
出展者一覧

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

（株）アイシーシー
一宮運輸（株）
（株）一宮工務店
（有）SPC
（株）大石工作所
（株）尾崎設計事務所
（株）興新設計
（福）三恵会
四国竹林塗装工業（株）
（医）十全ユリノキ病院
住鉱物流（株）
（株）中央動力
東予信用金庫
東予スズキ販売（株）
（有）永井商會
新居浜市役所
新居浜商工会議所
日泉化学（株）
登尾鉄工（株）
（株）ハートネットワーク
萩尾機械工業（株）
（有）プランテック
丸重商事（株）
森実運輸（株）
（株）よしだ

（株）アドバンテック
安藤工業（株）
（株）イナミコーポレーション
エース住宅（株）
（株）大亀製作所
関西化工（株）
（福）亀天会
（株）建将
西条市農業協同組合
西条市役所
西条商工会議所
（株）ジェイコム
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物流・倉庫
建設
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プラント・エンジニアリング
機械設計
機械設計
福祉サービス
建設

医療機関
物流・倉庫

プラント・エンジニアリング
信用金庫・労働金庫・信用組合
専門店（自動車関連）
通信・インフラ
官公庁・警察
その他団体
化学

金属製品
放送

金属製品
機械設計

商社（鉄鋼・金属）
物流・倉庫

住宅（リフォーム）

金属製品
建設

陸運（貨物・バス・タクシー）
不動産
鉄鋼

環境・リサイクル
福祉サービス
建設

農業協同組合（JA金融機関含む）
官公庁・警察
その他団体
福祉サービス
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周桑農業協同組合
（福）聖風会
（株）大屋
大屋不動産（株）
（株）田窪工業所
（株）トップシステム
フジボウ愛媛（株）
フジワラ化学（株）
（株）フラスコ
（株）宮嶋組
（株）菱進テック（ふじグループ）
黎明機械科技（株）
ロッキー産業（株）

石川ヘルスケアグループ（石川記念会・愛美会・健康会）
石﨑商事（株）
井原工業（株）
岡田電機（株）
カクケイ（株）
カミ商事（株）
川之江信用金庫
川之江造機（株）
（株）岸製作所
江南ラミネート（株）
三共オートサービス（株）
四国中央市役所
（株）四国中央テレビ
シンワ（株）
大王海運（株）
大王製紙（株）
ダイオーエンジニアリング（株）
ダイオーロジスティクス（株）
（株）大昌鉃工所
（株）トーヨ
服部製紙（株）
尾藤建設（株）
（株）富士印刷
三木特種製紙（株）
やまと印刷（株）

農業協同組合（JA金融機関含む）
福祉サービス
ドラッグストア
不動産
金属製品

プラント・エンジニアリング
その他メーカー
建材・エクステリア

精密機器
建設

半導体・電子・電気機器
金属製品

アミューズメント

医療機関・福祉サービス
商社（紙・パルプ）

建設
機械

紙・パルプ
紙・パルプ

信用金庫・労働金庫・信用組合
機械
機械

紙・パルプ
サービス（その他）
官公庁・警察
放送

その他メーカー
海運

紙・パルプ
プラント・エンジニアリング

物流・倉庫
機械

紙・パルプ
紙・パルプ
建設

印刷・印刷関連
紙・パルプ

印刷・印刷関連

新居浜市
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西条市
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四国中央市
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（株）尾崎設計事務所
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（株）大石工作所
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（株）一宮工務店
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一宮運輸（株）
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（株）アイシーシー
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（医）十全ユリノキ病院
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四国竹林塗装工業（株）
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（福）三恵会
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（株）興新設計
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（株）ハートネットワーク
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登尾鉄工（株）
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日泉化学（株）

17

新居浜商工会議所

16

新居浜市役所
26

（株）アドバンテック
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（株）大亀製作所

29

エース住宅（株）

28

（株）イナミコーポレーション

27

安藤工業（株）

15

（有）永井商會
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東予スズキ販売（株）
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東予信用金庫
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（株）中央動力
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住鉱物流（株）
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萩尾機械工業（株）

25

（株）よしだ

24

森実運輸（株）

23

丸重商事（株）
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（有）プランテック
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（株）大屋

39

（福）聖風会

38

周桑農業協同組合

37

（株）ジェイコム

36

西条商工会議所
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（株）フラスコ
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ロッキー産業（株）

49

黎明機械科技（株）

48
（株）菱進テック
（ふじグループ）

47

（株）宮嶋組
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西条市役所
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西条市農業協同組合

33

（株）建将
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（福）亀天会
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関西化工（株）
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フジワラ化学（株）

44

フジボウ愛媛（株）

43

（株）トップシステム

42

（株）田窪工業所
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江南ラミネート（株）
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（株）岸製作所

58

川之江造機（株）

57

川之江信用金庫

56

カミ商事（株）
66

大王製紙（株）
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（株）トーヨ

69

（株）大昌鉃工所

68
ダイオー
ロジスティクス（株）

67
ダイオー
エンジニアリング（株）

55

カクケイ（株）

54

岡田電機（株）

53

井原工業（株）

52

石﨑商事（株）

51
石川ヘルスケアグループ
（石川記念会・愛美会・健康会）

61

三共オートサービス（株）

65

大王海運（株）

64

シンワ（株）

63

（株）四国中央テレビ

62

四国中央市役所

75

やまと印刷（株）

74

三木特種製紙（株）

73

（株）富士印刷
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尾藤建設（株）
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服部製紙（株）
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出展者 2019年4月29日 出展者 2019年4月29日

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・リフォームアドバイ
ザー・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（19.02）
従業員数／18名（19.02）
年　商／4億8,500万円（18.01）
http://s-take.jp/
　 info@s-take.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

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
企画管理部  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
なって、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ます。先
輩社員が親切丁寧に指導致します。

機械設計技術職
メーカーから受注した各種機械、
設 備、プ ラント、配 管 等 を
AutoCADを使って設計・製図を
行う。

資本金／1,600万円（19.01）
社員数／48名（19.02）
売上高／4億2,270万円（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４５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！！

介護職員
生活支援員
保育士
調理員

資本金／1,000万円（19.02）
社員数／674名（19.01）
売上高／35億3,200万円（18.03）
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｓａｎｋｅｉｋａｉ.ｃｏｍ/
　 ｍｉｔｓｕｔｏｍｏ.ｕｎｏ＠ｓａｎｋｅｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ

既卒文系 理系 高専 修士短大 専門

機械設計

〒792-0003 新居浜市新田町1-5-32
設計部  尾崎正幸／☎0897-32-3301

（株）尾崎設計事務所

最先端技術を適用した提案型設計を目指しています！
3Dモデルによる構造解析，熱流体解析
など解析業務に興味のある方，設計に興
味がある方募集しています。若手社員が
多いので仕事がしやすい職場です。社員
がお互いに協力し業務を遂行するので
安心して仕事をすることができます。

設計や解析に興味がある方、
やってみたい方（設計業務のみ
です！）

資本金／1,000万円（19.01）
社員数／13名（19.01）
年　商／1億円（19.01）
http://www.niihamabrand.jp/ozaki.html
　 ozaki-nhm@mx9.tiki.ne.jp

既卒文系 理系 短大 専門 高専 修士6
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10
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
急性期と認知症に特化した精神科単科の
病院です。医師、薬剤師、看護師など他職
種間のコミュニケーションが活発で、
日々、患者さまにとってベストな医療を考
えています。職員のワークライフバランス
を大切に考える職場です。

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（19.02）
職員数／236名（19.02）
年　商／18億6,000万円（18.03）
http://www.juzenhp.jp/
　 juzen@juzenhp.jp

文系 理系 短大 専門 既卒

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
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（19.02）
社員数／37名（19.02）
売上高／10億2,500万円（18.03）
http://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（19.02）
社員数／20名（19.02）
売上高／11億5,000万円（18.03）
http://s38205950.suzuki-dealers.jp/
　 higaki.s@toyo-s.sdr.suzuki

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（19.02）
社員数／112名（19.02）
売上高／75億円（18予想）
http://www.sklco.com
　 Miho_Ochi@ni.smm.co.jp
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15

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 稲生 茂／☎0897-37-1313

東予信用金庫

いつでも身近でお手伝い
地域との絆を深め、金融機能を通じて
まち・ひと・しごと地方創生に取り組み
地域社会の持続的な発展に貢献する
ことを目指しております。

総合職資本金／5億4,900万円（18.03）
職員数／98名（18.03）
売上高／17億2,000万円（18.03）
http://www.toyoshinkin.co.jp/
　  toyo-1864@shirt.ocn.ne.jp

短大 専門文系 理系 高専 既卒

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

通信・インフラ

〒792-0882 新居浜市又野1-1-7
総務部  重見和弘／☎090-2829-1228

(有)永井商會

「つながりたい」を「つなげたい」～ICTで人々を笑顔に～
愛媛県東予地区で、ケータイショップを
3店舗展開中。（au/ソフトバンク）
新しい未来を創る「つながり」を手の平
から手の平へ、心から心へ。
技術の進歩に勝る人間的成長に取り組
む会社です。

【ショップスタッフ】
auショップ/ソフトバンクショップ
での販売スタッフを募集します。
★ＩＴの知識がなくても、人と話す
のが好きな方が活躍できます！

資本金／1,000万円（19.01）
社員数／30名（19.02）
売上高／14億9,517万円（18.05）
http://www.nagasyo.co.jp
　  recruit2018@nagasyo.co.jp

プラント・エンジニアリング

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-2-45
採用活動チーム  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（19.02）
社員数／40名（19.02）
売上高／12億8,000万円（18.03）
http://ois.gr.jp/
　 saiyo@ois.gr.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

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２６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（19.02）
社員数／27名（19.02）
売上高／4億9００万円（18.03）
http://www.ichimiya.co.jp/icc/
　 icc-saiyo@icc.ichimiya.co.jp

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（19.01）
社員数／1,524名（19.01）
売上高／246億円（17.12）
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（19.02）
社員数／202名（19.02）
売上高／219億1,100万円（18.09）
http://www.ichimiya.co.jp/komten/
　 soumu@komten.ichimiya.co.jp
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化粧品

〒792-0893 新居浜市多喜浜6-1-39
総務人事課  越智 博／☎080-4999-7851

（有）SPC

日本有数のフェイスマスク製造メーカー
フェイスマスクの製造をしています。
当社の製品はほとんどがOEMで当社
の名前が前面には出ませんが生産量
は日本一だと自負しております。ぜひ、
一緒に次なるフェイスマスクを作って
みませんか。

【総合職】
企画開発・品質管理
【技術職】
製造ライン責任者

資本金／300万円（19.02）
従業員数／184名（19.02）
売上高／52億円（18.06）
http://sakura-spc.com/
　  h-ochi@spc17.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

新居浜市
出展企業情報
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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
当社は商社としての卸売業の他に、銅精
錬工場内での構内物流業や陸上運送及
び海上運送業などを手掛けている会社
です。様々な業務内容にチャレンジでき
る方を募集しています。

総合職
（管理、営業、事務等）

資本金／5,000万円（19.02）
従業員数／92名（19.02）
売上高／11億円（18.12）
http://www.marujyu-group.co.jp
　  info@marujyu-group.co.jp

金属製品

〒792-0864 新居浜市松の木町1-17
製造部部長  萩尾龍彦／☎0897-32-2700

萩尾機械工業（株）

私たちは、次世代に残せる「もの」を創ります。
がん治療・水処理・洋上風力発電のエネル
ギー機器等の製品を製作しています。社
員の平均年齢35歳と若く、若手からベテ
ランまでバランスよく揃っています。また
誕生日にはプレゼントがあり、BBQや社員
旅行で親睦を深めています。

・生産管理（材料の手配から出荷
までの工程管理）
・技術職（製缶・溶接・機械加工）
・事務職（総務・経理補助）

資本金／2,600万円（18.06）
社員数／42名（19.02)
売上高／7億3,000万円（18.06）
https://www.hagiokikai.jp/
　 info@hagiokikai.jp

既卒文系 理系 短大 専門 高専 修士

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（19.03）
社員数／7名（19.01）　協力業者／6名
売上高／5,300万円（18.03）
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  真鍋、小野／☎0897-32-6113

森実運輸（株）

当社は創業から一世紀を超える老舗の物流会社です。
物流コンサルティング、国際物流、海
上・港湾・陸上運送業、船舶代理店業、
航空貨物代理店業、ハーバーオペレー
ション、通関業、建設業、倉庫業、利用運
送(鉄道・航空)

総合職・一般職
ともに、現場監督業務・通関業
務・船舶代理店業務・他を募集

資本金／3,000万円（19.03）
社員数／641名（18.03）
売上高／92億2,300万円（17.02）
https://www.morizane.co.jp/
　  recruit@morizane.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士ともに学び、ともに笑う。そんな職場で働きませんか？
増改築リフォーム全般のプランニン
グ・営業・施工管理。創業昭和23年の
長年にわたり、大手企業様や、広く一般
個人のお客様に、高い技術力とサービ
スを提供させていただき、高い信頼を
得ております。

【リフォームアドバイザー】　
お客さまからの多種多様なご
要望を聞き、そのご要望を実
現させて頂く業務です。
飛込訪問のないスタイルの営
業です。

資本金／1,000万円（18.07）
社員数／41名（19.02）
売上高／10億1,300万円（18.07）
https://www.reform-yoshida.com/
　  yoshida46@reform-yoshida.com

住宅（リフォーム）

〒792-0035 新居浜市西の土居町1-3-42
業務推進部  上田慎樹／☎0897-33-8851

リフォームよしだ
（（株）よしだ）

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 おっきな夢を建てましょう
最近の製作実績
アイテム愛媛、徳島赤十字病院、アエル
松山、ケーズデンキ松山問屋町店、高松
赤十字病院、坊ちゃんスタジアム等の大
型建造物の鉄骨を製作しています。鉄骨
建築に興味のある方お待ちしてます。

【工務】工事、工場製作の管理
【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（19.02）
社員数／37名（19.02）
売上高／27億円（19.02）
http://www.noborio.co.jp
【リクルートサイト】https://www.noborio.jp
　 taihei@noborio.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

化学

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
総務・人事室  藤井、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！！
自動車、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、原料の製造や製品の製造
から販売まで行っている企業です。

【総合職】
設計、生産技術、技術開発、品質
管理、営業、IT部門、経理、総務、
人事、等

資本金／4億5,000万円（19.02）
従業員数／320名（19.02）
売上高／319億円（19.02）
https://nissen-chem.jp/
　 saiyo@nissen.ichimiya.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

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／13名（19.02）
http://www.niicci.or.jp
　 yoshimura@niicci.or.jp

既卒文系 理系

放送

〒792-0812 新居浜市坂井町2-3-17
業務局 総務課  有田早織／☎0897-32-7777

（株）ハートネットワーク

新居浜・西条のケーブルテレビ局
私たちは「地域」「放送」「通信」３つの分
野で新たな価値を創造し、社会に貢献
する新居浜・西条のケーブルテレビ局
です

総合職・一般職・専門職
（営業・技術・制作・事務）

資本金／4億9,550万円（19.02）
社員数／35名（19.02）
売上高／16億3,106万円（19.02）
http://www.heartnetwork.jp/recruit/
　 jinji@hearts.ne.jp

文系 理系 短大 専門 高専 修士
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文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

官公庁・警察

新居浜市役所

－あかがねのまち、笑顔輝く－  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／910名（18.04）
http://www.city.niihama.lg.jp/
　  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

出展者 2019年4月29日



短大 専門 既卒高専 修士文系 理系

環境・リサイクル

〒799-1106 西条市小松町大頭乙46-10
ソリューション部  宮武秀明／☎06-6192-5830

関西化工（株）

創業来40年間黒字経営の水処理関連商品・装置メーカーです
関西化工は、水処理事業・リサイクル事
業・フラワー事業・ロハス事業の4つの
事業を持つ『環境ビジネス企業』です。
全国に4つの拠点があり、商品の設計・
製造・販売・メンテナンスまで、一貫した
商品とサービスを提供しております。

【営業・営業事務】水処理・環境
関連商品の営業
【研究開発】設計、開発
【製造】プラスチック加工
【中間処理】施設の運転管理
【フラワービジネス】技術職

資本金／4,000万円（19.03）
従業員数／98名（19.03）
売上高／18億円（18.03）
http://kansaikako.co.jp/
　 saiyou@kansaikako.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

福祉サービス

〒799-1301 西条市三芳1535-1
総務部総務課人事係  篠塚健二／☎0898-66-1800

（福）亀天会

福祉の総合デパート、多種多様の事業所と職種が自慢です
西条市、今治市において幅広く様々な事
業所を展開しております。人間にはそれ
ぞれ使命があります。その使命を全うで
きる豊富な職種を募集しておりますの
で、ぜひ一度立ち寄り下さい。自分に
合った場所が必ずあります。

①福祉系職種
（介護職、生活支援、調理員、
栄養士、清掃員）
②事務系職種
（総務、経理、受付）

職員数／214名（19.02）
http://www.kitenkai.or.jp
　 jinji@kitenkai.or.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

農業協同組合（JA金融機関含む）

〒793-0041 西条市神拝甲478-1
総合管理部 企画戦略課 矢野博文／☎0897-56-1800

西条市農業協同組合

～安心・安全をあしたへ～
JAというと農業に特化した仕事と考えら
れがちですが、農家の所得増大と地域農
業を活発化する仕事、地域住民の生活を
幅広く支える仕事からなっており、仕事の
種類は無限にあります。一緒に西条市を
盛り上げて行きましょう！

【総合職】営業、営農指導員等
【一般職】窓口業務、事務、技術職
等

資本金／9億3,900万円（18.03）
社員数／257名（18.03）
売上高／46億円（18.03）
　 h-yano@ja-saijyo.or.jp

建設

（株）建将

出会いに感謝、夢をかたちに
当社はお客様の「夢」を実現するための
技術者集団です。総合建設業として店
舗、戸建住宅、リフォームまで幅広く手掛
けます。お客様、協力業者様、地域社会か
ら支持され続け、なくてはならない「建設
の大将」を目指します。

技術職
①建築施工管理
②建築設計
※①②とも、現場監督補佐から
スタートいたします。

資本金／4,000万円（19.03）
社員数／10名（19.02）
売上高／10億7,600万円（18.03）
http://kensyo1.com/
　 kensyo0901@gmail.com〒793-0044 西条市古川甲128-7

取締役 田坂有紀／☎0897-47-6065

理系 専門 既卒高専

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

官公庁・警察

〒793-8901 西条市明屋敷164
総務部職員課人事研修係  川上伸英／☎0897-52-1208

西条市役所

人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市 
西条市は石鎚山などの魅力的な観光資源
や恵まれた自然環境を有しています。
また、臨海部は四国屈指の製造品等出荷
額を有する工業集積地があり、地域に根
ざした新産業の創出にも取り組む元気な
まちです。

一般事務職、土木技術職、電気
技術職、消防職、保健師職、保育
士及び幼稚園教諭職

職員数／979名（18.04）
http://www.city.saijo.ehime.jp/
　 kawakami1391@saijo-city.jp
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農業協同組合（JA金融機関含む）

〒791-0593 西条市丹原町池田1701-1
総務部 人事課  戒田兼都／☎0898-68-3304

周桑農業協同組合

すべての事業は、地域のために
当JAでは、『すべての事業は地域のため
に』を経営理念に、いつまでも安心して
暮らせる地域社会づくりをめざし、総合
的な事業を通じて、“農”と“くらし”を守
り、地域経済の発展と心豊かな『絆』づ
くりに貢献しています。

総合職…信用事業（貯金、貸出、
為替）、共済事業、生活事業（燃
料、生活資材）ほか
営農指導職…営農事業（営農指
導、生産・販売、農機）

資本金／29億9,100万円（18.03）
職員数／339名（18.03）
売上高／21億8,221万円（18.03）
http://www.ja-syuso.or.jp/

修士 既卒短大 専門文系 理系 高専

〒793-0027 西条市朔日市779-8
経営支援課  日野 勉／☎0897-56-2200

企業と地域の応援団
商工会議所は、地域の商工業者の世論
を代表し、商工業の振興に力を注いで
国民経済の健全な発展に寄与するため
商工会議所法に定められた唯一の地域
総合経済団体です。

【会議所事務職】会計・総務
【中小企業相談所事務職】中小
企業者に対する相談・支援
【その他関連団体事務局業務】
（青色申告会、雇用対策協議会
等）

職員数／12名（19.04）
http://www.saijocci.or.jp
　  info@saijocci.or.jp

その他団体

西条商工会議所

修士 既卒短大 専門文系 理系 高専

福祉サービス

〒793-0073 西条市氷見丙444-1
総務部  櫛部翔一／☎0897-57-7555

（株）ジェイコム

西条という地域に密着した介護と保育を展開するサービス企業
高齢者介護を地域と共に進め、各施設が
地域と共に成長し、地域に根ざした介護
サービスに取り組んでおります。職員が
安心して働けるように、保育にも力をそ
そぎ、仕事と家庭の両立が出来る体制を
整えております。

【介護職】高齢者の生活支援、
レクレーション 等
【保育職】保育業務全般、託児
所０歳～２歳児２４名、保育園
３歳～５歳児６０名

資本金／5,000万円（19.02）
社員数／237名（19.02）
http://jcomm-care.co.jp/
　 s-kushibe@jcomm-care.co.jp

修士 既卒短大 専門文系 理系 高専

福祉サービス

〒793-0073 西条市氷見字上寺丙195
法人事務管理部 藤田道則／☎0897-57-7211

（福）聖風会

高齢者・障害者福祉、就労事業において地域福祉を担っています
地域福祉を担い、14の福祉施設におい
て入所、通所から在宅まで多岐にわたる
サービスを提供しています。
様々な職種の職員が協力し合って仕事
に取り組んでいます。研修や資格取得へ
も取り組み支援しています。

〇介護・支援職
〇生活相談員　
〇機能訓練指導員
〇調理師
〇事務職(IT運用管理)

基本金／1億9,800万円（19.02）
職員数／576名（19.02）
事業収益／24億8,300万円（18.03）
https://saijo-seifuukai.or.jp/
　 fujita-m@saijo-seifuukai.or.jp

文系 理系 短大 専門 既卒

ドラッグストア

〒793-0062 西条市西田甲590-2
人財開発チーム 採用担当  森川亜紀／☎080-4080-6919

（株）大屋

健康で豊かな暮らしを創造し、共に働く仲間の幸せを実現します
独自戦略、新たな取り組みとして、「便利
追求特化店舗」「美容・健康カウンセリン
グ特化店舗」を店舗コンセプトとし、四
国（地元）密着での店舗展開を掲げ、地
元のお客様に愛される店舗を「人」の力
で創り上げていきます。

店舗運営スタッフの総合職（転
居を伴う転勤可能）を募集しま
す。登録販売者資格を取得し、
医薬品や化粧品の販売や商品
管理などを行います。

資本金／1億9,300万円（19.02）
社員数／1235名（19.02）
売上高／235億円（18.02）
http://www.daiya-grp.co.jp/company/gaiyou/
　 aki@daiya-grp.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士
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事務部  徳永鉄男／☎0898-64-3711

金属製品

〒793-0046 西条市港293-1
総務部  竹雅伸禎／☎0897-53-7711

（株）アドバンテック

売上、人員数上昇中の勢いある企業です！若手社員活躍中！！
現代の生活に不可欠な半導体を製造す
る装置部品、製造工程に必要な材料など
を提供しています。国内のみならず世界
中の企業と取引しています。環境、まち
づくり事業など新規事業にも積極的に
取り組んでいます。

〇新卒
総合職（営業、生産管理等）　
一般職（事務）
〇既卒
製造

資本金／4,150万円（19.02）
社員数／310名（19.02）
売上高／282億円（18.03）
https://www.advantec-japan.co.jp
　 takemasa@advantec-japan.co.jp

既卒修士文系 理系

建設

〒799-1351 西条市三津屋190-1

安藤工業（株）

地域にのこす いいものづくり
明治45年、西条に創業して以来、一貫
して「誠実を重んじ信用を第一とする」
を社是とし経営してきました。
土木・建築工事においてお客様に喜んで
頂くものをつくることに努めています。

【技術職】
土木施工管理技術者
建築施工管理技術者

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／2,000万円（19.02）
社員数／47名（19.02）
売上高／17億6,100万円（18.06）
http://www.andokogyo.co.jp/
　 tokunaga-t@andokogyo.co.jp

陸運（貨物・バス・タクシー）

〒793-0003 西条市ひうち6-12

総務部  藤井崇史／☎0897-55-7111

（株）イナミコーポレーション

働く社員の皆が、家族に誇れる会社を目指して、がんばります！
イナミは、今年で創業55周年を迎えまし
た。愛媛県下を中心に、引越、環境、ビル
メンテナンス等の活動を通じて、お客様
の環境をより良くするサービスの提供に
つとめています。

・営業職
・業務総合職
・総務職（情報・広報）

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／5,000万円（19.02）
従業員数／215名（19.02）
売上高／15億5,000万円（18.09）
https://inami-173.co.jp/
　 fujii@inami-173.co.jp

不動産

〒793-0042 西条市喜多川266-1
賃貸部  西原弘起／☎0897-33-3337

エース住宅（株）

地域になくてはならない会社を目指します
弊社は西条市、旧東予地区、新居浜市を
中心に地域密着型の企業です。不動産
業も様々ですが、賃貸仲介、売買仲介、
不動産管理を主に行っています。お客様
と接する事が多い仕事です。

賃貸仲介…ご来店頂いた
お客様へ物件の対応。
売買仲介…土地や家の購入を
検討中の方の対応。
管理…ご入居者様への
サポートや部屋のリフォーム。

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／5,000万円（18.10）
従業員数／25名（19.02）
売上高／4億7,500万円（18.10）
https://www.ace-j.co.jp/
　 nishihara@ace-j.co.jp

26

27

28

29

30
鉄鋼

〒791-0522 西条市丹原町田野上方1016
経営企画部  森岡祥司／☎0898-68-6268

（株）大亀製作所

時代を超えて選ばれ続ける技術力。全世代が活躍する人材力
当社では、自動車のエンジン部品や農機具
部品、汎用エンジン部品等、様々な形と表情
を持った各種部品を鋳造しています。当社
の生み出す製品で人々の明日を支え私たち
の暮らしをよりよく変えていくための人の
感性に訴えるモノづくりに取組みます。

【仕上・検査職】工場において、グ
ラインダー等を使っての研磨、
仕上げ作業です。
【生産技術職】各部門で技術を
磨き今後の管理職を目指して
いただきます。　　

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／5,000万円（19.02）
社員数／106名（19.02）
売上高／25億円（19.02）
http://www.okame.co.jp
　 quality.saijo@okame.co.jp

西条市
出展企業情報



MEMOMEMO

精密機器

〒793-0010 西条市飯岡3743-2
営業課  藤原弘一、高橋孝尚／☎0897-56-7482

（株）フラスコ

挑戦するのは当たり前、カタチになるまであきらめない。
昭和48年創業以来、省力化自動機の設
計・製作・組立、半導体製造装置部品、真
空関連機器部品の製作など、時代の
ニーズに合わせ、最新の設備と創業から
培った、難削加工を可能とする技術で
様々な製品を生み出しています。

技術職（ＣＡＤ・ＣＡＭプログラ
マー・工作機械オペレーター等）

資本金／1,000万円（19.02）
社員数／国内32名海外含むグループ全体52名（19.02）
売上高／5億8,000万円（19.09）
日本語版（http://s-frasco.com/）
英語版（http://frasco-at.com）
　  fujiwara@s-frasco.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

建設

〒793-0027 西条市朔日市892
事務部  日野由紀子／☎0897-56-2058

（株）宮嶋組

謙虚に、真摯に、丁寧にものづくりに励んでいます
地域密着で82年の総合建設会社です。
クラレ西条を主とするプラントメンテナ
ンスを中心に、公共事業・住宅の新築・リ
フォームなどを行っています。
小さくても魅力ある会社を創り、地域の
活性化を目指します。

【事務職】
経理・労務・総務・庶務等

資本金／3,000万円（19.02）
従業員数／17名（19.02）
売上高／5億6,800万円（19.02）
http://miyajimagumi.com/
　 saiki@miyajimagumi.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

半導体・電子・電気機器

〒793-0003 西条市ひうち18-9
総務課  白石玲子／☎0897-53-9650

（株）菱進テック（ふじグループ）

最高水準レベルでの半導体検査・生産のサポートを行っています。
半導体の検査を行っています。
半導体とは、インフラや電化製品に欠
かせない電子部品です。半導体の解析
評価業務を通して、IoTや自動運転とい
った高度な技術を支え、豊かで便利な
社会と暮らしの提供を目指しています。

①半導体検査装置オペレー
ション
②半導体目視検査
③半導体技術

資本金／3,000万円（19.02）
従業員数／219名（19.02）
http://ryoshin-tech.com/
　 r-shiraishi@f-ryoshin.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

金属製品

〒791-0508 西条市丹原町池田1767-4
総務部  清水 敬／☎0898-68-6363

黎明機械科技（株）

コツコツと積上げた技術と品質が世界にどどく！
外資系である弊社は、建設機械、産業
用機械、金型等の精密機械部品の製
造、組み立て、金属熱処理をしている。
今まで培ったものづくりのノウハウを
生かして、国内市場だけではなく、中国
建設機械市場等にも参入している。

技術職。専門的な仕事として、
ＮＣ旋盤・マシニングセンター・
歯車・研磨等の機械加工、組み
立て、金属熱処理、設計、検査、
品質管理等がある。留学生可。

資本金／9,800万円（19.02）
社員数／57名（19.02）
売上高／15億5,000万円（19.02）
http://leeman.co.jp
　 t_shimizu@leeman.co.jp

理系 短大 大学院高専 大学

アミューズメント

〒793-0030 西条市大町1707
経営企画本部 人事労務課  秋山一郎／☎0897-56-8020

ロッキー産業（株）

お客様より感謝されるサービスの実現を目指して
【パチンコ店・天然温泉の経営】
企業理念「強い企業・愛される企業・
Only One人間企業」のもと、お客様より
感謝されるサービスを目指しています。

【ホールスタッフ】
当社パチンコ店のお客様が快
適に遊技できるよう玉箱・景品
交換・遊技台の説明等
※将来、管理職を目指していた
だきます。

資本金／5,000万円（19.02）
従業員数／248名（19.02）
売上高／350億円（18.11）
http://www.rocky777.com/
　 recruit@rocky777.com

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士
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出展者 2019年4月29日

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

不動産

〒799-1301 西条市神拝甲535-1
総務課  松木健嗣／☎0897-56-2641

大屋不動産（株）

住まいのホームドクター
弊社は、1970年3月設立した愛媛県で
活動する建築不動産業を営む会社です。
設立以来、地域のお客様からのご支持を
いただきまして順調に成長し、本日まで
企業活動を続けることができました。

総合職
（不動産・建築・保険に関する業
務全般【企画・営業・業務・工務・
設計他】）

資本金／3,000万円（19.02）
社員数／25名（19.02）
売上高／10億円
http://www.daiyafudosan.co.jp/
　 info@daiyafudosan.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

金属製品

〒799-1392 西条市北条962-7
管理本部総務部  杉森徹也／☎0898-65-5000

（株）田窪工業所

お宅が物置になる前にタクボ物置
鉄鋼製物置のパイオニア。
住宅関連用品の製造及び販売。
物置業界のシェアは第三位。

既存得意先及び新規ルート営
業。生産設備の設計、新製品の
開発。総務、経理、情報システム

資本金／8,000万円（19.03）
社員数／470名（19.03）
売上高／128億円（18.03）
http://www.e-ty.co.jp
　 t.sugimori@e-ty.co.jp

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

〒793-0003 西条市ひうち3-70
管理部 部長  日野淳吾／☎0897-52-1910

（株）トップシステム

向き不向きより前向きに！そんなあなたを求めています！
・医薬品製造装置、医薬用水製造装置の
  設計、製作
・排水、不活化処理装置の設計、製作
・計装制御システムの開発、設計
・検査及びバリデーション業務
・各種メンテナンス業務

【設計・開発技術者】
【製造・品質管理技術者】
医薬品製造装置の設計・製作・
検査

資本金／2,400万円(19.02)
社員数／65名(19.02)
売上高／16億円(19.02)
http://www.topsystem.jp
　 hino@topsystem.jp

短大 修士

建材・エクステリア

〒799-1342 西条市大新田94
総務部  越智哲郎／☎0898-64-2421

フジワラ化学（株）

美しさとやすらぎを創造する・・・建築仕上材メーカー
西条市に本社を置く建築仕上材メーカー
です。自主性尊重の開発型企業として、昭
和30年の創業以降、独自の技術で業界
のトップグループに位置しています。ま
た、世界50か国に製品を輸出し、世界に
通用する人材育成も図っています。

総合職（研究開発、営業）
建築仕上材（内・外装材、壁紙）・
教材・機能性食品の研究開発、
製造、販売及び関連業務

資本金／9,300万円（19.02）
社員数／160名（19.02）
売上高／38億円（グループ）（18.11）
https://www.fujiwara-chemical.co.jp/
　 jinji@fujiwara-chemical.co.jp

文系 理系 既卒
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文系 理系 短大 専門 既卒高専

その他メーカー

〒799-1342 西条市大新田272
管理部総務課  村上浩和／☎0898-64-2350

フジボウ愛媛（株）

有機材料技術で未来を拓く高付加価値創造企業
超精密加工用研磨材の製造。成長と変
化が著しいIT関連産業を独自の発想と
技術力で支える。顧客のニーズに合った
研磨材を開発する高い対応力・技術力
で、成長著しいIT関連産業を支えてい
きます。

技術系：製造管理・技術開発
・品質保証・設備管理
事務系：総務・経理

資本金／4億5,000万円（19.02）
従業員数／391名（19.01）
売上高／116億2,300万円（18.03）
http://www.fujibo.co.jp/
　 hmurakami@fujibo.co.jp

修士



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周年に向けて！
当社は昨年、明治元年創業より150周
年を迎えました。
本年、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（19.04）
社員数／56名（19.04）
売上高／60億7,000万円（18.11）
http://www.ishizakicorp.co.jp
　 matugi-h@ishizakicorp.co.jp

文系

医療機関・福祉サービス

【石川記念会】〒799-0121 四国中央市上分町788-1
　　　　　　 人事課  上田侑太郎／☎0896-59-6380
【愛　美　会】〒799-0121 四国中央市上分町乙8-2
　　　　　　 愛美会本部 次長　堤 昌睦／☎0896-58-0180
【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

石川ヘルスケアグループ（石川記念会・愛美会・健康会）

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／1,225名（19.02）
【石川記念会】http://hitomedical.co-site.jp/
　　　　　　 info-biz@hito-medical.jp
【愛　美　会】http://www.aibikai.jp/
　　　　　　 m-tsutsumi@aibikai.jp
【健　康　会】https://kenkou-kai.jp/
　　　　　　 yoshida@kenkou-kai.jp

文系 理系 短大 専門

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（18.08）
社員数／72名（19.02）
売上高／20億円（18.08）
http://www.okadadenki.com/
　 yuya.t@okadadenki.com

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）

これまで約100年。ふるさとを支える礎を目指しています。
土木・建築・環境設備（公害防止プラント
等）建設工事の請負を通して地域の発展
の下支えをしています。
愛媛県ではトップクラスの規模の総合建
設会社です。

土木施工管理技術職
建築施工管理技術職
営業職

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

資本金／7,500万円（19.02）
社員数／86名（19.02）
売上高／80億円（18.06）
http://www.iharakogyo.co.jp/
　 kubomoto_etsuji@iharakogyo.co.jp

紙・パルプ

〒799-0404 四国中央市三島宮川4-9-53
営業本部長  高橋和宏／☎0896-23-2570

カクケイ（株）

「仕事を楽しめる会社」「皆が幸せになる会社」
紙製品製造及びOPPフィルム印刷・製
袋が主要事業です。企画・営業は市場
調査から企画立案・デザイン提案まで
一貫して行うコンサルティングセール
スを行います。企画開発力+職人技（工
場）の融合が当社の強みです。

総合職
営業職：取引先への企画提案
生産管理：原価計算・加工指示

技術職
機械オペレーター

文系 理系 短大 専門 既卒高専

資本金／6,500万円（19.02）
社員数／202名（19.02）
売上高／41億7,488万円（18.07）
http://www.kakukei.co.jp
　 takahashi@kakukei.co.jp
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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

「この町がスタジオ、市民が主役」をモットーに街中を舞台に取材
日本一の紙のまちとして発展を続けて
いる四国中央市。人口減少が街の課題と
なっている中、地域に密着したケーブル
テレビ放送局として設立した「四国中央
テレビ」。小さな話題も見落とさず、自主
制作番組で地域密着を実現しています。

総合職として、放送・営業・カスタマー・
システムといった幅広い仕事を担いま
す。入社年次に関係なく、誰もが積極的
にアイデアを出し、形にしていける自由
闊達な風土です。スタッフ全員の力で
番組作りや拡販を進めていきましょう。

資本金／3億円（19.03）
従業員数／46名（19.02）
売上高／7憶3,627万円（19.01）
https://cosmos-tv.com/
　 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（19.02）
従業員数／74名（19.02）
年　商／40億円（19.02）
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／933名（18.04）
一般会計（歳出）／379億366万円（17）
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  中田容子／☎0896-58-1100（本社）
　　　　　　　　  ☎0875-62-6200（三豊工場）

シンワ（株）

「織らない布」不織布づくり半世紀
シンワでは、不織布（ふしょくふ）という素材
を作っています。
機械加工や化学合成により繊維同士を結合
させてつくったシートのことで、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（19.01）
社員数／271名（19.01）
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／☎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輸送方法「海陸複合
一貫輸送」です！！また、外航海運・内航
海運の事業を行っており国内外で活躍
できる環境となっています。

総合職
一般職

資本金／4,800万円（19.01）
従業員数／140名（19.02）
売上高／224億円（17.03）
http://www.daio-kaiun.com/index.html
　 recruit@misuga-kaiun.co.jp

61

62

63

64

65

業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種 業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種

出展者 2019年4月29日 出展者 2019年4月29日

紙・パルプ

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

江南ラミネート（株）

ラミネート加工によって無限に広がる紙の可能性を提案し続けます
私たちは「幸せ軸」の経営に舵を切り
「人を大切にする経営」に進み始めまし
た。この想いに共感しいい会社づくり
に前向きに取り組んでくれる人と一緒
に働きたいと思っています。四国で一
番愛される会社を目指しています。

総合職
（営業職、生産管理職、総務人事）
技術職
（マシンオペレーター）
事務職
（一般事務）

資本金／3,000万円（19.02）
社員数／43名（19.02）
売上高／19億7,400万円（18.10）
http://www.kounanlaminate.co.jp/
　  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 山下・村上／☎0896-58-1300

川之江信用金庫

「いつも笑顔でおつきあい」
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】主に営業店における預
金・融資担当を経験し、将来管理
職を目指していきます。
【一般職】管理職の指示の下、営
業店の窓口や本部業務、後方事
務等の業務を行います。

資本金／2億9００万円（18.09）
役職員数／69名（19.03）
預金残高／803億1,200万円
融資金残高／372億4,200万円（18.09）
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

紙・パルプ

〒799-0404 四国中央市三島宮川1-2-27
総務部  丸谷達矢／☎0896-23-5400

カミ商事（株）

紙の原料調達、開発、製造、物流、販売まで手掛ける紙の総合商社
自社ブランドである「エルモア」製品の
ティシュ・トイレットペーパー・キッチンタ
オルをはじめ、大人用紙おむつ、段ボール
原紙など紙にまつわるものの販売を国内
のほか、海外に行っています。

総合職（営業、研究・開発、管理、
総務、経理）
一般事務職

資本金／4,800万円（18.06）
社員数／220名（18.06）
売上高／1,061億円（18.06）
http://www.kamisyoji.co.jp
　 tatsuya.marutani@ellemoi.co.jp

文系 理系 短大 既卒修士

既卒理系 短大 専門 高専

機械

〒799-0723 四国中央市土居町天満2487
営業部  近藤／☎0896-74-4125

（株）岸製作所

紙・不織布加工機を主にした、販売・設計・加工・組立
総合加工機メーカーとして、500アイテ
ム以上のオリジナルオーダー加工機を
世に送り出し、日々創造と開発に情熱を
かけています。

設計、機械加工、組立、事務資本金／1,100万円（18.10）
社員数／27名（19.01）
売上高／11億7,000万円（18.10）
http://www.kishimc.co.jp/
　 ks@kishimc.co.jp
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機械

〒799-0195 四国中央市川之江町1514
総務部総務課   山本卓弥／☎0896-58-0111

川之江造機（株）

ものづくりの未来を、技術と心で創造していく。
製紙機械・紙加工機械・不織布製造装置
の設計製造販売
・衛生用紙抄紙機の国内シェアナンバー1
・新卒3年以内の離職率３％
・資格取得費用全額会社負担
・チームで仕事を進めていく

営業職
生産管理職
製造技術職：溶接、プレス加工、
機械加工、仕上組立・据付
設計職：機械・電気設計

文系 理系 専門 既卒高専 修士

資本金／5,000万円（19.02）
社員数／221名（19.02）
売上高／81億697万円（18.07）
https://www.kawanoe.co.jp/
　 tak.yamamoto@kawanoe.co.jp

四国中央市
出展企業情報
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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
総務部人事課  髙井／☎0896-58-3005

服部製紙（株）

創業100年を越え、「紙と水を使った技術」で飛躍している真面目な企業です。
・製紙業・家庭用製紙品加工・化粧品製造
（平成4年に化粧品製造業の許可を得て
強酸性電解水を化粧品新規原料として
承認を得る。）・アルカリ電解水・重曹を
用いたクリーナー・ＯＥＭの化粧品など、
ヒット商品を多数生み出しています。　

総合職（営業職・業務事務）　　
品質管理　　　　　　　　　　
設計開発　　　　　　　　　　
現業職（マシンオペレーター）

資本金／8,350万円（19.02）
社員数／178名（19.02）
売上高／47億円（18.08）
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

・技術職（施工管理業務）
・技術営業職（営業）
・事務職（総務・経理）

資本金／6,000万円（19.02）
社員数／30名（19.02）
売上高／36億8,565万円（18.04）
http://bitoh.co.jp
　 makoto@bitoh.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

印刷・印刷関連

〒799-0102 四国中央市川之江町長須192
人事部 石川雄大／☎0875-27-6494

（株）富士印刷

紙の印刷から加工までをトータルプロデュースします
創業より立地している四国中央市は製
紙から紙製品加工迄全てが集積された
エリアです。その中で印刷技術・生産効
率を高めてきました。長年培った先輩社
員より一から経験を積め技術取得によ
るスキルアップ出来る職場です。

①印刷オペレーター
（当社の根幹となる印刷部オペ
レーター業務）
②一般事務・品質管理
（社内の事務業務と製品の品質
管理業務）

資本金／1,000万円（19.02）
社員数／53名(19.02)
売上高／6億1,000万円（18.09）
http://fuji-print.jp/wp/
　 yuudai2@fuji-print.jp

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
研究開発職
営業職
事務職

資本金／5,000万円（19.01）
従業員数／182名（19.01）
売上高／65億6,700万円（18.07）
http://www.mikitoku.co.jp/
　 shinichiro@mikitoku.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

印刷・印刷関連

〒799-0101 四国中央市川之江町2529-222
経理  土肥江理佳／☎0896-58-2053

やまと印刷（株）

紙製品、軟包装、販促品など幅広い製品の一貫した製造販売（印刷からセットアップまで）
オフセット印刷とグラビア印刷をベース
にして、各種後加工を施し、ステーショナ
リー系の紙製品や、商品パッケージとな
る軟包装、および販促用品などを、印刷
から各種加工、セットアップまで一貫し
て行っています。

営業職（企画営業）
当社で製造する紙製品やフィルム包装
用のパッケージを、販売代理店のルー
ト営業や新規取引先開拓を行っていた
だきます。パソコンを使っての事務処
理や資料管理も行っていただきます。

資本金／1,200万円（19.01）
従業員数／97名（19.01）
売上高／22億4,900万円（18.06）
http://www.ty-print.co.jp/
　 dohi@ty-print.co.jp

人々の生活に欠かせない紙を扱う国内第３位の総合製紙メーカー
【エリエール】人々の生活に欠かせない
＜紙＞を扱う国内第３位の総合製紙
メーカーです。日用品や新聞紙や段
ボール等、人々の気づかないところで
生活を支えています。海外にも挑戦の
フィールドを拡大中！

【技術系総合職】
機械系、電気・電子系、化学系、
森林科学系
【事務系総合職】
営業、営業企画、管理部門

資本金／427億円（18.09）
社員数／【連結】10,765名
　　　　【単独】2,709名（18.09）
売上高／【連結】5,313億円【単独】3,905億円（18.09）
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5-1
人事部人財開発課  三浦光平／☎03-6856-7505

大王製紙（株）

文系 理系 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

【技術系】
・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
【情報系】
AI等プログラミング設計

資本金／6,000万円（18.03）
社員数／577名（19.01）
売上高／136億円（18.03）
https://www.daio-eng.co.jp
　 t-miyaoka@daio-eng.co.jp

理系 短大 専門 既卒高専 修士

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）

四国地区 物流業　売上高No.1！
エリエールでおなじみ大王製紙の製品
の輸送と保管を担うメーカー物流企業
です。全国へ安全・確実・スピーディーな
物流サービスの提供を目指しています。

総合職
一般職
リフトオペレーター
ドライバー

資本金／3,000万円（19.02）
従業員数／510名（18.03）
売上高／430億円（18.03）
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

機械

〒799-0101 四国中央市川之江町910
総務部  菰田洋志／☎0896-58-0123

（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製造メーカーの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／88億円（18.07）
従業員数／120名（18.07）
売上高／58億円（18.07）
http://daisho-iw.com
　 daisho015@daisho-tekkosho.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

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。

営業職
生産技術職　　　　　　　　　
生産技能職（3交替）

資本金／9，825万円（19.01）
従業員数／201名（19.02）
売上高／91億3,200万円（18.12）
http://www.toyo-paper.co.jp/
　 soumuka@toyo-paper.co.jp

文系 理系 専門 既卒高専 修士
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