
商社（食品・農林・水産）

〒792-0022 新居浜市徳常町8-47
総務課  山下幸徳／☎0897-33-8960

愛媛東部ヤクルト販売（株）

愛媛県のみなさんのご家庭に、健康と笑顔をお届けいたします！
【乳酸菌飲料・発酵乳・果汁・清涼飲料
麺類・化粧品販売】
私たちは和と協力の精神で、全員の力
を結集し、お客様にとって、社会にとっ
て従事者にとって良い会社にすること
を目標にしています。

総合職（営業職）資本金／5，0００万円（20.01）
社員数／61名（20.01）
売上高／11億1,000万円（19.03）
http://ehimetobu-yakult.com/
　 koutoku_yamashita@yet.co.jp

文系 理系

物流・倉庫

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-36
人事勤労本部  安藤菜々恵／☎0897-33-0138

一宮運輸（株）

物流だけじゃない！製造も請負う総合物流企業です！
安全輸送を確保する「運行管理」、貿易
に関わる「通関業務」、運ぶに付加価値
を付けた新しい物流のカタチ「３PL」
等の物流事業から化学工場での「製造
業務」まで…多様な業種で幅広い事業
を行う“総合物流企業”です！

【総合職】
運行管理、倉庫管理、
生産管理、通関業務、
総務人事、営業企画、
システム管理など様々な
業務に従事して頂きます。

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／9,000万円（20.01）
社員数／1,549名（20.01）
売上高／255億円（18.12）
http://www.ichimiya.co.jp/tran
　  jinji01@unnyu.ichimiya.co.jp

建設

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
人事・勤労チーム  笠原洋之／☎0897-33-4165

(株）一宮工務店

「人のために 人とともに」人が主役のまち・モノづくりを！
建築／一般建築工事、一般住宅、営繕工事  他
土木／測量、造成、橋梁、道路、港湾  他
設計／設計、管理、コンサルタント、耐震診断  他
エンジニアリング／化学工業プラントの設計、
施工、保全工事  他

【技術職】
・建築、土木現場施工管理
・プラントエンジニアリング
【施工管理、技能工】
【総合職】
・経理、人事、業務、営業

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／8,000万円（20.02）
社員数／200名（20.02）
売上高／163億400万円（19.09）
http://www.ichimiya.co.jp/komten/
　 soumu@komten.ichimiya.co.jp

化粧品

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-1-39
総務人事課  越智 博／☎0897-46-1601

（有）SPC

日本のフェイスマスクはここから始まりました。
化粧品を製造してるメーカーです。主力
商品はフェイスマスクで、日本で有数の
生産量を誇っております。お客様より、
いただきました様々なオーダーにお応
えするべく、生産ラインを随時拡大して
おります。

【企画開発】化粧水等の企画立
案を行います。
【製造】製品専用ラインにてフェ
イスマスクを製造します。
【品質管理】製造工程の管理及
び品質を担保しています。

資本金／300万円（20.01）
従業員数／93名（20.01）
売上高／56億円（19.06）
http://sakura-spc.com/index.html
　  h-ochi@spc17.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士
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情報処理

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
一宮グループセンタービル新居浜４F
業務企画グループ  伊藤義夫／☎0897-35-1309

（株）アイシーシー

一宮グループ国内外２５社のシステム部門全般を支えております
当社は設立以来30年以上、一宮グループ
で実績を積み重ねてきました。
広い分野でネットワークコンピューティ
ングの実現を提供している企業です。
現在、自社開発商品の拡販による新たな
事業展開に挑戦しております。

【プログラマー・Webクリエイター】
建設・化学・物流業界向けの
業務系プログラムの開発、
会計・販 売管 理システムの
保守対応など

文系 理系

資本金／1,000万円（20.01）
社員数／26名（20.01）
売上高／4億2,8００万円（19.03）
https://www.ichimiya.co.jp/icc/
　 icc-saiyo@icc.ichimiya.co.jp

短大 専門 既卒高専 修士
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建設

〒792-0013 新居浜市泉池町3-24
採用担当  池田昭大／☎0897-33-9381

四国竹林塗装工業（株）

塗装工事は見える形で残る、やりがいのある仕事です！
工場等のプラント関連の塗装、ゼネコン
及び工務店等の建築塗装、個人住宅の
塗替え塗装などを行っています。安全・
環境といったことに配慮しつつ、お客様
の財産や資産を美しく長持ちさせるお
手伝いをさせて頂いています。

【現場管理・塗装工】
向上心を持って取り組める仲間
を募集中です。素直でやる気の
ある方を求めています。

資本金／1，5００万円（20.02）
社員数／19名（20.02）
売上高／4億6,200万円（19.01）
http://s-take.jp/
　 akio@s-take.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 高専

食品

〒792-0802 新居浜市新須賀町2-6-16
商品本部  近澤範亮／☎0897-33-2115

クック・チャム四国

作っているのは「ご飯」ではなく、その先の幸せだ。
当社は、日本の食文化と食卓の安全・安
心を守り、家庭のお母さんの味を日本
中にお届けしたいという想いのもと、
「手作りおかずのお店クック・チャム」の
チェーン展開、キットシステムによる食
材の製造・供給を行っています。

【総合職】
店舗勤務・工場勤務など様々な
キャリアステップが選べます。

資本金／500万円（20.02）
社員数／400名（19.11）
売上高／23億2,000万円（19.11）
https://cookchumshikoku.com/
　 chikasawa@cookchum.co.jp

短大 専門

既卒文系 理系 高専 修士

機械設計

〒792-0026 新居浜市久保田町2-1-67
企画管理室  藤田伸容／☎0897-33-4063

（株）興新設計

顧客の信頼を第一に、ものづくりをサポートする機械設計の会社
機械設計をするのは工学系出身者ばか
りではありません。文系出身者も一緒に
なり、それぞれの持ち味を生かし、「柔軟
な発想力と技術力」で自動機械の設計
やプラントなどの大型設備までお客様
の製品設計をお手伝いしています。

機械設計技術職資本金／1,600万円（19.03）
社員数／48名（20.01）
売上高／4億3,800万円（18.04）
http://www.koshin-n.co.jp
　 n.fujita@koshin-n.co.jp

短大 専門

福祉サービス

〒792-0035 新居浜市西の土居町2-8-12
法人本部  宇野光智／☎0897-31-1775

（福）三恵会

障害者からお年寄り子供まで幅広い福祉サービスを行う事業所
昭和４８年に設立され47年の歴史のあ
る社会福祉法人で、新居浜市、東温市に
おいて、高齢者介護施設、障害者支援
施設、保育所等を経営しています。福利
厚生が充実しており、働きやすく笑顔が
絶えない職場です！！

生活相談員（相談支援業務）
介護職員・生活支援員（利用者
の支援・介護業務）
保育士（０歳～５歳幼児保育）
調理員（集団給食の調理）

資本金／1,000万円（20.02）
職員数／661名（20.01）
売上高／36億8,000万円（19.03）
ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｓａｎｋｅｉｋａｉ.ｃｏｍ/
　 ｍｉｔｓｕｔｏｍｏ.ｕｎｏ＠ｓａｎｋｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ

既卒文系 理系 高専 修士短大 専門

プラント・エンジニアリング

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-2-39
総務部 西村／☎0897-46-3131

（株）中央動力

発電用ボイラー・タービンの総合メンテナンス企業
創業70年、産業のエネルギーを支える
会社です。発電用ボイラー・タービンの
メンテナンスを通じて、ものづくりに必
要なエネルギーの安定供給を支え続け
ています。

技術職
（工事責任者）
（配管更新工事スタッフ）
（機械メンテスタッフ）

資本金／5,000万円（20.02）
社員数／39名（20.02）
売上高／11億2,300万円（19.03）
https://www.cd1.co.jp
　 e_nishi@cd1.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒修士高専

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

専門店（自動車関連）

〒792-0829 新居浜市松木町2-30
採用担当  檜垣茂雄／☎0897-41-1133

東予スズキ販売（株）
（スズキ（株）愛媛県総代理店）

新居浜・西条・四国中央市の地域密着スズキ正規ディーラーです
スズキ株式会社の正規ディーラーとし
て、東予地区に3店舗展開しています。新
居浜市、西条市、四国中央市を主な販売
エリアとしています。創業から80年あま
り、地域に密着してお客様のカーライフ
を支えています。

営業職（自動車販売）
スズキ車の販売、管理顧客のア
フターフォロー（車検・定期点検
等の案内）

資本金／1,000万円（20.02）
社員数／20名（20.02）
売上高／12億6,000万円（19.03）
http://s38205950.suzuki-dealers.jp/
　 higaki.s@toyo-s.sdr.suzuki

医療機関

〒792-0844 新居浜市角野新田町1-1-28
総務課  黒部真理／☎0897-41-2222

（医）十全会 十全ユリノキ病院

あたたかい心、思いやりの心、私たちは心の医療を推進します
急性期と認知症をはじめとした、心と脳の病が
専門の病院です。医師、薬剤師、看護師など多職
種のチーム医療で、患者様にとっての最善の医
療を提供するために日々切磋琢磨しています。
職員のワークライフバランスを大切にする、働
きやすい職場環境づくりに力を入れています。

薬剤師、正看護師、介護福祉士、
ケアワーカー、管理栄養士、
事務

資本金／300万円（20.02）
職員数／243名（20.02）
http://www.juzenhp.jp
　 juzen@juzenhp.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 高専

物流・倉庫

〒792-0011 新居浜市西原町3-5-3
総務部総務課  越智美穂／☎0897-37-2474

住鉱物流（株）

信頼に応える確かな輸送力、技術力
当社は、住友金属鉱山㈱の100％出資
会社として、1958年（昭和33年）に設
立されました。住友金属鉱山㈱で使用
する原材料や生産された各種製品等の
構内物流・港湾荷役等、物流業務全般を
担っています。

総合職（現場操業管理・配船業務）
仕事内容： 設備管理・機械管理・
安全管理・必要書類の作成・労
務および数値の管理・現場オペ
レーター・配船業務

資本金／5,000万円（20.02）
社員数／113名（20.02）
売上高／71億円（19予想）
http://sklco.com/
　 miho.ochi.k7@smm-g.com

既卒

信用金庫・労働金庫・信用組合

〒792-0012 新居浜市中須賀町1-6-37
総務部 白石美穂子／☎0897-37-1313

東予信用金庫

いつでも身近でお手伝い
昭和１３年１１月の創業、共存共栄・相互扶助の精神
を旗印に「中小企業の健全な発展」・「豊かな国民生
活の実現」・「地域社会繁栄への奉仕」を経営理念と
して業務を営んでおります。伝統と信用を基盤として
お客様との「絆」・「地域密着型金融」を推し進め、地域
の皆様方のご期待に沿えるよう取り組んでおります。

総合職
（預金、融資、為替等の金融業務）

資本金／5億4,900万円（20.01）
職員数／91名（20.01）
http://www.toyoshinkin.co.jp
　  toyo-1864@shirt.con.ne.jp

短大 専門文系 理系 高専 既卒修士

プラント・エンジニアリング

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-2-45
総務部  田窪祐二朗／☎0897-46-1160

（株）大石工作所

ものづくりを支え続けるプロフェッショナル集団
１９３８年創業、８０年超の会社です。社
会インフラであるプラントの建設から
メンテナンスまで一貫して行っており、
高度な技術でお客様に安心・安全をご
提供しています。福利厚生も充実、風
通しが良く働きやすい職場です。

【管理技術者】
工事施工、製造、品質、機械設計
等
【技能職】
仕上工、製缶工、配管工、溶接工、
鳶　等

資本金／2，0００万円（20.01）
社員数／45名（20.01）
売上高／17億4,500万円（19.03）
http://ois.gr.jp/
　 saiyo@ois.gr.jp

文系 理系 短大 専門 高専 既卒修士
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文系 理系 短大 専門 高専 既卒

専門店（家電・OA機器）

〒792-0882 新居浜市又野1-1-7
総務部  重見和弘／☎0897-31-1333

(有)永井商會（ソフトバンク/au）

ケータイショップ（ソフトバンク/au）
携帯販売代理店（ソフトバンク/au）
東予地区にてケータイショップを3店
舗運営しています。充実した教育制度
で、安定して成長していける環境があ
ります。

【ショップスタッフ】
ケータイショップでのお仕事で
す。スマホやＩＴの知識が無く
てＯＫ。人と関わる事が好きな
方、人に喜んで貰う事が好きな
方が活躍できます。

資本金／1,000万円（19.06）
社員数／27名（20.01）
売上高／11億8,000万円
http://www.nagasyo.co.jp
　  recruit2018@nagasyo.co.jp

高専

商社（鉄鋼・金属）

文系 理系

〒792-0804 新居浜市田所町4-68
総務部  板倉宏明／☎0897-32-3425

丸重商事（株）

豊かな未来づくりに貢献する
大手非鉄金属メーカーのパートナーとし
て製錬工場のプロセス支援にあたる他、
販売、運輸、金属加工、グループ会社で
は、海運、長距離トラック運送など、幅広
い事業を展開しています。

総合職
（管理、営業、事務等）

資本金／5,000万円（20.02）
従業員数／95名（20.02）
売上高／12億円（18.12）
http://www.marujyu-group.co.jp
　  soumu@marujyu-group.co.jp

機械設計

〒792-0886 新居浜市郷1-15-15
取締役  岩崎里江／☎0897-32-0857

（有）プランテック

設計はものづくりの基本「自分が携わった」が実感できる！
弊社は「誰もがプロフェッショナル」を合
言葉に、機械設計を通してものづくりに
携わってきました。クレーンや化学環境
機械をはじめとする各種機械の設計を、
2次元・3次元CADを使用して提供して
います。

【機械設計製図】
2・3次元CADを使用した各
種機械の設計製図技術を身に
つけたい方、ともに成長して
いこうという方を歓迎します。

資本金／30０万円（20.02）
社員数／8名（20.02）　協力業者／6名
売上高／4,930万円（19.03）
http://www.plantech.jp
　 rie_iwasaki@plantech.jp

既卒理系 高専

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

物流・倉庫

〒792-8505 新居浜市惣開町2-13
管理部  小野英一／☎0897-32-6113

森実運輸（株）

長く続くには理由があります！森実運輸です！
工業都市である新居浜市で127年続
く当社は工場構内での「構内物流」を主
力にそのほか多岐にわたる業務を行っ
ています。社員満足度増大を目指し、手
当の拡充等福利厚生にも力を入れてい
る当社ブースをぜひご訪問ください！

【総合職・一般職】
現場管理監督業務、船舶代理
店業務、通関業務、総務・経理の
管理業務

資本金／3,000万円（20.01）
社員数／649名（19.03）
売上高／95億2,100万円（19.02）
https://www.morizane.co.jp/
　  recruit@morizane.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士地域密着、創業72年のリフォーム専門企業
創業72年の技術を活かし水廻りや増
改築など住まいのお悩みを何でも解決
するリフォーム専門企業です。地域密着
型の経営を目指し「安心・感動・スピー
ド」をモットーに様々なリフォームを提
供しています。

【リフォームアドバイザー（営業）】
店舗・イベントでお客様の悩みを
伺い、解決していくお仕事です。
※飛び込み営業はありません

資本金／1,000万円（20.02）
社員数／34名（19.12）
売上高／10億8,051万円（19.07）
https://www.reform-yoshida.com/
　  yoshida25@yoshida-ypc.jp

住宅（リフォーム）

〒792-0035 新居浜市西の土居町1-3-42
リフォームよしだ 観音寺店  野口陽平／☎0875-25-8850

リフォームよしだ
（（株）よしだ）

その他メーカー

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
人事部  奥田・渡邊／☎0897-33-4171

日泉化学（株）

時代のニーズをカタチに、、モノづくりに一生懸命です！
弊社はプラスチック部品メーカーです。
自動車や電化製品、食品など、世の中で
使用されている様々なプラスチック製
品の研究・開発、原料の製造～製品の製
造～販売まで行っています。

【総合職】
開発、設計、生産技術、品質管
理、営業、経理等

資本金／4億5,000万円（19.01）
社員数／324名（19.01）
売上高／304億円（19.01）
https://nissen-chem.jp/
　 saiyo＠nissen.ichimiya.co.jp
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財団・社団・その他団体

〒792-0025 新居浜市一宮町2-4-8
産業振興部  吉村卓代／☎0897-33-5581

新居浜商工会議所

地域経済の活性化のために働いてみませんか？
時代とともに変化する会員ニーズに対
応しながら、地域活性化事業や事業経
営への支援など、関係機関などと連携
を図りながら幅広い分野で事業を展
開しています。

総務・企画／経営指導業務職員数／14名（20.02）
http://www.niicci.or.jp
　 yoshimura@niicci.or.jp

既卒文系 理系
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官公庁・警察

新居浜市役所

ーあかがねのまち、笑顔輝くー 産業・環境共生都市
新居浜市では、「新居浜愛」あふれる
皆さんの募集をお待ちしております。
「チーム新居浜」の一員になりませんか？

一般事務、技術職（土木、建築、
電気など）、保育士、保健師、消
防士など

職員数／918名（19.04）
http://www.city.niihama.lg.jp/site/saiyou/
　  jinji@city.niihama.lg.jp

〒792-8585 新居浜市一宮町1-5-1
総務部人事課  越智貴大／☎0897-65-1213

機械

【本社】〒792-0868 新居浜市松の木町1-17
【阿島海浜工場】〒792-0896 新居浜市阿島1-5-39
総務課　德永 洋／☎0897-32-2700

萩尾機械工業（株）

製缶・溶接・機械加工・組立・検査での一貫生産・製作システム
最先端の陽子線がん治療器や、世界の
海の生態系を壊さない為の水処理装
置、洋上風力発電など将来のエネルギー
機器等、これから更に需要が高まる製品
を製作しています。

①【生産管理】②【機械加工・溶接
工・製缶工・機械工（組立工）・検査】
・自社で一貫生産、材料手配から
出荷工程までの管理
・様々な職種ある中、希望や適性
に合わせて配属されます。

資本金／2,500万円（17.10）
従業員数／50名（19.11）
売上高／8億6,000万円（19.06）
http://www.hagiokikai.jp/
　 tokunaga@hagiokikai.jp
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金属製品

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-3-21
常務取締役  登尾泰平／☎0897-45-4588

登尾鉄工（株）

鉄を愛し鉄に生きる
【事業内容】大型建築鉄骨製造業
ぜひ当社で何十年も形に残る大きなも
のづくりしてみませんか。
【業務実績】
坊っちゃんスタジアム・アエル松山・愛
媛大学 医学部棟・松山空港

【工務】工事、工場製作の管理
【事務】会社内事務、図面手直し
【組立工】工場内鉄骨組立作業
【溶接工】工場内溶接作業
【現場指揮者】建設現場で指揮

資本金／2,000万円（20.01）
社員数／38名（20.01）
売上高／24億8,000万円（19.01）
http://www.noborio.co.jp/
【採用情報】http://www.noborio.co.jp/recruit/
　 taihei@noborio.co.jp
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