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不動産

〒792-0031 新居浜市高木町2-20
アーバンライフビル4F
総務部  菊池美樹／☎0897-47-4222

（株）アーバンライフ

おかげさまで30周年!人と街の未来を創るアーバンライフ。
注文住宅・建売住宅・分譲マンション
賃貸物件・中古物件・その他収益物件
土地の開発、不動産のことなら
なんでもおまかせください。

営業
（住宅の企画・営業）
工務
（住宅の施工見積・管理）

資本金／9,800万円（18.02）
社員数／22名（18.02）
売上高／11億2,400万円（17.07）
http://www.urban-ltd.co.jp
　 miki@urban-ltd.co.jp

情報処理

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
一宮センタービル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

建設

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
一宮センタービル3F
総務本部 人事・勤労チーム  笠原洋之／☎0897-33-4165

(株）一宮工務店

愛媛建設業界のリーディングカンパニー地域に根ざしたモノづくり
○建築／一般建築、住宅、営繕 他　○土
木／造成、橋梁、道路、港湾 他　○設計／
設計、管理 他　○エンジニアリング／
化学プラントの設計、施工、保全 他
～どんなオーダーにも一社完結・ワンス
トップのサービス提供！～

○技術職：施工管理（建築・
土木・プラントエンジニアリン
グ）、設計（建築）
○総合職：総務経理、人事勤労、
業務購買、営業

物流・倉庫

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-36

人事勤労本部 人事勤労部  安藤菜々恵／☎0897-33-0138

一宮運輸（株）

「想い」をカタチに。新しいロジスティクスを作ろう！
昭和36年創業。
全国広域展開と、輸送業務だけでなく
貿易（通関業）や化学プラントでの
製造補助業務など多様な事業内容が
特徴の総合物流企業です。

【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

文系 理系 短大 専門 既卒

既卒

高専 修士

文系 理系 短大 専門 高専

その他メーカー

〒792-0892 新居浜市黒島1-7-24

業務グループ  渡邉／☎0897-45-3777

愛媛小林製薬(株）

“あったらいいな”をカタチにする企業
小林製薬の製造グループ会社で小林製
薬の多彩な製品の中でも、家庭用品など
の不織布（紙）製品に特化した生産事業
に取り組んでいます。製品造りの根幹に
深くかかわる事業を展開しております。

生産職
機械オペレーター、生産設備の
保守メンテナンス、生産効率の
改善活動、安定生産を実現する
仕組み作り、品質・安全性向上
の取り組み

理系 既卒

既卒

既卒

既卒

既卒

既卒

高専 修士

文系 理系 専門 高専 修士

文系 理系 高専 修士

理系 高専 修士

文系 理系 短大 専門

住宅（リフォーム）

〒792-0829 新居浜市松木町4-25
総務部  藤原孝信／☎0898-43-6655（今治店）

おうちTOWN
セイコー不動産グループ

住まいに関するワンストップコーディネート
明・元・素、明るく元気で素直な方 営業職（リフォーム部、住宅部、

賃貸部）、現場監督、インターネッ
ト部

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T  久留島達也・杉山嘉奈／☎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
【事業エリア拡大中】私たちの暮らしに
必要不可欠なエネルギーや製品を
生み出す「プラント」。この「プラント」を
守ることを使命とし、皆さまと一緒に
より豊かで幸せな社会を支えます。

総合職：施工管理職（プラント建
設・メンテナンス工事の現場監
督者）

資本金／2,000万円（18.02）
社員数／34名（18.02）
売上高／8億6,000万円（17.03）
http://ois.gr.jp/
　 saiyo@ois.gr.jp

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（18.02）
従業員数／12名（18.04）
売上高／1億円（18.07）
http://www.niihamabrand.jp/ozaki.html
　 ozaki-nhm@mx9.tiki.ne.jp

輸送用機器

〒792-0801 新居浜市菊本町2-14-1

総務経理部 村上真一／☎0897-33-5141

おべ工業（株）

オーダーメイド、オール自社施工が強みのクレーンメーカー
各種クレーン製作はもとより、それら技術
力を生かした観覧車等の遊具機械製作や
化学プラントメンテナンス等、幅広く安定
した事業を展開しています。

各種クレーンの電気系設計技術者
1～2名
各種クレーンメンテナンスの工事
監督1～2名

資本金／7,800万円（17.03）
社員数／144名（18.02）
売上高／37億2,500万円（17.03）
http://www.obe.co.jp/
　 murakami-s@obe.co.jp

文系 理系 短大 専門 高専

文系 理系 短大 専門 既卒高専 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。

機械設計技術職
機械設計補助職

資本金／1,600万円（18.03）
社員数／46名（18.03）
売上高／4億1,900万円（17.04）
http://www.koshin-n.co.jp
　 n.fujita@koshin-n.co.jp

資本金／1,000万円（18.02）
従業員数／27名（18.02）
年　商／3億5，5００万円（17.03）
http://www.ichimiya.co.jp/icc/
　 icc-saiyo@icc.ichimiya.co.jp

資本金／9,000万円（18.02）
社員数／1,518名（18.01）
年　商／246億円（18.12）
http://www.ichimiya.co.jp/tran
　  jinji01@unnyu.ichimiya.co.jp

資本金／8,000万円（18.02）
社員数／210名（17.12）
売上高／194億6,000万円（17.09）
http://www.ichimiya.co.jp/komten/
　 soumu@komten.ichimiya.co.jp

資本金／4,000万円（18.02）
社員数／190名（18.03）
売上高／40億円（17.03）
http://www.iiouti.com/
　  seiko@seiko-h.co.jp

資本金／7,700万円（18.03）
社員数／149名（18.01）
売上高／49億6,000万円（17.12）
http://www.ehimekobayashi.co.jp/
　  kou.watanabe@kobayashi.co.jp

建設

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

四国竹林塗装工業（株）

街に彩りを！塗装にこだわり続ける専門家
塗装一筋83年。目指せ100年。
工場・ビル・住宅などの塗装工事を行って
います。
安全に、美しく、長もちさせる品質で、お
客様に喜んでいただける塗装を提供して
いきます。

工場・ビル等塗装の積算・管理
する技術職員
個人住宅の塗替え提案・管理す
るリフォームアドバイザー

資本金／1,500万円（18.01）
社員数／21名（18.01）
売上高／4億5,000万円（18.01）
http://s-take.jp/
　  info@s-take.co.jp

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。

現場操業管理全般
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

資本金／5,000万円（18.03)
社員数／110名（18.03)
売上高／74億円（18予想）
http://www.sklco.com
　 Miho_Ochi@ni.smm.co.jp

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  藤田裕子／☎0897-37-1313

東予信用金庫

おかげさまで80年  いつでも身近でお手伝い～絆～
地域の皆様方に支えられ「おかげさま」
で今年創立80周年を迎えます。新居浜
市に本店を置く金融機関として地域と
の「絆」を深め、地域社会の発展と地域
経済の活性化を目指します。

総合職（営業・事務）資本金／5億4,700万円（17.03）
職員数／102名（18.01）
http://www.toyoshinkin.co.jp/

機械設計

〒792-0003 新居浜市新田町3-4-23

業務グループ  多賀根 良／☎050-2031-9918

スミメックエンジニアリング（株）

～住友重機械グループ～ 愛媛勤務＆転勤なしです！
各種機械の機械、制御設計、構造解析
及び試運転据付工事をおこなっており
ます。
あらゆる機械のライフサイクルに亘り、
高い技術力でお客さまをサポートしま
す。

機械設計技術職
仕事内容：搬送機械、産業機
械、量子機器等の機械設計、構
造解析。

資本金／1億円（18.03）
社員数／154名（18.03）
売上高／29億7,000万円（17.03）
http://www.sumimec.jp/
　 ryo.tagane@shi-g.com

理系

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（18.02）
社員数／20名（18.02）
売上高／11億1,000万円（17.03）
http://s38205950.suzuki-dealers.jp/
　 higaki.s@toyo-s.sdr.suzuki

文系 理系

高専 修士

既卒

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

文系 理系 短大

短大

専門 高専

高専

修士

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大 高専 修士

文系 理系 短大 専門 高専 修士

「つながりたい」を「つなげたい」 ～ＩＴで人々を笑顔に～
愛媛県東予地区（新居浜/今治）に携帯電
話ショップを5店舗運営しています。ス
マホやITツールによって、お客様のコミ
ュニケーションをお手伝いし、人と人、人
と情報、人と可能性が「つながる」機会を
提供し続けています。

■店舗スタッフ
-auショップ
-ソフトバンクショップ
-ワイモバイルショップ

資本金／1,000万円（17.06）
社員数／33名（18.01）
売上高／14億9,500万円（15.06）
http://www.nagasyo.co.jp
　  recruit2018@nagasyo.co.jp

農業協同組合（JA金融機関含む）

新居浜市農業協同組合

新居浜が好き。人が好き。地域が支える暖かい繋がりが自慢です。
昭和38年1月各小学校区に1支所ずつ
12支所の組織を設け新居浜市農協とし
て発足後50年を経過しました。JAの合
併が進む中、支所統合を進め現在の形態
を維持しつつ、地域の皆様ファーストを
目指し、事業展開しています。

事務職、営業職（個人向け）、
接客、販売、サービス職

資本金／8億6,800万円（18.01）
社員数／153名（18.03）
売上高／20億2,300万円（17.03）
http://www.ja-niihamashi.or.jp
　  soumu@ja-niihamashi.or.jp

官公庁・警察

〒792-8585 新居浜市一宮町1-5-1
総務部人事課  藤目陽介／☎0897-65-1213

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／907名(17.04)
http://www.city.niihama.lg.jp/
　 jinji@city.niihama.lg.jp

化学

〒792-8584 新居浜市西原町2-4-34
一宮センタービル 5F
総務・人事室  藤井貴章／☎0897-33-4171

日泉化学（株）

時代のニーズをカタチに
合成樹脂を使ったものづくりの会社です。
営業・企画・設計・開発・製造・サポートなど
様々な部門が連携して「ものづくり」を行
っています。

・総合職
技術系（技術開発、設計、生産技術、
品質管理）
事務系（総務、人事、経理、経営企画）
営業系

資本金／4億5,000万円（17.01）
社員数／318名（17.01）
売上高／309億円（17.01）
https://nissen-chem.jp/recruit
　 saiyo@nissen.ichimiya.co.jp

放送

〒792-0812 新居浜市坂井町2-3-17
新居浜テレコムプラザビル2階
業務局総務課  伊藤弘紀／☎0897-32-7777

（株）ハートネットワーク

「地域」「放送」「通信」の分野で社会貢献しています。
「地域を愛する心豊かな人々の発見」を
コンセプトに、番組制作、通信、防災など
様々なことに取り組んでいます。

総合職、一般職、専門職資本金／4億9,500万円（18.02）
社員数／33名（18.02）
年　商／15億8,800万円（17.10）
http://www.heartnetwork.jp/
　 jinji@hearts.ne.jp

短大 専門文系 理系 高専

文系 理系
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専門店（家電・OA機器）

〒792-0882 新居浜市又野1-1-7
採用担当  重見和弘／☎0897-34-2377

（有）永井商會

〒792-0804 新居浜市田所町3-63
総務部  黒瀬文生／☎0897-37-1004

既卒

既卒

既卒

既卒

出展者 出展者

高専



MEMOMEMO
機械

〒792-0868 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。
・創業80年、ものづくり集団
・製缶～組立・試運転までの一貫生産
・平均年齢35歳の活気あふれる職場
・愛媛ものづくり企業「スゴ技」認定
・新人へのフォロー体制も万全！
・文系・理系は不問

【生産管理職】
・顧客との交渉、見積
・資材の手配、工程作成など
【技術職】
・機械部品の切削加工
・製缶/溶接作業

資本金／2,500万円（17.06）
社員数／46名（18.02）
売上高／7億7,000万円（17.06）
http://www.hagiokikai.jp
　  info@hagiokikai.jp

食品

〒792-0856 新居浜市船木甲2131
本社総務課  宇都宮裕二／☎0897-41-4141

（株）ハタダ

お菓子の販売を通してお客様に奉仕する企業
愛媛県を中心に、四国四県・岡山県・広
島県に64店舗出店し、お菓子の販売を
している会社です。当社主力商品「ハタ
ダ栗タルト」「御栗タルト」「どら一」「鳴門
金時のさぶ」など。中でも「どら一」は大
人気商品です。

製造職・営業職（エリアマネー
ジャー候補・外商担当者）・本社事
務部門（総務・経理）

資本金／9，6００万円（18.02）
従業員数／310名（18.02）
年　商／38億5,000万円（17.07）
http://www.hatada.co.jp
　 soumu@hatada.co.jp

プラント・エンジニアリング

〒792-0003 新居浜市新田町3-3-5
総務部  岩﨑誉彦／☎0897-37-2948

（株）三好鉄工所

モノづくりの会社 だけど ヒトづくりの会社
プラント建設工事及びメンテナンス
熱交換器をはじめとする石油化学・産業用
機械器具の設計・製作・据付
様々な素材製造やインフラを担うプラント。
その生産活動を支える当社で、産業の基盤
を支える仕事をしてみませんか？

【技術職】
化学工業用設備（プラント）建設
及びメンテナンスの施工管理、
製作物に係る各種法令等の適
合検査、熱交換器等の産業用機
器の設計

資本金／3,800万円（17.12）
社員数／236名（17.12）
売上高／65億8,100万円（17.06）
http://www.miyoshi.gr.jp/
　 t-iwasaki@miyoshi.gr.jp

商社（鉄鋼・金属）

〒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」丸重商事（株）です
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
手掛けている多角経営の会社です。
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（18.02）
従業員数／94名（18.02）
売上高／10億円（17.12）
http://www.marujyu-group.co.jp/
　 info@marujyu-group.co.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

文系 理系 高専

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125年を迎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（18.03）
社員数／610名（17.03）
売上高／83億9,700万円（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

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士
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出展者



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！！
私たちが磨いてきたのは、確かな技術力
とニーズを満たすノウハウ。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、製造）
〇既卒
製造

資本金／4,100万円（18.02）
社員数／281名（18.02）
売上高／216億円（17.03）
http://www.advantec-japan.co.jp
　 takemasa@advantec-japan.co.jp

建設

〒799-1351 西条市三津屋190-1
事務部  徳永鉄男／☎0898-64-3711

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

不動産

〒793-0042 西条市喜多川266-1
管理部  重松 潤／☎0897-56-0008

エース住宅（株）

より快適な暮らしづくり ～不動産No.1サービス～
賃貸物件や一戸建の土地を探している
方々に、最適な不動産を提案しています。
また、不動産の売却や資産運用、相続等に
関する相談にも対応しています。

営業職（賃貸営業、管理営業）
事務職（管理事務、経理事務）
工務（建材取付加工等）

商社（その他製品）

〒793-0003 西条市ひうち字西ひうち3-21

総務部  白木吉子／☎0897-58-5535

いよせき（株）

人々の石に残したい永遠の念いを、形にするお手伝いをしています
墓石・造園・建築・土木に使用する石材を
国内外より調達し、四国内外の工事店様・
販売店様に供給をさせていただくと共に、
加工や施工なども手掛けることでお客様
のお役立ちに努めている。

【営業】石材工事店や販売店を
定期訪問し、受注活動を行う
【工場生産管理】石材工場での
加工及び生産管理を行う
【工事施工管理】石材工事の現
場や施工管理を行う　

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大 専門 既卒

既卒

高専 修士

修士文系 理系

鉄鋼

〒791-0522 西条市丹原町田野上方1016
本社管理部 経営企画Ｇ   奥平清浩／☎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

修士

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

文系 理系 高専

環境・リサイクル

〒799-1106 西条市小松町大頭乙46-10
企画部  橋本（マネージャー）／☎06-6192-5830

関西化工（株）

コアコンピタンスは微生物
モノづくりの会社から始まり培ってきた
確かな技術力と、社員一人ひとりが能力
を高め、発揮し、研ぎ澄まされた感性に
よって、独創性あふれる商品開発に結実
させていく。

水処理事業、リサイクル事業、
ロハス事業に関する製品の営
業・販売・納品
上記事業に関する営業経験者
を求む
※自動車普通免許要

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亀天会で働きやすい職場、職種をみつけよう！
愛媛県西条市、今治市において、利用者の
ニーズに応じた様々な福祉施設を運営し
ており、働く側の目線でも自分に合った働
きやすい職場がみつかりやすく職種も多
くあります。法人専用のマンションや託児
所も完備しています。

①施設利用者の日常生活介護、
レクレーション行事の企画、運
営、介護記録作成など
②施設運営に携わる事務、生活
支援の兼務
③法人本部での総務、経理事務

職員数／217名（18.03）
http://www.kitenkai.or.jp
　 jinji@kitenkai.or.jp

繊維

本社／〒100-8115 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
西条事業所／〒793-8585 西条市朔日市892
西条事業所総務部・人事（採用担当）  奥村／☎0897-56-1159

（株）クラレ

世のため人のため、他人（ヒト）のやれないことをやる
クラレは「世のため人のため、他人のやれ
ないことをやる」という独自の研究・技術
を重視する企業文化の下、数々の世界
シェアNo.1・オンリーワン製品を展開す
る化学素材メーカーです。

【EC（総合職）】文系（総務人事、経
理財務、営業等）、理系（エンジニア
等） [学歴：大卒以上]
【FL（地域職）】基幹職→エンジニ
ア、生産オペレーター [学歴：高専
以上（理系）]
一般職 → 生産オペレーター [学
歴：不問]

資本金／890億円（16.12）
社員数／単体 ： 3,386名 連結 ： 8,590名（16.12）
売上高／4,852億円（16.12）
http://www.kuraray.co.jp/

建設

〒793-0044 西条市古川甲128-7
取締役 田坂有紀／☎0897-47-6065

（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・商業施設、戸建住宅、リフォームまで、
幅広く手掛けます。お客様、社員、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（18.03）
従業員数／9名（18.02）
売上高／10億8,400万円（17.03）
http://kensyo1.com/
　 kensyo0901@gmail.com

理系 専門 既卒高専

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

理系 専門 既卒高専

建築設計

〒799-1101 西条市小松町新屋敷甲1858-1
代表取締役  木村久司／☎0898-72-5533

（株）宏朋

トータルな街づくりに貢献
次代の為に素敵な街を造りたい！機能性
や合理性のみの追求ではなく、人の為、自
然の為、未来の為！地球に優しい環境造り
を常に考え、基本設計をはじめ、種々な設
計分野のスペシャリストとして私たちはあ
らゆる可能性を追求する。

技術職
（建築設計・監理）

資本金／1,000万円
社員数／5名（18.02）
売上高／9,600万円（17.03）
http://www.koho-architects.com
　 ｋｍｈ＠koho-architects.com

資本金／2,000万円（18.02）
社員数／46名（18.02）
売上高／48億3,800万円（17.06）
http://www.andokogyo.co.jp/
　 tokunaga-t@andokogyo.co.jp

資本金／3,100万円（18.02）
社員数／30名（18.02）
売上高／4億3,500万円（17.07）
http://iyoseki.co.jp
　 info@iyoseki.co.jp

資本金／5,000万円（18.01）
従業員数／25名（18.01）
売上高／4億9,800万円（17.10）
http://www.ace-j.co.jp
　 shigematsu@ace-j.co.jp

資本金／4,000万円（18.03）
社員数／110名（18.03）
売上高／19億6,000万円（17.03）
http://www.kansaikako.co.jp
　 saiyou@kansaikako.co.jp

資本金／5,000万円（18.02）
社員数／100名（18.02）
売上高／24億円（18.02）
http://www.okame.co.jp
　 quality.saijo@okame.co.jp

〒793-0027 西条市朔日市851-4
事務  高瀬莉加子／☎0897-55-2763

創業51年 8年連続増収増益！ 安定した企業体質
ことぶきグループの仕事は、来ていただ
いたお客様を笑顔にする、幸せを感じて
もらう、大変やりがいのある仕事です。
調理が好き、接客が好き、人に喜んでも
らうのが好きな人は、一緒に楽しく仕事
をしましょう。

①ホールスタッフ（接客）
②調理見習い（調理）
③精肉加工（食肉加工）
④食肉小売（販売、加工）

資本金／4,000万円（18.02）
従業員数／259名（18.01）
売上高／16億5,200万円（17.07）
http://www.kotobuki-group.biz
　  r.takase@bk.k-cloud64.biz

官公庁・警察

〒793-8601 西条市明屋敷164
総務部職員課  川上伸英／☎0897-52-1208

西条市役所

木材加工・製材

〒799-1101 西条市小松町新屋敷甲1171-1
総務部  真鍋 亨／☎0898-72-2421

（株）サイプレス・スナダヤ

外食・レストラン

（株）ことぶき精肉店

“ワクワク度日本一の西条”を目指しています!!
「人がつどい、まちが輝く、快適環境実
感都市」の実現に向けて、各種施策を積
極的に展開し、「住んでみたい」「住んで
良かった」と思われるまちづくりを進め
ています。

未定（4月末決定予定）
（一般行政事務／土木工事の設
計／建築工事の設計／消防業
務・救急救命業務　等）予定

従業員数／966名（17.04)
http://www.city.saijo.ehime.jp/
　 kawakami1391@saijo-city.jp

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。

介護スタッフ
（高齢者の生活支援、移乗、食事介
助、お風呂介助、レクレーション、行
事イベント、外出等）
保育スタッフ
（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（18.02）
社員数／230名（18.02）
売上高／9億円（17.06）
http://jcomm-care.co.jp/
　 s-kushibe@jcomm-care.co.jp

環境循環型・木材利用企業
木材を高度に利用し、木造住宅の構造材
の供給を通じて国産材の価値を高
め、環境に配慮し、CO2削減に取り組
んでいます。

総合職等
（営業、仕入）

資本金／2,000万円（18.03）
社員数／130名（18.03）
売上高／50億円（18.03）
http://www.sunadaya.co.jp/
　 manabe.toru@sunadaya.co.jp

文系 理系

理系

食品

〒799-1362 西条市今在家921
総務部  原 志保／☎0898-64-1333

（株）志賀商店

一豆入魂！！志賀商店
沢山の種類のお豆を使い、惣菜・菓子など
幅広く豆製品を、厳しい衛生・製造管理の
もと、製造・卸・販売を行っています。

①製造管理：豆製品の製造管理
②包装管理：豆製品の包装出荷管理
③お客様センター：事務職・お客様対応
④営業：県内外への豆製品の営業

資本金／1,00０万円（18.02）
社員数／64名（18.02）
売上高／8億4,000万円（17.04）
http://www.shiga-mame.co.jp/
　 shiga7@za.wakwak.com

文系

文系

理系 短大 専門 既卒

既卒

修士

修士

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

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大

短大

専門

専門

既卒高専

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）

〒791-0593 西条市丹原町池田1701-1
総務部 人事課  清水裕也／☎0898-68-7800（内線131番）

周桑農業協同組合

福祉サービス

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

（福）聖風会

～すべての事業は、地域のために～
ＪＡ周桑は地域農業の振興を通じて、
組合員の”農”と”くらし”を守り、併せて
地域経済の発展と心豊かな『絆』づくり
に貢献します。

●一般総合職：信用、共済、販売、
購買等各種事業の事務及び営業
●営農指導職：営農指導、営農推
進および事務

資本金／29億6,800万円（17.03）
職員数／357名（18.03）
事業収益／76億5,500万円（17.03）
http://ja-syuso.or.jp/
　 jinji@ja-syuso.jp

高齢者や障碍者の基本的人権を尊重し、地域福祉の向上に努めます
地域の皆様と共に支え合い、成長を続
けていきたいと思います。
事業内容：高齢者福祉事業/障害者福祉
事業/就労支援事業

介護員/生活支援員資本金／1億9,800万円（17.03）
従業員数／514名（17.04）
売上高／24億1,800万円（17.04）
http://saijo-seifuukai.or.jp/

ドラッグストア

〒793-0062 西条市西田甲590-2
人財開発チーム  森川亜紀／☎080-3922-8903

（株）大屋

 大屋は「インパクト」を生み出し創り出すドラッグストアです！
お客様一人ひとりの健康増進・予防・食
生活支援（悩み相談）・栄養指導から改
善はもちろん、お客様の知りたい情報・
商品が100％手に入るドラッグストア
を目指しています！やりがいと笑顔溢
れる店舗で働いてみませんか？

mac店舗スタッフ(店長候補)・
薬剤師・管理栄養士・栄養士・
美容師・レジ応対・売場管理・
クリンリネス・接客・発注・
売場作成.売上・在庫管理

資本金／1億9,300万円(16.02)
従業員数／1,130名(17.09)
売上高／206億円(16.02)
　 aki@daiya-grp.ne.jp

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
スチール製物置、自転車置場、ガレージ、
家庭用水切棚等住宅関連用品の製造
及び販売。エクステリア及び住宅設備
機器メーカーからの仕入販売。昨年よ
りテレビＣＭを放映中。

ホームセンター等既存取引先へ
のルートセールスを主とした総
合職（営業）、生産設備の設計や
金型製作、新製品の開発等を主
とした総合職(技術)。中途向け
の製造職。

資本金／8,000万円（18.03）
社員数／430名（18.03）
売上高／127億300万円（17.03）
http://www.e-ty.co.jp
　 t.sugimori@e-ty.co.jp

修士

金属製品

〒793-0042 西条市喜多川853-36
総務部  芦高知弘／☎0897-55-5515

（株）谷口金属熱処理工業所

見えざる技術で熱処理をリードする
金属の素材や製品を熱処理し、硬く・
軟らかく・組織を均一にする等、さま
ざまな熱処理を確かな技術で行なっ
ています。

事務系総合職
（生産管理入力他）

資本金／2,000万円（18.01）
従業員数／41名（17.09）
年商／9億9,800万円（17.09）
http://www.taniguchi-mht.co.jp
　 t-ashitaka@taniguchi-mht.co.jp

文系 理系 既卒

既卒

既卒

短大 専門文系 理系 高専26
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MEMOMEMO
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 部長代理  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！
・医薬品調製装置、医薬用水製造装置の
  設計、製作
・廃水、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】
・２D、３DCADによる機械設計
・電気計装　・制御設計　・現地試運転
・プロジェクト管理　・研究開発
【製造部員】
工場内溶接、組立業務、現地工事等

資本金／2,400万円（18.02）
社員数／65名（18.02）
売上高／16億円（18.02）
http://www.topsystem.jp/
　  hino@topsystem.jp

建材・エクステリア

〒799-1342 西条市大新田94
総務部  北村和士／☎0898-64-2421

フジワラ化学（株）

住まいの「美しさ」と住む人の「やすらぎ」の追求
昭和30年の創業以降、塗り壁材や建築
用塗料、壁装材など次々に上市し、全国
のユーザー様から高い信頼をいただい
てきました。また、独自の技術力で世界
50カ国に製品を輸出し、世界に通用す
る人材育成も図っています。

研究開発、営業、総合職
建築仕上材(内装材、外装材、壁
紙)、教材、機能性食品の研究開
発、製造及び関連業務

資本金／9,300万円（18.01）
社員数／160名（18.01）
http://www.fujiwara-chemical.co.jp
　 jinji@fujiwara-chemical.co.jp

半導体・電子・電気機器

〒793-0003 西条市ひうち18-9
総務部  越智 毅／☎0897-53-9601
（ピピーという音のあとに内線：8049をダイヤルしてください。）

（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。
家電・携帯電話・車といった電気を用いる
あらゆる製品に使われている半導体の
検査を行っています。電気製品の核と
なる半導体を様々な角度から検査し、
解析・評価を行う、非常に高度で、興味
深い事業を展開しています。

①半導体検査各装置オペレー
ション（文理系・既卒・学歴不問）
②半導体目視検査
（文理系・既卒・学歴不問）
③半導体研究・開発・テスト
（理系新卒：高専・大卒・修士）

資本金／3,000万円（18.02）
従業員数／101名（18.02）
http://ryoshin-tech.com/
　 ochi@f-ryoshin.com

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

お客様、従業員、協力企業、地域の幸せの為に本気で取組みます
地域密着で80年の建築工事業。
主にクラレ西条のメンテナンス、公共
事業、住宅の新築、リフォーム。
社員全員参加の企業運営で小企業の
魅力を発信しています。

施工管理
設計デザイン
営業

資本金／3,000万円（18.02）
従業員数／14名（18.04）
売上高／5億6,800万円（18.01）
http://miyajimagumi.com/
　 miyake@miyajimagumi.com

文系 理系 短大 修士

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

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】
当社パチンコ店に来店された
お客様が快適に遊技できるよ
う玉箱交換・景品交換・遊技台
の説明等の業務

資本金／5,000万円（18.02）
従業員数／234名（18.02）
売上高／434億円（17.11）
http://www.rocky777.com/
　 recruit@rocky777.com

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
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福祉サービス

〒799-0121 四国中央市上分町乙8-2
本部  愛美会：堤 昌睦  健康会：吉田英生
☎愛美会：0896-58-0180/健康会：0896-58-4970

（福） 愛美会／（医） 健康会

高齢者介護・居宅介護支援及び障害者福祉サービス業
グループ法人である、（医）石川記念会
ＨＩＴＯ病院、（医）健康会とともに地域
の医療・福祉を支える一部門を担って
います。愛美会は主に、施設介護、在宅
介護、障害者福祉の分野において、地
域の皆様を支援しています。

介護職員、生活相談員、管理栄養士、
看護職員、理学・作業療法士・事務職
員（総合職）

職員数／愛美会：379名（18.03）/健康会：314名（18.03）
年　商／15億2,800万円（17.03）
http://www.aibikai.jp
http://kenkou-kai.jp/index.html
　  愛美会：m-tsutsumi@aibikai.jp
　  健康会：yoshida@kenkou-kai.jp

医療機関

〒799-0121 四国中央市上分町788-1
人事課  上田侑太郎／☎0896-59-6380

（医）石川記念会 HITO病院

四国中央市の地域医療を支える中核病院です。
事務職として医療従事者を支え地域貢
献できる仕事です。
また病院経営管理部門にもチャレンジ
が可能です。男女問わずキャリアアップ
できる環境が整っています。

事務職（総合職・専門職）
配属先：人事・総務・財務経理・
広報・秘書・医療事務など

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）

約100年間、ふるさとを支える礎を目指し続けています。
総合建設業
（土木・建築・環境等建設工事の請負）
本社所在地が「愛媛県」の建設会社で、
土木一式工事の完成工事高では2位、
建築一式工事と合計完成工事高では
共に3位です。（2018年1月時点）

■土木・建築施工管理技術職
現場をマネジメントし、プロ
ジェクト全体を管理。
■営業職　現場の技術力・アフ
ターサービスをアピールして建
設工事の受注。

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 咲／☎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（マイスター）
製造ラインのオペレーターとし
て設備の維持管理・改善など。
１人で作業が出来るまで数か月
は先輩が付き添うパートナー制
度がある。

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大 専門

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。

既卒

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

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

理系 既卒高専 修士

文系 理系 短大 専門 高専

紙・パルプ

〒799-0404 四国中央市三島宮川4-9-53
専務取締役  井原哲三／☎0896-29-5353

カクケイ（株）

雑貨・ラッピング用品バラエティに富んだ商品を企画・製造・販売
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

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）

アジアナンバー1のティッシュマシンメーカーを目指す
製紙機械、紙加工機械、不織布製造機械
などの設計・製造・販売
・国内シェアナンバー１
衛生用紙の８０％は弊社の機械で製造
されている。
・新卒社員の３年以内の離職率は３％

・機械設計、電気制御設計
・生産管理、工程・工事管理
・品質管理、設備保全
・製缶、溶接、機械加工
・製品の組立、現地据付
・国内外の法人向け営業

資本金／5,000万円（18.02）
社員数／221名（18.02）
売上高／60億3,900万円（18.02）
http://www.kawanoe.co.jp/
　 kawanoe@kawanoe.co.jp

機械

〒799-0111 四国中央市金生町下分798-1
人財採用部  原 安洲美／☎0896-56-4535

技研工機（株）

ものづくりを愛するプロの技術者集団です。
当社の技術が世界トップクラスの大手メ
ーカーを支えています。 特に下記2分野
①プラスチック射出成形機用原料ペレッ
トの製造装置の設計・製作
②精密部品加工（工作機械・樹脂押出機
などの心臓部品の製造）

機械設計技術：産業機械の設計、
強度計算やCADによる製図
部品製造技術：工作機械のプログ
ラミング及び操作による機械部
品の加工

資本金／5,000万円（18.02）
社員数／53名（18.02）
売上高／8億8,000万円（18.02）
http://www.giken-kohki.co.jp
　 gkk-ho3@giken-kohki.co.jp

機械

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

（株）岸製作所

CREATIVE POWER FOR YOU
主に紙・不織布・フィルム等の素材を加工
して製品化する加工機械の企画・設計・製
造・販売を行っております。

技術職
【設計・組立・機械加工（フライ
ス・旋盤等）】　

資本金／1,100万円（18.03）
社員数／45名（18.03）
売上高／10億円（17.10）
http://www.kishimc.co.jp/
　 ks@kishimc.co.jp

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
業務課 係長  高橋隆人／☎0896-24-2246

三共オートサービス（株）

風通しのよい人間関係が、明るい職場環境をつくっています。
全車種、全メーカーの新車､中古車販売
及び車検等、カーメンテナンスが主な業
務です。ガソリンスタンド､燃料販売も
有。単一工場としては四国最大規模の整
備工場。高い信頼性と高品質なサービ
スを提供しています｡

総合職：営業、管理部門
技術職：自動車整備
　　　 ：石油販売･配達
一般職：一般事務

資本金／2,000万円（17.03）
従業員数／74名（18.02）
年　商／32億円（17.03）
http://www.sankyo-auto.co.jp/
　 t-takahashi@sankyo-auto.co.jp

職員数／511名（18.02）
http://hito-medical.jp
　 ueda.yuutarou@hito-medical.jp

資本金／2億4,000万円（17.08）
社員数／160名（17.08）
売上高／43億1,200万円（17.08）
http://www.e-itoman.jp/
　 ogata@e-itoman.jp

資本金／7,500万円（18.02）
社員数／86名（18.02）
売上高／79億2,400万円（17.06）
http://www.iharakogyo.co.jp/
　 soumu@iharakogyo.co.jp

資本金／6,500万円（18.02）
従業員数／145名（18.02）
年　商／43億2,500万円（17.07）
http://www.kakukei.co.jp
　 tetsu@kakukei.co.jp

資本金／9,600万円（17.08）
従業員数／73名（18.02）
売上高／20億円（17.08）
http://www.okadadenki.com/
　 yuya.t@okadadenki.com

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／943名（18.02）
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/index.html
　  jinji@city.shikokuchuo.ehime.jp

その他メーカー

〒799-0113 四国中央市妻鳥町249-2
業務部 採用担当  中田容子、森田紘美／☎0896-58-1100

シンワ（株）

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  河上彰宏／☎0896-28-6004

四国中央市役所

身の回りで活躍する素材「不織布」の専門メーカーです
マスクやトレーマット、自動車に空調の
フィルター、さらにはラッピング用まで、
幅広く活躍する「不織布（ふしょくふ）」と
いう素材を開発・製造し、国内や海外の
お客様に販売しています。

・営業（企業向け、転勤有）
・事務（出荷手配など）
・品質管理（試験表やクレーム
  回答書の作成）
・生産技術、生産
・商品開発

資本金／4,800万円（18.01)
従業員数／269名（18.02)
売上高／93億円（16.12）
http://www.shinwacorp.jp/
　 saiyo@shinwacorp.co.jp

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／☎03-6856-7505

大王製紙（株）

私たちの生活に欠かせない様々な紙を扱う総合製紙メーカーです。
エリエールでおなじみの大王製紙です。
当社は人の生活に非常に身近な「紙」を
扱う総合製紙メーカーとして、現在は国
内のみならず、海外にもフィールドを拡
大しています。世界に羽ばたく製品と共
に、未来を切り開いていきませんか。

事務系総合職
（営業、企画、管理）
技術系総合職
（機械・電気・化学・土木建築）

資本金／397億円（17.03）
従業員数／2,533名（17.03）
売上高／3,893億円（17.03）
https://www.daio-paper.co.jp/saiyou/
　 personnel-depart@daio-paper.co.jp

海運

〒799-0402 四国中央市三島紙屋町7-35

総務部総務課  藤原 修／☎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
従業員数／130名（18.01）
売上高／205億円（17.03）
http://www.daio-kaiun.com/
　 shu-fujiwara@daio-kaiun.com

文系 理系

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

１．技術系
大型製紙設備の保全・施工管理
環境関連設備の開発・設計
２．企画系　PR活動
３．情報系　システム運用保守

資本金／6，00０万円（18.04）
社員数／590名（18.04）
売上高／135億円（18.03）
http://www.daio-eng.co.jp
　 t-miyaoka@daio-eng.co.jp

文系 理系 既卒高専 修士

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

修士

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

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

理系 短大 専門 既卒高専 修士

陸運（貨物・バス・タクシー）

〒799-0403 四国中央市三島朝日1-9-45
総務部総務課  古川、山崎／☎0896-24-7737

ダイオーロジスティクス（株）

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

四国地区物流会社売上高No.1！ 安全優先で運営しています。
当社はエリエール製品でおなじみの大
王製紙グループのロジスティクス（物流）
業務を担っています。グループ生産工場
の製品を納期通りに適価で納品するこ
とで｢ありがとう｣のお礼を頂きながら社
会に貢献しています。

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（17.04）
社員数／500名
売上高／413億円（17.03）
http://www.daio-logistics.co.jp/
　 recruit@daio-logistics.co.jp

先進技術を駆使したプロジェクトに取り組みませんか？
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
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を誇っています。

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）

資本金／2,000万円
　　　　（自己資本／80億8,200万円）（17.07）
従業員数／117名（17.07）
売上高／50億7,800万円（17.07）
http://daisho-iw.com
　 daisho015@daisho-tekkosho.co.jp

紙・パルプ

〒799-0111 四国中央市金生町下分1952-1
総務部総務課 総務部次長 石川詔治／☎0896-56-1115

（株）トーヨ

TP・タオルペーパーなど、生活に欠かせない商品を製造
奉書紙、紙製品、不織布など幅広い分野
の紙の開発・製造 奉書紙の分野で全国
トップクラスの生産量を誇る当社。 その
他の製紙分野や古紙原料の再生処理に
おいても、高度な専門性を持ち、幅広い
分野に進出しております。

営業職、生産技能職、生産技術
職（機械・電気・電子）、一般事務
職（システム系）
※生産技能職は三交替制です

資本金／9,800万円（18.01）
従業員数／203名(18.01)
売上高／92億5,700万円（17.12）
http://www.toyo-paper.co.jp/
　 soumuka@toyo-paper.co.jp

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）

水の力と紙の可能性を創り出し「感動」を明日につなげる企業を目指します。
創業から100年を越える老舗メーカー
です。平成4年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
て承認を得る等、OEMの化粧品・自社ブ
ランドのアルカリ電解水、重曹を用いた
クリーナーなど多数生産

総合職（営業職・設計開発）
技術職（マシーンオペレーター）
品質管理

資本金／8,300万円（18.02）
社員数／155名（18.02）
売上高／45億（17.08）
http://www.hattoripaper.co.jp

理系 短大 高専 修士

建設

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

尾藤建設（株）

『人と自然の調和』　
・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）
・営業職（営業）
・事務職（総務・経理）

資本金／6,000万円（18.03）
社員数／28名（18.03）
売上高／31億3,300万円（17.04）
http://bitoh.co.jp/
　 makoto@bitoh.co.jp

文系

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

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

既卒

出展者 出展者



MEMOMEMO
印刷・印刷関連

〒799-0495 四国中央市村松町190
人事部  永橋／☎0896-24-1114

福助工業（株）

業界トップシェア商品も多数製造！開発から製造、販売まで行うパッケージメーカーです
レジ袋や食品パッケージ、食品容器な
どみなさんが一度は手にしたことのあ
る商品を製造しています。明治43年以
来、黒字・無借金経営を維持し成長を続
けてきました。生活に欠かせないパッ
ケージの可能性にチャレンジしています！

営業、営業業務、総務、人事、経
理、資材、情報システム、機能材
料開発、生産技術開発（電気・電
子系含む）、品質管理製造業務、
工場業務など

資本金／10億1,600万円
社員数／2,869名（17.07）
売上高／974億円（17.03）
http://www.fukusuke-kogyo.co.jp/
　  jinji@fukusuke-kogyo.co.jp

印刷・印刷関連

〒799-0102 四国中央市川之江町長須192
人事課 石川雄大／☎090-5716-2223

（株）富士印刷

夢が未来を拓く
四国中央市は製紙から印刷・加工まで
紙関連業種が集積した日本最大級エリ
アです。その中で成長してきた印刷・製
造加工は誇りが持てる仕事です。全国
№１の紙産業の一翼を担いましょう。

営業職
自社の印刷・加工技術を使用した
製品やサービスの販売・提案

資本金／1，０００万円（18.03）
従業員数／50名（18.03）
年　商／5億5,000万円（17.09）
http://fuji-print.jp/wp/
　 yuudai2@fuji-print.jp

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）

印刷業界の枠を打ち破りたい！！
当社の特長としては自社工場で印刷・加
工から包装・内職迄幅広い工程を一貫
して手掛けられることが強みになって
おり、お客様の希望である「速く・安く・
良品を」に応えることが出来ます。

営業職：当社で製造する紙製品
やフィルム包装用のパッケージ
の、既存先のルート営業や新規
取引先開拓。パソコンを使って
の事務処理や資料管理など。

資本金／1,200万円（18.01）
従業員数／98名（18.01）
年　商／21憶9,200万円（17.06）
http://ｗｗｗ.ty-print.co.jp/
　 dohi@ty-print.co.jp

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）

どんな種（素材）でもシート化する、高い技術力
どんな素材でもシート化する高い技術
力を持ち、他社では製造できないよう
な特殊紙、不織布を製造しています。製
品は、国内だけでなく海外にも多く販売
しており、地方にありながらグローバル
に活動している企業です。

製造技術（製造現場勤務）
研究開発（新規、既存改良）
営業（法人営業）
事務（総務事務、営業事務）

資本金／5,000万円（18.03）
従業員数／175名（18.03）
売上高／65億円（17.07）
http://www.mikitoku.co.jp/
　 shinichiro@mikitoku.co.jp

文系 理系 短大 専門 既卒高専 修士

文系 理系 短大 専門 高専 修士

文系 理系

文系 理系 高専 修士

紙・パルプ

〒799-0122 四国中央市金田町半田乙45-2
人事部 人財開発課  中村謙介／☎0896-88-0005

（株）リブドゥコーポレーション

介護と治療の両域で生きる力を応援します
大人用紙おむつ“リフレ”を愛媛県から世
界へ、新しい価値を提供しています。医療
現場で活躍の場が急増している手術準
備キットは、病院の経営だけではなく医
療に携わる人の負担を軽減し、医療現場
のトータルサポートにつなげています。

営業職（商品企画・販売・拡販など）
技術職（製造ライン保守など）
商品開発職（開発・素材研究）
生産事務スタッフ（生産計画）
総務スタッフ（経理・システム）

資本金／7億7,300万円（17.06）
社員数／992名（18.02）
売上高／434億円（17.03）
https://www.livedo.jp/
　 nakamura1414@livedo.jp

文系 理系 短大 専門 既卒

既卒

高専 修士
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（株）アーバンライフ
（株）アイシーシー
一宮運輸（株）
（株）一宮工務店
愛媛小林製薬（株）
おうちTOWN セイコー不動産グループ
（株）大石工作所
（株）尾崎設計事務所
おべ工業（株）
（株）興新設計
四国竹林塗装工業（株）
住鉱物流（株）
スミメックエンジニアリング（株）
東予信用金庫
東予スズキ販売（株）（スズキ（株）愛媛県総代理店）
（有）永井商會
新居浜市農業協同組合
新居浜市役所
日泉化学（株）
（株）ハートネットワーク
萩尾機械工業（株）
（株）ハタダ
丸重商事（株）
（株）三好鉄工所
森実運輸（株）

（株）アドバンテック
安藤工業（株）
いよせき（株）
エース住宅（株）
（株）大亀製作所
関西化工（株）
（福）亀天会
（株）クラレ
（株）建将
（株）宏朋
（株）ことぶき精肉店
西条市役所

不動産
情報処理
物流・倉庫
建設

その他メーカー
住宅（リフォーム）
プラント・エンジニアリング

機械設計
輸送用機器
機械設計
建設

物流・倉庫
機械設計

信用金庫・労働金庫・信用組合
専門店（自動車関連）
専門店（家電・OA機器）
農業協同組合（JA金融機関含む）
官公庁・警察
化学
放送
機械
食品

商社（鉄鋼・金属）
プラント・エンジニアリング

物流・倉庫

金属製品
建設

商社（その他製品）
不動産
鉄鋼

環境・リサイクル
福祉サービス
繊維
建設

建築設計
外食・レストラン
官公庁・警察

ブース
No. 出展者名 業　種

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

（株）サイプレス・スナダヤ
（株）ジェイコム
（株）志賀商店
周桑農業協同組合
（福）聖風会
（株）大屋
（株）田窪工業所
（株）谷口金属熱処理工業所
（株）トップシステム
フジワラ化学（株）
（株）宮嶋組
（株）菱進テック（ふじグループ）
ロッキー産業（株）

（福）愛美会／（医）健康会
（医）石川記念会 HITO病院
イトマン（株）
井原工業（株）
岡田電機（株）
カクケイ（株）
川之江造機（株）
技研工機（株）
（株）岸製作所
三共オートサービス（株）
四国中央市役所
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）
福助工業（株）
（株）富士印刷
三木特種製紙（株）
やまと印刷（株）
（株）リブドゥコーポレーション

木材加工・製材
福祉サービス

食品
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
金属製品
金属製品

プラント・エンジニアリング
建材・エクステリア

建設
半導体・電子・電気機器
アミューズメント

福祉サービス
医療機関
紙・パルプ
建設
機械

紙・パルプ
機械
機械
機械

サービス（その他）
官公庁・警察
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
陸運（貨物・バス・タクシー）

機械
紙・パルプ
紙・パルプ
建設

印刷・印刷関連
印刷・印刷関連
紙・パルプ

印刷・印刷関連
紙・パルプ

新居浜市

ブース
No. 出展者名 業　種

西条市

ブース
No. 出展者名 業　種

四国中央市


