望にお応えして参りました。
その過程で築き上げた電気制御に関す
る技術、システムは、産業界で高評価を
受け国内外、約４２カ国の産業用機械で
貢献しております。

【技術系総合職】
自動制御盤の設計、製造、施工を
行います。
【事務系総合職】
営業、総務、一般事務を行います。

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／9,600万円（20.01）
従業員数／68名（20.01）
売上高／19億円（19.08）
http://www.okadadenki.com/
　 yuya.t@okadadenki.com

放送

〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-48
総務部  山下博史／☎0896-24-0130

（株）四国中央テレビ

町中がスタジオ、市民が主役をモットーに地域の話題を発信
全市に敷設したCATV網を通じて、多彩
な専門番組と地域情報番組や、市内全
域での高速通信環境を提供し、市民生
活の安全・安心をサポートする。

【総合職】
営業職、自主番組制作・放送、シ
ステム、カスタマー、総務・経理

資本金／3億円（20.02）
従業員数／54名（20.02）
売上高／9億646万円（19.03）
https://www.cosmos-network.jp/
　 h.yamashita@s-tv.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

サービス（その他）

〒799-0422 四国中央市中之庄町1692
業務部  鈴木 稔／☎0896-24-2246

三共オートサービス（株）

全国一の紙関連出荷額の四国中央市を自動車整備業で支えます。
乗用車、商用車、貨物、重機全メーカー
の新車、中古車販売及び車検をはじめ
とするカーメンテナンス業務を主業務
としています。顧客は、大王製紙㈱及び
関連企業、地元企業、一般顧客です。ハ
イクオリティーが売りの会社です。

総合職：乗用車及び大型トラッ
クの営業
整備士：乗用車及び大型トラッ
クの車検・修理・板金塗装

資本金／2,000万円（20.04）
社員数／86名（20.04）
売上高／41億5,038万円（19.03）
http://www.sankyo-auto.co.jp/
　 m-suzuki@sankyo-auto.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

官公庁・警察

〒799‐0497 四国中央市三島宮川4-6-55
総務部人事課人事係  亀井英明／☎0896-28-6004

四国中央市役所

市民一人ひとりのしあわせづくりの応援
四国中央市は、現在「あったかな四国中
央市」を目標に、市民にやさしいまちづく
りに向けた施策を展開しています。業務
の裾野はとても広く、決まった定型的な
業務ばかりでなく、創造性が求められる
やりがいある仕事です。

一般事務職、消防職
技師（土木・建設・機械）
専門職（保健師・社会福祉士／精
神保健福祉士・保育士／幼稚園
教諭・言語聴覚士・心理判定員）

職員数／912名（19.04）
一般会計（歳出）／414億9,628万円（18）
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/index.html
　 jinji@city.shikokuchuo.ehime.jp

文系 理系 既卒高専 修士

その他メーカー

〒799-0113 四国中央市妻鳥町249-2
業務部  中田、曽根／☎0896-58-1100

シンワ（株）

不織布を通して人々の快適な暮らしの実現に貢献していきます
シンワでは不織布（ふしょくふ）という素材
を50年以上生産しています。
機械加工や化学合成により繊維同士を結
合させて作る不織布は、マスクやふきん・
自動車など私たちの生活のいろいろな場
面で活躍しています。

営業（企業向け）
生産技術（不織布の製造）
開発（製品の企画・設計）
品質管理（試験、文書管理、ク
レーム回答書の作成など）
業務（出荷手配、購買など）

資本金／4,800万円（20.01）
社員数／268名（20.01）
売上高／97億円（18.12）
http://www.shinwacorp.jp/recruit
　 saiyo@shinwacorp.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

海運

〒799-0402 四国中央市三島紙屋町7-35
総務部  梅木翔太／☎0896-24-9201

大王海運（株）

～運ぶのは心、こころを世界へ～
海を舞台にワールドワイドな事業を展
開しています。当社の強みは効率の良
さと環境にも配慮した「海陸複合一貫
輸送」です！！また、外航海運・内航海運
に関連した船舶管理業なども行ってい
ます。

総合職
一般職

資本金／4,800万円（20.02）
従業員数／145名（19.02）
売上高／233億円（19.03）
http://www.daio-kaiun.com/data/index.html
　 recruit@daio-kaiun.com

「エリエール」大王製紙は人々を支える紙を生産しています！
新聞用紙、段ボール原紙など産業を支
える素材から、赤ちゃんからご高齢の方
まで生活のあらゆるシーンを支える
ティシュー、ベビー用紙おむつ等のパー
ソナルケア商品に至るまで幅広い分野
で事業を展開しています。

【技術系総合職】
機械、電気・電子、化学
【事務・営業系総合職】
営業、企画、コーポレート

資本金／428億5,900万円（19.03）
従業員数／【連結】10,551名（19.03）
　　　　　【単独】2,651名（19.03）
売上高／【連結】5,339億円【単独】4,107億円（19.03）
https://www.daio-paper.co.jp/
　 recruit@daiogroup.com

紙・パルプ

〒799-0492 四国中央市三島紙屋町628
人事部  北野／☎03-6856-7505

大王製紙（株）

文系 理系 既卒高専 修士

紙・パルプ

〒799-0101 四国中央市川之江町379
石川清子／☎0896-58-8881

江南ラミネート（株）

【四国で一番愛される会社をめざして】日々漸進しています！
『紙のまち』で紙産業の一部を支える誇
りを胸にラミネート加工品を全国へ！
いい会社づくりプロジェクトも始動。
社員一人ひとりの人間力向上をめざし
無限に広がる紙の可能性を提案し続け
四国で一番愛される会社になります！

【総合職】
生産品質管理、業務管理
【技術職】　オペレーター
・ラミネート加工機
・ワインダ―加工機
【一般事務職】

資本金／3,000万円（19.10）
従業員数／46名（19.10）
売上高／18億7,600万円（19.10）
http://www.kounanlaminate.co.jp/
　  kiyoko-ishikawa@kounanlaminate.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

信用金庫・労働金庫・信用組合

〒799-0111 四国中央市金生町下分1089-1
総務部 村上晃一／☎0896-58-1300

川之江信用金庫

「地域とともに　あなたとともに。」
信用金庫法に基づく
①預金・定期積金の受入
②資金貸付及び手形割引
③為替取引
④国債・地方債・政府保証債等の取扱
⑤各種公金取扱及びこれらに付帯する業務

【総合職】営業店における金融業
務全般（主に預金・融資）に携わ
り、将来管理職を目指します。
【一般職】「当金庫の顔」として営
業店の窓口業務（お客様対応）
や後方支援事務を行います。

資本金／2億1,0００万円（19.09）
社員数／70名（20.02）
預金残高／822億3,900万円
融資金残高／382億5,300万円（19.09）
https://www.kawanoe-shinkin.co.jp
　 kawashin001@festa.ocn.ne.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

商社（紙・パルプ）

〒799-0404 四国中央市三島宮川1-2-27
総務部  本田貴大／☎0896-23-5400

カミ商事（株）

紙の可能性を追求する
当社は紙、板紙、家庭紙、パルプなど紙に
関係する商品を販売しています。
ティッシュ「エルモア」や段ボール、大人
用紙おむつなど人々の生活に密着した商
品を中心に四国中央市から全国に向けて
販売しております。

【総合職：全国転勤有り】
営業（得意先法人中心）、開発
企画、総務、経理など
【一般事務職：本社勤務】
事務

資本金／4,800万円（20.02）
社員数／210名（20.02）
売上高／1,079億円（19.06）
http://www.kamisyoji.co.jp
　 takahiro.honda@ellemoi.co.jp

文系 理系 短大 既卒修士



文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

紙・パルプ

〒799-0112 四国中央市金生町山田井171-1
総務部  髙井／☎0896-58-3005

服部製紙（株）

創業から100年を越える老舗家庭紙メーカー
強酸性電解水を化粧品新規原料とし
て承認を得る等、家庭紙だけでなく常
に新しい分野に挑戦しています。
環境に優しい商品創りを目視してい
ます。

総合職（営業職・品質管理・設計
開発・生産管理）
技術職（マシンオペレーター）

資本金／8,400万円（20.02）
社員数／166名（20.02）
年　商／45億円（19.08）
http://www.hattoripaper.co.jp
　 takai@hattori.kami.ne.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

建設

〒799-0101 四国中央市川之江町2250
総務部  井原 誠／☎0896-58-2426

尾藤建設（株）

人と自然の調和を重視し、ふるさとづくりに貢献する
・建設工事の設計・施工
・建設用地の調査・測量・開発
・住宅新築・リフォーム等
・不動産業

【充実した内容の福利厚生制度あり】

技術職（施工管理）
主な仕事は建設現場において責
任者として品質・安全・原価・工程
管理など施工計画に沿って工事
を進める業務が中心。
【資格取得支援・奨学金制度あり】

資本金／6,000万円（20.02）
社員数／28名（20.02）
売上高／29億4,670万円（19.04）
https://bitoh.co.jp/
　 makoto@bitoh.co.jp

文系 理系

紙・パルプ

〒799-0196 四国中央市川之江町826
総務人事課 鈴木 茂／☎0896-57-2222

丸住製紙（株）

新聞・出版・印刷・情報・包装用紙の製造・販売
新聞用紙や雑誌、広告チラシ等幅広い用
途に使用できる印刷用紙を製造販売し
ています。また、再生可能エネルギー関
連事業や農業分野への参入、新素材セル
ロースナノファイバーの開発など、新事業
への取り組みを積極的に行っています。

【技術系総合職】
抄紙・パルプ製造の生産・品質・
設備管理、自家発電設備管理他
【事務系総合職】営業、原材料調
達、抄造加工依頼業務、物流管
理、本社管理他

資本金／12億円（20.02）
従業員数／664名(20.02)
売上高／630億円（18.11）
https://www.marusumi.co.jp/
　 jinji@marusumi.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

紙・パルプ

〒769-1617 香川県観音寺市大野原町青岡172-3
人事部 石川雄大／☎0875-27-6494

（株）富士印刷

印刷メディアの最大領域へ
紙の可能性は無限大
紙の印刷・加工と言えども種類は豊富。
あなたの知らない紙の世界へどうぞい
らっしゃいませ…これからモノづくりと
出会うあなたへ。印刷の世界に足を踏み
入れてみませんか？

【総合職】
営業・営業補佐
【専門職】
印刷機オペレーター・紙加工ス
ペシャリスト

資本金／1,000万円（20.02）
社員数／53名(20.02)
売上高／6億3,855万円（19.09）
http://fuji-print.jp/wp/
　 yuudai2@fuji-print.jp

文系 理系 専門 高専 修士

紙・パルプ

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル5Ｆ・6F
経営企画本部 人事総務部 人事課 岡田／☎06-6228-1333

（株）リブドゥコーポレーション

「生きるチカラを応援する」会社です！
「介護」と「医療」という2つの領域で事
業を展開している、日本でも数少ない企
業です。介護分野では「大人用紙おむ
つ」、医療分野では「手術準備キット」の
製造および販売を中心に行っています。

【総合職】
営業、技術、商品開発、開発・品
質、専門スタッフ

資本金／7億7,324万円（19.06）
社員数／1,129名（20.02）
売上高／460億円（19.06）
https://www.livedo.jp/
　 recruit@livedo.jp

物流・倉庫

〒799-0403 四国中央市三島朝日1-11-45

総務部 総務課  古川、山﨑／☎0896-24-7737

ダイオーロジスティクス（株）

四国内物流業売上トップクラスを誇る大王製紙グループの物流企業
「エリエール」でおなじみ大王製紙の紙
製品の「保管」・「荷役」・「輸送」を担ってい
ます。
トラック・船・JR等あらゆる手段を手配
し、全国へ安全かつスピーディーな輸送
を行っています。

・物流事務職（総合職）
・物流事務職（一般職）
・リフトオペレーター
・大型トラックドライバー

資本金／3,000万円（20.02）
従業員数／550名（20.02）
売上高／473億円（19.03）
http://www.daio-logistics.co.jp/
　 yukinori.furukawa@daiogroup.com
　 nozomi.yamasaki@daiogroup.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

プラント・エンジニアリング

〒799-0101 四国中央市川之江町910
総務部  菰田（こもだ）／☎070-5681-7095

（株）大昌鉃工所

先進技術を駆使したプロジェクトで・タノシク・ハタラク！！！
高機能シート・フィルム関連機械メーカー
です。「将来性のある優良中小企業」に与え
られる「グッドカンパニー大賞」を四国中央
市で初めて受賞しました。オンリーワンの
技術力を持つ特殊紙機械メーカーのTOP
企業で安定した財務内容が強みです！

営業職
技術職（機械設計/開発業務、製
造工程全般の管理業務、購買管
理、資材発注業務、機械加工、機
械組立）

資本金／2,000万円（20.02）
従業員数／125名（20.02）
売上高／80億円（20.07）
http://daisho-iw.com
　 daisho015@daisho-tekkosho.co.jo

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

プラント・エンジニアリング

〒799-0401 四国中央市村松町930-2
総務部総務課  宮岡孝幸／☎0896-23-9129

ダイオーエンジニアリング（株）

『エリエール』ブランドでお馴染みの大王製紙グループ企業です。
大王製紙グループにおける唯一のプラ
ントエンジニアリング会社です。
■工場設備の保全・施工管理、工場全体
の保全コンサルティング
■環境リサイクル設備の開発・設計・施工
■大規模リサイクルプラントの提案

【技術スタッフ】
・大型製紙設備の保全・施工管理
・環境リサイクル設備、ICタグ関連の
開発・設計
【営業スタッフ】
当社設備（環境リサイクル等）の販売

資本金／6,000万円（18.03）
社員数／567名（20.01）
売上高／138億円（19.03）
https://www.daio-eng.co.jp
　 t-miyaoka@daio-eng.co.jp

文系 短大 専門 既卒高専 修士理系

紙・パルプ

〒799-0111 四国中央市金生町下分1952-1
総務部長 石川詔治・総務部総務課 高橋陽子・大森敦詞
／☎0896-56-1115

（株）トーヨ

「一枚の紙にどれだけの付加価値をつけることができるか」
TPやタオルペーパーなどの紙製品を、
製造・販売を中心に、奉書紙の分野では
全国トップクラスの生産量とシェアを誇
っています。

生産技術職　　　　　　　　　
生産技能職（3交替）

資本金／9，825万円（20.01）
従業員数／202名（20.01）
売上高／83億9,700万円（19.12）
http://www.toyo-paper.co.jp/
　 soumuka@toyo-paper.co.jp

文系 理系 専門 既卒高専 修士短大

文系 理系 短大 専門 高専 修士

紙・パルプ

〒799-0101 四国中央市川之江町156
総務部  三木慎一郎／☎0896-58-3373

三木特種製紙（株）

あらゆる素材をシート化する、特殊紙・不織布の製造販売業
天然繊維、合成繊維、その他とてもシー
ト化できないような素材でもシート化す
る高い技術力があります。
国内だけでなく、直接海外企業と取引で
き、グローバルなネットワークを持つ企
業です。

製造技術職（紙・不織布の生産）
研究開発職
営業職（国内・海外）
事務職（営業事務・総務事務）
IT関連職

資本金／5,000万円（20.02）
社員数／185名（20.02）
売上高／69億3,300万円（19.07）
http://www.mikitoku.co.jp/
　 shinichiro@mikitoku.co.jp
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