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株式会社アド
･･･････････････････････････
カンタツ株式会社 ････････････････････････
京西テクノス株式会社 ･････････････････････
株式会社 内藤工業所 ･････････････････････
和田精密歯研株式会社 ･････････････････････
アルファ電子株式会社 ･････････････････････
天昇電気工業株式会社 矢吹工場 ････････････
株式会社 井部製作所 ･････････････････････
会川鉄工株式会社 ････････････････････････
磯上歯車工業株式会社 ･････････････････････
株式会社金子製作所
･････････････････････
有限会社品川通信計装サービス ････････････
竹内精工株式会社 ････････････････････････
西田精機株式会社 ････････････････････････
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化学工業
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株式会社ミウラ ･･･････････････････････････
株式会社鈴倉プラント建設
･･･････････････
相互薬工株式会社 ････････････････････････
ミツエイ 株式会社 ････････････････････････
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社 ･･･
株式会社住田光学ガラス 田島工場 ･････････
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福島サンケン株式会社 ･････････････････････
福島太陽誘電株式会社 ･････････････････････
富士通アイソテック株式会社 ･･･････････････
北部通信工業株式会社 ･････････････････････
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有限会社品川通信計装サービス ････････････
東新工業株式会社 いわき工場 ･･･････････････
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株式会社保志
･･･････････････････････････
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MAP

A-1

県北地域

アイテック株式会社
http://www.ay-t e c .com

福島市の
「ピカピカ輝く町工場」

県中地域

アイテックの社名には、アイ（人）とテック（技術）の融合が込められ
ています。当社は1990年に創立以来、厳しい品質が要求される自
動車の重要保安部品であるワイパーブレードのモノ造りを通して、
社員ひとりひとりがお互いに切磋琢磨し、ピカピカ輝く企業集団
であることを目指しています。顧客のニーズに機動力と問題解決力
で信頼を築き、部材調達から組立、検査製品保管、全国製品出荷
までの一環生産体制を整えました。製造業がどんどん海外にシフ
トしていく中でモノ造りの面白さを後世に伝え、福島市の「ピカピ
カ輝く町工場」から、希望と勇気を日本中に発信していきます。

企業概要
［所在地］〒960-2156
福島県福島市荒井字横塚
11-80
［代表者］高橋

和之

［ 創 業 ］1990年
［資本金］2,000万円
［社員数］80人
［連絡先］024-593-1151
[主な事業] 自動車用ワイパーブレー
ド製造〜出荷、簡易空撮
気球の製造・販売、美と健

先輩社員からのメッセージ

康商品の販売

県南地域

もともとモノ造りが好きだった私は、ワイパーブ
レードの製造に興味を持ち入社しました。様々
な長さや形状などの数多くの種類の多さに当
時は驚きを隠せませんでした。当社では国内市
販のみならず海外市販向けのワイパーブレード
も生産しています。より良い製品を作り上げて
いき、製造業としての質を上げ、モノ造りの楽し
さと喜びを伝えていきたいと思います。

業務部 生産調達セクション
斎藤 雅晃

相双地域

電子機器

MAP

A-1

アサヒ通信株式会社
いわき地域

http://www.a sa h i - gp .co.j p

働いやすい環境と、モノづくりの革新に挑戦

会津地域

創業以来、
エレクトロニクス産業の先端に関わりながら歩
んできた会社です。電線加工から始めた事業は、時代の
ニーズを実現する技術を生みながら、映像、通信、自動車
関連商品のキーコンポーネントとして成長してきました。
エレクトロニクス分野は、医療・介護・地球環境保護など、
さらなる分野に発展が見込まれています。
「英知と感性を
融合し、新技術開発を通して社会に貢献する。」
をモットー
に常により良いものを生み出すための働いやすい環境と、
モノづくりの革新に挑戦し続けます。

［所在地］〒960-1406
福島県伊達郡川俣町鶴沢
字中山1
［代表者］菅野

高延

［ 創 業 ］1967年
［資本金］220百万
［社員数］126人
［連絡先］024-565-2111
[主な事業] 民生用・車載用のワイ
ヤーハーネス加工

先輩社員からのメッセージ
現在は技術部門で製品の設計・開発を

南会津地域

行っています。覚えることがたくさんあり、
難しい仕事内容ではありますが、社内各
部門の中では一番他部署と活発的な関
わりを持っている場所です。様々な方と接
することで、技術職としての能力だけでな
く、多くの情報や知識を身につけることが
でき、非常にやりがいを感じます。
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企業概要

技術部
長谷部

英雄

MAP

旭電化

県北地域

株式会社

A-1

ht t p ://www.a sa hiden k a.com

将来にかけて必要不可欠な技術「めっき」

［所在地］〒960-8151
福島県福島市太平寺字堰
の上9番地
［代表者］宍戸隆司

県中地域

当社は、創業40年になる
「電気めっき業」
を営む老舗メー
カーです。鉄や銅などの素材に表面処理（めっき）
を施し、
防錆、及び外観を美化したり、特殊な機能を持たせたりす
る仕事をしています。
「めっき」は身近な電気製品や自動
車、
そしてロボットやロケットの部品まで幅広く使用され、
将来にかけて必要不可欠な技術です。

企業概要

［ 創 業 ］1976年7月1日
［資本金］2,000万円
［社員数］30人
［連絡先］024-546-2013
[主な事業] めっき加工品の製造、及
びそれに付随する業務

先輩社員からのメッセージ

県南地域

元々化学に興味があり、高校で学んだ
化学の知識を生かせる仕事に就きたい
と思い入社しました。めっきは専門の
知識が必要で、大変なことも多いです
が、自分で考えて成功した時はとても
嬉しく、
やりがいのある仕事です。
硬質クロムめっき
渡邉 修

相双地域

電子部品

MAP

A-1

アルス株式会社
芸術的な輝きを放つ創造的な技術を追求する集団

企業概要
［所在地］〒969-1175
福島県本宮市本宮字名郷7
［代表者］大内 勉
［創

業］1972年

［資本金］9,800万円
［社員数］320人

会津地域

ARS（アルス）
とは"ART＝芸術、技術"の語源となるラテン語で
す。
この社名には、私たちが芸術的な輝きを放つ創造的な技術
を追求する集団であるようにとの想いが込められています。独
立 資 本 の 半 導 体・電 子 デバイスの E M S（ E l e c t r o n i c s
Manufacturing Service 電子機器の受託生産を行うサービ
ス）企業として、多くのお客様と長年に渡り関わりながら培わ
れた"創造する技術"。
これからもQCT (Quality Cost Time)
を追求し、お客様へ最適で安心な製造ソリューションを提供
しています。

いわき地域

ht t p ://www.a r usu.co.j p

［連絡先］0243-33-2326
[主な事業] 半導体電子部品製造

先輩社員からのメッセージ
企画開発という業務は常に最新の技術を追

南会津地域

い続けなければならず大変な業務ではありま
すが、それと同時に最新の技術に触れられ、
開発品が形になったときはとても達成感があ
り、やりがいのある仕事です。また、社内の雰
囲気も先輩後輩や別部署との隔たりがなく、
社員同士が親しくコミュニケーションをとり、
仕事、プライベートともに楽しい職場です。

企画部 企画開発課
山岸 秀之
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通信

MAP

A-1

県北地域

株式会社大川電機製作所
http://www.o ds i n c .co.j p /

平均年齢36歳！若者が活躍できる会社

県中地域

当社は、創業65年を迎える金属部品加工のメーカーで、東証1部上
場アルコニックス㈱の100％子会社ですので、収益力・財務力・信用
力も高く、将来性のある会社です。1951年に東京都世田谷区で創
立、平成元年に福島工場（福島市）操業、2016年4月に上名倉工場
（福島市）を操業し、成長性に富んだ会社です。試作から量産まで、小
物微細加工から大物加工まで行い、通信機器、半導体・液晶製造装
置、航空機、衛星搭載機器、医療器、産業機器の多岐にわたる業種の
金属部品を加工しています。また、最先端の工作機械、及びCAD/CAM
を備え、平均年齢は36歳で若者が活躍できる会社です。

企業概要
［所在地］〒960-2153
福島県福島市庄野字石塚
1-1
［代表者］中山 裕之
［ 創 業 ］1951年12月11日
［資本金］4,800万円
［社員数］154名
［連絡先］024-593-3331
[主な事業] 通信機器、半導体・液晶製
造装置、航空機、衛星搭載
機器、医療器、産業機器の

先輩社員からのメッセージ

部品

県南地域

私の所属している部署は、お客様から製作依頼をいた
だいた製品の加工方法を考え、最新3DCAD/CAM/
シミュレーションソフトを駆使し、工作機械用に加工
プログラムを作成する部署です。常にPCと向き合って
いるのではなく、機械オペレーターと連携しながら、時
には大手客先へ出向き技術打合せも行うなど、重要な
役割を担っています。最先端の設備、技術でのものづく
りは大変やりがいがありますよ、ぜひ大川電機へ！

生産技術部
田村

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社 笠原鋳物工場
いわき地域

http://www.k a sa h ara- i mon o.com

人命に関わる製品製造

企業概要

会津地域

当社では、品質活動の一環として作業の標準化による鋳
造技術の伝承、品質管理の体制の一層の充実を目指し、
2003年7月にISO9001:2000の認証を取得しました。
ま
た，
その後も更新審査を経て、現在ではISO9001:2008の
品質マネジメントシステム規格に適合するよう取り組んで
います。
当工場から出荷する鋳物は自動車等に使われてい
ることから、製品に不具合があった場合人命に関わる為、
社員教育には「人命に関わる製品」に携わっていることを
何より理解させています。

先輩社員からのメッセージ
自然豊かな、阿武隈の山間で、環境に

南会津地域

配慮し、客先から依頼された平面図か
ら三次元CADで立体化し、
トラック・バ
ス・建設機械の複雑形状な基幹部品を
得意とし、鋳造しているのに魅力を感じ
て入社し、組織体制の一人として汗を
流しております。
生産技術
庄司 一徳
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［所在地］〒960-1501
福島県伊達郡川俣町山木
屋字上松林1-1
［代表者］中島

修

［ 創 業 ］1955年6月
［資本金］3,200万円
［社員数］37人
［連絡先］024-563-2111
[主な事業] 銑鉄鋳物製造業

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社 川島製作所 福島工場
ht t p ://www.k mco .co.j p

ものづくり90年以上の加工実績

［所在地］〒960-1303
福島県福島市飯野町青木
字小手神森５０
［代表者］川島

健二

県中地域

川島製作所の精密部品は自動車部品をはじめ、光通信部
品、高周波（RF）
デバイス部品、衛星搭載部品、医療部品等
の様々な分野で活躍しており、CNC旋盤、
マシニングセン
タ、
プレス、
ワイヤー放電加工等を主力に保有工作機械約
250台以上の生産基盤、更にものづくり90年以上の加工
実績で様々な設計・開発ニーズにお応えします。

企業概要

［ 創 業 ］1953年
［資本金］5,760万円
［社員数］125名
［連絡先］024-562-4141
[主な事業] 自動車部品、光通信部品、
高周波デバイス部品、衛
星搭載部品、医療部品の

先輩社員からのメッセージ

精密加工

県南地域

自動車部品ではクリーンディーゼルの
インジェクター、衝突防止のミリ波レー
ダーの部品加工など環境や安全に貢
献できるものづくりや電波望遠鏡、人
工衛星の部品加工など地球の未来に
つながるものづくりができる会社です。

相双地域

MAP

A-1

恵和興業株式会社
リサイクル率100％への挑戦

先輩社員からのメッセージ
新卒で入社し、5年目となります。以前は営業職として

仕事を通じて一番嬉しかった事はお取引先の方から、

［所在地］本社 〒981-3224
宮城県仙台市泉区西田中
字杭城山55-6
事業統括本部 〒960-1107
福島県福島市上鳥渡字し
のぶ台4-6
［代表者］笹川 恵一
［ 創 業 ］1977年
［資本金］1,000万円
［社員数］83人
［連絡先］本社 022-347-9961
事業統括本部 024-593-5456
[主な事業] 産業廃棄物中間処理場の
運営、産業廃棄物の収集
運搬業務、
リサイクル技術
の研究開発業務、再生路
盤 材の製 造・販 売 、放 射
能・線の測定並びに除染
に関する業務、
ほか

南会津地域

勤務し、約1年半前に今の部署に配属され、ケイワ・ゼロ
エミプラント楢葉における営業企画を担当しています。

企業概要

会津地域

当社は環境事業を手掛け、今年で創業40周年を迎えます。
「増え
続ける廃棄物や繰り返される不法投棄から自然環境を守りたい」
―そんな思いから1987年、福島市に産業廃棄物最終処分場を開
設しました。その後、循環型処理を推進するべく、リサイクルを主
眼とする建設混合廃棄物処理施設を、福島市と仙台市に開設しま
した。そして2017年春、東日本大震災からの復興と安全・安心な
街づくりの一助となるべく、双葉郡楢葉町に新工場「ケイワ・ゼロ
エミプラント楢葉」を開設します。社員や家族、地域の皆様が、笑顔
で過ごせる社会を築いていく企業であり続けたいと願っています。

いわき地域

ht t p ://www.ke iwa .b e

「八重樫さんに相談してよかった!」と言っていただけた
こと。今後も頼られる存在になるべく、日々精進してお
ります。こんな私とお互いに切磋琢磨しあえる仲間を募
集中です。興味があれば一緒に働いてみませんか?

営業企画部
八重樫 希

13

プラスチック

MAP

A-1

県北地域

ケーツーモデリング株式会社
http://www.k2m od e l .j p /

より良い金型、
より良い製品提供

県中地域

私たち、ケーツーモデリングは、若いスタッフの力と可能
性、充実した設備、今までに培ってきた技術、発想でお客
様のニーズにお応えしています。超精密加工はもちろんの
こと、製品製造時のコスト削減のご提案、製品加工、製造
だけではなく、
お客様にさらにプラスになるものを常に意
識し取り組んでいます。金型製作においても、流動解析を
実施し、事前に予想される問題点をつかみ、金型設計を
行っています。
より良い金型、
より良い製品を提供すべく、
日々取り組んでいます。

企業概要
［所在地］〒969-1203
福島県本宮市白岩字堤崎
132番地
［代表者］鈴木

昇一

［ 創 業 ］1986年
［資本金］3000万円
［社員数］75名
［連絡先］0243-44-4441
[主な事業] 精密プラスチック成形金
型設計、製作、
および生産

先輩社員からのメッセージ

県南地域

今までの職種を経験する中で「作る」ということがと
ても楽しく感じるようになりました。
「作る」ことに、
もっと真剣に取り組みたいと考え入社しました。製
造業が初めてな私はとても不安な気持ちでいっぱ
いでした。しかし、先輩方の丁寧なご指導により、不
安が解消されました。今では、出来る作業も増え、楽
しい気持ちで取り組んでいます。先輩の作業を見
て、向上心を持ちながら職務に励んでいます。

技術部 研磨班
正木 翔

相双地域
MAP

A-1

株式会社三栄精機製作所
いわき地域

http://sa nei-a ir .com

日本オンリーワンの専業メーカー

会津地域

当社は1925年創業の空圧機械の専業メーカーとして、
エ
アモータ、エアホイストなど空気圧特性を活かした製品
を、鉄鋼・造船、機械、化学・石油精製・鉱業、
自動車及び産
業機械等の需要に供給してまいり、
その品質とサービスに
ついて高い信頼のもとにご採用を戴いております。求めら
れてきたのは「進化やテクノロジー」
だけでなく、結果に対
しての
「信頼と安心」
でした！

企業概要
［所在地］〒969-1619
福島県伊達郡桑折町字仮
屋1番地
［代表者］山本

悦子

［ 創 業 ］1925年4月
［資本金］5,000万円
［社員数］55名
［連絡先］024-582-3144
[主な事業] エアモータ、
エアホイスト、
エアウィンチ、その他空圧
機械の設計、製造、販売

先輩社員からのメッセージ
私は地元福島に就職したいと思い就職活動を

南会津地域

していたところ、エア機器を設計から製造まで
行っているメーカーであるこの会社に興味が
出て業務内容を聞き自分もこの会社で仕事が
したいと思い入社しました。自分が書いた図
面(設計したもの)が形になって、お客さんの
現場で稼働するのを一通り見れるというのが
この仕事をしていて達成感を感じます。
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技術部 設計
齋藤 圭輔

プラスチック

MAP

A-1
県北地域

株式会社サンライト
ht t p ://www.sun-lt.co.j p

手配から加工までの一貫生産

［所在地］〒969-1403
福島県二本松市渋川字蛇
森1-2
［代表者］吉田 大樹

県中地域

当社はプラスチック部品を金型の手配から成形・印刷・塗
装・レーザー加工までの一貫生産をしています。当社が作
り出すプラスチック部品は独自の固有技術と最新の機械
装置生産ラインによって生み出されます。特に塗装技術を
応用した加飾方法の生産には特徴があります。又社員の
スキルアップとやる気を引き出すために人財教育には力を
入れています。会社負担によるセミナーへの参加通信教育
の受講等の推進をしています。

企業概要

［ 創 業 ］1974年11月28日
［資本金］1000万円
［社員数］79名
［連絡先］0243-54-2111
[主な事業] プラスチック部品製造

先輩社員からのメッセージ

県南地域

私が所属する生産管理部の仕事は製造部門の業務をサ
ポートすることです。日々の生産実績を管理しています。
データ入力はエクセルを使用していますが、正確性・確実
性を要求されます。複雑で難解な部分も多くあります。
先輩の方が丁寧に指導してくれます。活気ある職場 そ
こで働く社員ひとりひとりの仕事に対する取組み姿勢は
真剣そのものでそんな方々の存在が私の仕事の原動力
見習うことがたくさんあります。

生産管理
亘理 美沙子

相双地域

MAP

A-1

有限会社 高橋工業所
いわき地域

精密さと生産力を両立

企業概要
［所在地］〒969-1731
福島県福島市佐倉下光寿
院前1-7
［代表者］高橋

拓美

［ 創 業 ］1957年6月
［資本金］1000万円

会津地域

50年以上もの間、機械加工業務として福島市の製造業界携わって
きました。主な製造品目はオイルシール金型と機械設備、治工具で
す。弊社では、高い精度が問われるオイルシール金型をメインに製
造しています。生産量の多いオイルシール金型に関しては過去30
年以上の実績を基に現在も尚、専門技術をさらに高精度なものへ
という思いの基日々努力を続けています。近年では工場の生産量
の増加と高経度化を図るべく築50年を超える第1工場から平成
26年5月に操業を開始した第2工場へ約60％の人員と設備を移設
し精密さと生産力を両立するべく日々努力を続けています。

［社員数］33人
［連絡先］024-594-1580
[主な事業] オイルシール金型、各種
ゴム金型、精密治工具の
設計・製作

先輩社員からのメッセージ
なんの知識もなく高橋工業所に入社しま

南会津地域

した。最初は覚えることもたくさんあり大
変でしたが、いろいろと金型のことを覚え
ていくととてもやりがいのある仕事だと
実感しました。街角で何気なく走っている
車などを見て、
もしかしたら工場で作った
金型で作ったオイルシール金型が使われ
ているかなと想像するとわくわくします。

業務課
佐藤 有紗
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色素製造

MAP

A-1

県北地域

中外化成株式会社
http://www.chu gai c h e m .co.j p

お客様と協力して開発・生産する企業

県中地域

私たちの周りにはありとあらゆるモノが溢れていますが、多くのモノ
には色が付いています。私たちはその色を付ける色素（染料）という分
野を中心に仕事をしています。私たちはお客様である製品メーカーや
製品の部品メーカーから依頼を受け、革新的な技術に基づいた化学
の原材料や中間体をお客様と協力して開発・生産する企業です。私た
ちの開発・生産した原材料等は様々な用途に使われ、過去には、テー
マパーク園内の池や川の着色、ゲーム機器のイニシャルロゴの色付け
も行いました。現在でも、燃料電池、スマートフォン、液晶テレビ、医薬
品、農薬品、各種インク等の様々な製品に使用されています。

企業概要
［所在地］〒964-0982
福島県二本松市赤井沢
35-3
［代表者］若松

正晴

［ 創 業 ］1941年9月18日
［資本金］4,950万円
［社員数］56名
［連絡先］0243-22-6050
[主な事業] 機能性色素、染料・医療用
中間体、特殊中間体、記録
計器用インク等の製造

先輩社員からのメッセージ

県南地域

分析技術者として品質管理や新製品の分析手法の確立
に携わり、染料から特殊化学品、あっと驚くようなものま
で様々な製品を分析しております。定期的に社内でミー
ティングが行われ、自分とは異なる視点からの意見やア
ドバイスは成長に繋がると感じています。今後も高い分
析技術を身に着けられるように心がけていきたいと思い
ます。また、弊社は育児経験者が多く理解があります。産
休育休の実績もあり、復職しやすいのも魅力です。

相双地域

天昇電気工業株式会社 福島工場
いわき地域

http://www.te ns h o- p las ti c .co.j p

ハイスピード＆ハイクオリティな製品供給

会津地域

テクノロジーの進歩とともに、情報化・機械化のスピードに拍車がかかる中、
たえず技術力に磨きをかけながら、プラスチック業界のパイオニアとして
数々の製品を送りだしてきました。現在の主な取り扱い製品は、自動車部
品、家電・OA機器や機構部品、また大型コンテナーや感染性医療廃棄物容
器に至るまで多分野へと展開して、あらゆるお客様のニーズに幅広くお応え
しています。自社ブランド品、受託生産品のいずれにおいても、企画段階から
デザイン考案、設計、構造解析、金型製作、試作評価、製造、二次加工までの
一貫した生産ラインにより、ハイスピード＆ハイクオリティな製品の供給を
実現します。

先輩社員からのメッセージ
私は現在、現場研修中で新型自動車のグリル製品の検

南会津地域

査をしております。この製品は日々不具合箇所が変わ
るため、限られた時間の中で検査するのは大変です。
ですが、検査を繰り返す内に製品の不具合を即座に気
づき、未然に不具合品流出を食い止められるようにな
りました。この経験を生かし、不具合の出ない物造りが
出来る工場の技術者となるべく、日々奮闘しています。
福島工場 第二技術部
澁谷 聡一

16

企業概要
［所在地］本社 〒194-0005
東京都町田市南町田五丁
目3番65号 天幸ビル17
福島工場 〒969-1403
福島県二本松市渋川字囲
壇１番地
［代表者］石川 忠彦
［ 創 業 ］1936年5月1日
［資本金］12億8百万円
［社員数］約550名（国内）
［連絡先］本社 042-788-1555
福島工場 0243-53-2311
[主な事業] プラスチック成形加工で
の自動車部品、家電用品・
OA機器、各種機構・機能
部品、感染性廃棄物容器、
物流産業資材等の生産販
売及び各種金型設計・生
産販売

MAP

永沢工機

県北地域

株式会社

A-1

ht t p ://www.nux.co .j p

精密板金加工のプロ

企業概要
［所在地］〒960‒0231
福島県福島市飯坂町平野
字田切3-1
［代表者］永澤

耕三

県中地域

私たちは薄物板金加工を得意とし、精密板金加工のプロ
として、短納期でも高品質の実現に努めています。設計段
階からご提案をさせて頂く事によりコスト低減、納期短縮
を実現します。
お客様の考えを具現化させて頂き、
お役立
ちに貢献いたします。
シートメタル加工のオーダーなら試
作品から短納期のものまでお任せ下さい。

［ 創 業 ］1965年４月
［資本金］1,000万円
［社員数］53名
（男子40名

女子13名）

［連絡先］024-542-3190
[主な事業] 精密板金、防犯セキュリ
ティ機器、医療・分析・測
定機器、半導体製造装置、

先輩社員からのメッセージ

県南地域

金融機器等の製造

年配の職人と若者の年齢が離れてはいますが、各
部門の連携も取れている働きやすい職場です。入
社して1年目は誰でも我慢ですが、2年から3年く
らい経って思ったように仕事が進むようになると
俄然面白くなります。現場は、いつも若い世代の
活気にあふれていますし、これから伸びていくポ
テンシャルの高い職場だと思います。チャレンジ
を「よし」とする懐の深い環境が弊社の魅力です。

製工課 溶接担当
中村 廣志

相双地域

物流

MAP

A-1

株式会社 ナカノ商会
物流事業を柱とした全国展開

企業概要
［所在地］本社 〒134-0083
東京都江戸川区中葛西3
丁目18番5号
福島支店

〒969-1104

本宮市荒井字恵向13-1
［代表者］沼澤
［創

宏

会津地域

弊社は、来年で創業30年を迎える物流企業です。
「 海運」
「倉庫」
「 陸運」
「３PL」を主とした物流事業を柱に全国展
開を図っております。営業拠点は、関東・関西・東北・九州
を主力に設置し、
「倉庫」
は全国150カ所余り、管理面積25
万坪余りを有しております。
また、近年、
インターネット通
信販売の拡大に伴う通販関係業務の拡張を図っておりま
す。

いわき地域

ht t p ://na ka no shok ai .j p /

業］1988年

［資本金］3億2,470万円
［従業員数］1,800人
［連絡先］本社

03-5667-8877

福島支店 0243-63-5918

先輩社員からのメッセージ

[主な事業] 物流事業・倉庫業・ＦＣ事業

私は2016年に入社し、現在柏支店に配属され、主に倉庫作業

南会津地域

やデータ管理の仕事をしています。物流企業に入社してどんな
仕事をするのかと不安もありましたが、消費者のニーズに応じ
て商品を届けるという流通過程の仕事は、社会の仕組みの中
ではなくてはならない存在であることが分かりました。仕事は
厳しいこともありますが、先輩方の温かい指導をいただきなが
ら、自分の視野を広げるために毎日汗を流しています。ナカノ
商会の社員として来年4月に会えることを楽しみにしています。

柏支店 倉庫・作業課
浅見 彰伍
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

有限会社 西坂製作所
http://www.nisi z ak a.com

型の修正のスピード、難題を克服できる人材

県中地域

日本の誇れる基幹産業の一つの型製作、創業78年の伝統
があり、培ってきたノウハウを確実に若い世代に伝承して
います。
さらに新しい技術を積極的に取り入れ、革新も同
時に行ってきました。社員教育にも力を入れており、お客
様から、社会から信用される立派な日本人をそだてようと
しています。他社にはない技術としては、型の修正のスピー
ド、難題を克服できる人材の存在があります。

企業概要
［所在地］〒960-2261
福島県福島市町庭坂字前
田14−2
［代表者］西坂

早苗

［ 創 業 ］1938年
［資本金］300万円
［社員数］17名
［連絡先］024-563-5131
[主な事業] 鋳造用木型、金型、樹脂型
設計製造

先輩社員からのメッセージ

県南地域

弊社は自動車部品、車両部品、建設機械部品等
の鋳造用の型を設計製造している会社です。社
員の平均年齢が、38歳と比較的若く、とても元
気のある会社です。物を分解・組み立てするこ
とが好きな方、車やバイク等の青空整備が好き
な方、自分が持っているスキルや可能性を生か
して私たちと一緒に働いてみませんか。
金型
関根

幸博

相双地域

印刷

MAP

A-1

株式会社 日進堂印刷所
いわき地域

http://www.niss h i n d o.co.j p

できない理由を探さない

企業概要

会津地域

福島市の本社工場を中心に、東日本の主要都市（郡山・仙台・東京）に
支社を持つ総合印刷企業です。合言葉は、
「できない理由を探さな
い」。難題に直面した時にも、企画・制作機能を備えたグループ企業と
連携し「どうすればできるのか」を考え、印刷物だけに拘らない最適解
を見つけます。そのため、モノを作る前段階として「お客様の中に散在
する情報をつなぎあわせ、新たな視点や価値づくりを提案」というプ
ロセスを大切にしています。また、
「ふくしま手帳」
「防災＋手帳」などの
自社商品開発も手がけ、
「防災＋手帳」は、製品に対する考え方などが
評価され、2012年度グッドデザイン賞を受賞しています。

［所在地］本社・工場 〒960-2194
福島県福島市庄野字柿場
1-1（福島西工業団地）
郡山支社
仙台支社
東京支社
［代表者］佐久間

信幸

［ 創 業 ］1945年10月10日
［資本金］6,000万円
［社員数］男子134名

女子50名

合計184名（役員6名含）

先輩社員からのメッセージ

南会津地域
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[主な事業] 総合印刷（販促用印刷・商
品開発）、企画営業・デザ

お客様から「初めにイメージしていたものより良いものが

イン・WEB開発等

できました」と言われたことがあります。それはお客様の
「想像通り」ではなく「想像以上」の品質の製品ができたか
らだと思います。デザインに見合う材質や見栄えを良くす
る様々な加工を付加価値としてお客様に提案し、お客様と
一緒に製品づくりをすることに営業としてのやりがいを感
じます。プライベートでも目に留まった印刷物は手に取っ
ています。より良い提案ができるよう勉強の毎日です！

［連絡先］本社・工場 024-594-2211

企画営業本部 営業第一部 営業２課
庄子 亮

繊維

MAP

A-1
県北地域

日東紡
ht t p ://www.nitto bo.co.j p /

高機能材料をメーカーに提供する素材メーカー

［所在地］本社 〒102-8489
東京都千代田区麹町二丁
目4番地1
福島工場

〒960-8581

県中地域

当社は様々な高機能材料をメーカーに提供する素材メーカーです。繊維
メーカーとして創業した当社ですが、現在は、繊維業で培った知見・技術を
生かし、様々な事業を展開しています。
【グラスファイバー事業】世界有数の技術力で業界トップを走り続ける。ス
マートフォンやパソコン、自動車、建築資材など、幅広い分野に製品を提供。
【繊維事業】国内シェアNo.1を誇るレディース衣料向け接着芯地などを中
心に、スーツ、ワイシャツやブラウスなどの素材を提供。
【環境・ヘルス事業】体外診断薬や機能性ポリマー、清涼飲料水、グリーン
ビジネスなど、多岐にわたる事業を展開。人々の生活を多方面から支える。

企業概要

福島県福島市郷野目字東
1番地
［代表者］辻

裕一

［ 創 業 ］1923年
［資本金］196億円
［社員数］2,463名（連結）
774名（単体）

先輩社員からのメッセージ

［連絡先］本社

03-4582-5020

県南地域

福島工場 024-546-3133
[主な事業] グラスファイバー事業、繊

生産設備に興味を持っており、その観点で就職活動を

維事業、環境・ヘルス事業

行う中で日東紡を知り、グラスファイバーが身近な製品
に数多く使用されていることや、生産設備の独自性の高
さに興味を持ち、入社を決意しました。現在はグラス
ファイバーの生産設備設計を行っています。私が担当す
る「ガラス溶融炉」は、規模が大きい一方で、10年近く休
みなく稼働するため、精巧さも要求される設備です。そ
の設計は非常に奥深く、日々やりがいを感じています。

グラスファイバー事業部門 溶融技術グループ
土井 靖貴

相双地域

機械器具

MAP

A-1

日特エンジニアリング株式会社
自動巻線システム世界シェア№1

企業概要
［所在地］本社 〒336-8561
埼玉県さいたま市南区白
幡5-11-20
福島事業所 〒960-1393
福島県福島市飯野町明治
字鹿ノ子島17-3
［代表者］近藤
［創

会津地域

日特エンジニアリングはJASDAQ上場企業です。
「自動巻線システムの
トップメーカーであり、世界シェアNo．1企業」です。
1972年の創業以来、トップメーカーとして、同業他社の追随を許さない高
性能巻線機を福島の基幹工場にて日々研究開発し、製品化しております。
また、研究テーマ、開発テーマは連日、国内外を問わずお客様から頂く相
談の中にあります。よって、その期待に応える技術・製品を提供できる会社
であるからこそ世界シェアNo．1を維持できているものと考えております。
他の追従を許さない当社のコア技術があります。一度当社のサイトをご覧
ください。

いわき地域

ht t p ://www.nitto k u .co.j p /

進茂

業］1972年9月28日

［資本金］6,884,928,042円
［社員数］363名
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

048-837-2011

福島事業所 024-562-4444
[主な事業] コイル製造用自動巻線機
およびFA（ファクトリー

私は小学生のころから機械に携わる仕事に憧れており、日

南会津地域

オートメーション）機器・

特エンジニアリングは巻線機メーカーの中でも世界シェア

システム、ICカードの製

No.1であると知り、自分の技術を磨くことができると考え、

造・販売

入社しました。機械設計は、自分の考えた設計がそのまま機
械なるということなので、大きな責任を感じることも多いで
すが、一生懸命力を注いだ分、機械が完成すると嬉しくなり
ます。今後の目標は、会社に貢献できるような技術を開発す
ることです。

技術開発本部 技術開発部 機械設計グループ
安西 香保里
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

福島キヤノン株式会社
http://www.fuku s h i ma- c an on .co.j p /

世界トップクラスのメーカーとしての信頼維持

県中地域

当社は福島市の西部に位置し、
インクジェットプリンタ製
品の生産を主力に様々な事業を行っているキヤノングルー
プ関連会社です。
キヤノンのプリンタに搭載されるインク
タンクやプリントヘッドの生産、業務用フォトプリンターの
生産をはじめ、様々なキヤノン製品のソフトウェア評価な
ど、幅広い事業を担っています。製品を世に出すメーカー
としてモノづくりの技術こそが最も大切であると考え、社
員一人一人がさらに技術力を磨きあげていくことで世界
トップクラスのメーカーとしての信頼を維持しています。

企業概要
［所在地］〒960-2193
福島県福島市佐倉下字二
本榎２
［代表者］相馬

克良

［ 創 業 ］1969年12月
［資本金］8000万円
［社員数］1742名
［連絡先］024-593-2111
[主な事業] インクジェットプリンタ製
品/プリントヘッド/インク
タンクの製造、
ソフトウェ

先輩社員からのメッセージ

ア品質評価など。

県南地域

私はプリントヘッドの生産技術を担当しています。現在
は日々の生産活動で発生する問題点への取り組みや改
善活動を通して「高品質」で「低コスト」なものづくりを目
指し活動しています。壁にぶち当たり苦労することも多
いですが、福島キヤノンには「やってみてから考えろ」と
いう風土があるので積極的に挑戦することができます。
その挑戦の過程で得た知識や経験が生産性の向上に繋
がることが生産技術職の最大の醍醐味だと感じます。

技術第四課
渡邊 翔

相双地域
MAP

A-1

福島サンケン株式会社
いわき地域

（サンケン電気）http : //ww w .s an ke n - e le .co.j p /

エコ・省エネには無くてはならない製品づくり

会津地域

当社はLEDの国内生産を担うべく、
サンケン電気グループ
の一員として、1988年3月に設立されました。以来LEDの
事業拡大を図ってきました。現在では、パワー半導体へも
事業展開しております。
いずれもエコ・省エネには無くては
ならない製品です。社会のニーズに常に応えられるよう、
生産性向上、品質向上を図っています。
また、LEDの新製
品開発にも注力しています。

［所在地］〒964-0891
福島県二本松市宮戸15番地
［代表者］宇津野

瑞木

［ 創 業 ］1988年3月1日
［資本金］5000万円
［社員数］335名
［連絡先］0243-22-4300
[主な事業] LED製造、チップウェー
ハ検査

先輩社員からのメッセージ
・上司と部下の隔てがなく、雰囲気が良い。会社で目標

南会津地域

としたい人がいます。
・エコ、省エネといった世界に必要な製品を作っている
のだと改めて凄いと感じた。
・品質に拘っていることに感心した。
・もっと多くのことを知って、来年の後輩のために教え
る立場になりたい。
・ひとつでも上を目指せるよう、日々努力していきます。
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企業概要

16年度新入社員5名と総務人事係長
（グループ会社見学時）

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社 福島製作所
ht t p ://www.fuk use i .co.j p /

全社員一丸となって100周年に向かい邁進
当社の社訓

企業概要
［所在地］〒960-8054

1．企業は永遠であらねばならない。

福島県福島市三河北町9

2．顧客に満足される企業であること。
3．地元福島とともに発展する企業であること。

番80号

今年96年目を迎え、1920年に機械工場として創業を開始以来、幾多の変遷
を経て、現在の甲板機械及びグラブバケットのメーカーとして業界に確固た
る地位を築き、国内外のお客さまより
「FUKUSHIMA（ふくしま）」
として親
しまれ、厚い信頼をいただいています。
これまでの長い歴史で培った技術力
と信頼と福島の企業であることを誇りに
「ものづくり」
への姿勢をかえること
なく、
社訓を胸に全社員一丸となって100周年に向かって邁進しています。

［代表者］百田 昭洋

県中地域

4．社員が喜び合える企業であること。

［ 創 業 ］1920年
［資本金］4億9,000万円
［社員数］191名
［連絡先］024-534-3146
[主な事業] 船用甲板機械（係船機・揚
錨機、特殊ウインチ等）及
びグラブバケットの設計・

先輩社員からのメッセージ

製造・販売、
アフターサー

県南地域

ビス

私は現在、ごみ清掃工場などで使用されるグラブバ
ケットなどの設計をしています。自分で設計したものが

甲板機械とグラブバケットの

客先に納入され稼働しているのを見ると、やり甲斐を
感じます。当社は設計から組立まで一貫した生産体制
をとっていますが、それを支えているのはそれぞれの
職場とのコミュニケーションの良さです。コミュニケー
ションをとりながら、かつ切磋琢磨しながら自分の会
社の製品を作り上げていくことがとても楽しいです。

設計部門 陸機技術部 陸機設計グループ
大和田 直

相双地域

機械器具

MAP

A-1

福島太陽誘電株式会社
社会的責任を果たし、社会的価値を高める

企業概要
［所在地］〒960-0719
福島県伊達市梁川町やな
がわ工業団地1-3
［代表者］新井

雄治

［ 創 業 ］1989年
［資本金］3億円

会津地域

伊達市のやながわ工業団地で電子部品を製造している会
社です。群馬県を主な生産拠点とし国内はもとより世界中
に拠点を有する太陽誘電㈱の子会社として、現在はメタル
系パワーインダクタを生産しています。太陽誘電グループ
は、企業としての経済価値を高めていくと同時に、
ステーク
ホルダーからの要求や期待に応え、社会的責任を果たすこ
とで、社会的価値を高めていきたいと考えています。
そのた
めに、製品の安全や品質はもちろんのこと、労働・人権、安
全衛生、環境、倫理にも責任を持って取り組んでいます。

いわき地域

ht t p ://f-yuden.co.jp /

［社員数］290人
［連絡先］024-577-4105
[主な事業] 電子部品（インダクタ）の
製造

先輩社員からのメッセージ
システム課は、全部署と連携を持ち「ムダ・ムリ・ムラ」の

南会津地域

ない生産設備の開発・設計を行い、生産設備の内製化を
実行できる集団です。高い技術力があるからこそ、オリジ
ナル設備の外販実績を多く残しており、生産工場であり
ながら設備外販も行える珍しい会社です。また、会社一
大プロジェクトへの参画や、教育研修等でのスキルUPも
できます。先輩方の技術力の高さを身近で感じながら成
長できる、和気藹々とした活気と魅力に溢れる会社です。

システム部 システム課 設計係
作山 健太
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

富士通アイソテック株式会社
http://www.fuji ts u .com /j p /grou p /ﬁt/

豊かで夢のある未来をかたちにする

県中地域

当社は半世紀以上に渡って日本のコンピュータ、ICT技術
を支えてきた長い歴史と伝統を持つ会社です。Made in
Japanにこだわり富士通のものづくり工場として、デスク
トップ・パソコン／PCサーバの製造、業務用プリンタの設
計開発〜製造〜販売まで一貫して行っています。富士通グ
ループの企業理念は「豊かで夢のある未来を世界中の
人々に提供します。」
とあります。豊かで夢のある未来をか
たちにするために、私たちはお客様起点で日々取り組んで
います。

企業概要
［所在地］〒960-0695
福島県伊達市保原町東野
崎135
［代表者］岩渕

敦

［ 創 業 ］1957年
［資本金］1億円
［社員数］730人
［連絡先］024-575-2191
PC
[主な事業] デスクトップ・パソコン、
サーバの製造、
業務用プリンタ
の設計・製造・販売、
他

先輩社員からのメッセージ

県南地域

私は企業向けのパソコン開発を担当しています。3年ほど
富士通のパソコン開発部門に出向し、開発プロセスを一
通り網羅したことで、必要とされる技術が何なのかわかる
ようになったり、各部門のスペシャリストとの人脈をもつ
ことで業務の幅が増したりと、スキルアップに繋げること
ができています。私からのメッセージは「転機はチャンス」
です。どんな些細なことでもいいので、何か真剣に取り組
んでみようという姿勢を大切にしてほしいと思います。

技術部
天野 洋

相双地域

通信

MAP

A-1

北部通信工業株式会社
いわき地域

http://www.hok u b u .co.j p /

ものづくりは人づくり

企業概要

会津地域

当社はEMS事業の中でも、様々な電子機器の心臓部となる
プリント基板への部品実装と製品組立を中心に、国内外の
大手メーカー様のパートナーとして躍進を続けております。
また、
「ものづくりは人づくり」
（ものづくりの原点は、優れた
人材の育成にある）
という理念のもと、社員教育に力を入れ
ております。特に、新入社員研修では、集合研修や各工場見
学の他に、年齢の近い先輩とマンツーマンで対話できる
「ブ
ラザー・シスター制度」などを取り入れ、社員をサポートす
る環境を調えております。

［所在地］〒960-8154
福島県福島市伏拝字沖
27−1
［代表者］髙山 允伯
［ 創 業 ］1969年
［資本金］3億1000万円
［社員数］170人
［連絡先］024-545-2291
[主な事業] FA・OA関連機器、無線通信応
用機器、IT関連ネットワーク機
器及び周辺端末応用機器、医

先輩社員からのメッセージ

南会津地域
22

玩具他、ソフトウェア全般開
発・設計・製造、太陽光発電シ

「製造業」
「工業」というと、男性中心の職場や、

ステム販売及び施工

理工系の学科、ひたすら製品の生産…などをイ
メージするかもしれません。しかし、弊社は文系
理系問わず、男女共に活躍することができます。
また、製造だけでなく、システムの開発や営業、
事務などさまざまな業務があり、一つの枠にと
らわれない仕事ができます！どんな会社なの
か、是非皆さんの目でお確かめください！

療用画像処理応用機器、電子

総務課
二階堂

恵美

機械器具

MAP

A-1
県北地域

ムネカタ株式会社
ht t p ://www.munekata.co.j p

プラスチックの特性を活かす

［所在地］〒960-8157
福島県福島市蓬莱町1丁
目11番1号
［代表者］佐藤

正幸

県中地域

私たちは「Plastic Science プラスチックを、科学する。」をテー
マに掲げ、プラスチックを使ってものを作るお仕事をしていま
す。私たちはプラスチック製品を射出成形と呼ばれる方法でつ
くっています。イメージとしてはたい焼きづくりと似ています。金
属の型を用意して、その型に材料を流し込んでいき、型をあける
と製品ができている、という方法です。ムネカタではプラスチッ
ク製品だけではなく、その型までつくってしまうところが特長と
なっております。さらに、プラスチックの熱溶着機などのプラス
チックの特性を活かすような機械や設備もつくっております。

企業概要

［ 創 業 ］1959年
［資本金］1億円
［社員数］738人
［連絡先］024-547-2600
[主な事業] プラスチック成形用精密
金 型 設 計・製 造 、プラス
チック成形・加工、プラス
チック加工用産業機器の

先輩社員からのメッセージ

県南地域

設計・製造・販売、プラス
チック新工法に関する研

ものづくりをするからには、始まりから終わりまで見届

究開発

けたいという思いがあり、プラスチック分野で研究から
製造まで幅広く手がけるムネカタは、まさに希望通り
の会社でした。入社してとても嬉しかったのは、一年目
から仕事を任せてもらえたことです。もちろんただ放り
出される訳ではなく、分からないところを教えてもら
い、フォローしてもらいながら、たくさん実践の機会を
与えてもらったことが早い成長につながっています。

スーパープレシジョンツール
中谷 亨

相双地域

金型

MAP

A-1

モルデック株式会社
日々新しい部品を製作

いわき地域

ht t p ://www.mo ldec .co.j p /
企業概要
［所在地］〒969-1301
福島県安達郡大玉村大山
字東24-1
［代表者］市橋
［創

実

業］1983年

［資本金］499,325千円

会津地域

主にスマートフォンやタブレット端末、携帯ゲーム機、デジタル
カメラ等に搭載されている精密プラスチック成形品(電子部品：
コネクタ)の製造・販売、射出成形用の超精密金型の製造・販売
をしています。当社では、各事業所が連携して、金型設計から金
型製造、成形品の量産まで一貫して行うことができます。福島
の本社工場では、成形品の大量生産に欠かすことのできない金
型を製造しています。研削盤や放電加工機、マシニングセンタな
どのNC工作機械を使用し、金属を加工します。金型はオーダー
メイドのため、日々新しい部品を製作することになります。

［社員数］127人
［連絡先］0243-48-3000
[主な事業] 産業用電子部品用の金型
設計・製造・販売。産業用
電子部品(コネクタ)の製

先輩社員からのメッセージ

造・販売。自社ブランド商
品「プラリール」(工業用
樹脂製リール)の製造・販

私は学生の時から機械加工に興味があり、そのよう

南会津地域

売。

な仕事を探していた時に当社の金型製造という仕事
を知り、やってみたいと思い入社しました。入社して
すぐの頃はわからないことや失敗することもたくさん
ありましたが、加工が上手くいった時や新しい技術を
習得できた時はとても嬉しい気持ちになります。まだ
まだ覚えることはたくさんありますが、やりがいのあ
る仕事なので日々頑張っていきたいと思います。

金型製造部
渡邉 裕亮
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金型

MAP

A-1

県北地域

柳沼プレス工業株式会社
http://www.ya gi n u m a.co.j p

グループ会社一貫生産体制の確立

県中地域

創業1946年、金属プレス金型の設計製作、
プレス加工を
する地元の企業です。得意先は100社を超え､自動車、電
機、
ＯＡ機器、家電、産業機器等あらゆる産業分野に貢献
し、新時代に対応した事業展開をします。柳沼グループで
は､ISO9001とISO14001の認証を取得し
「品質を最優
先に」
の心で地球にやさしいものづくりをめざし､金属プレ
ス金型の設計製作、
プレス加工、亜鉛メッキ・塩ビコーティ
ング処理、
カチオン電着塗装、粉体塗装、静電塗装などの
グループ会社一貫生産体制を確立しています。

企業概要
［所在地］〒964-0875
福島県二本松市槻木241
番地
［代表者］栁沼

裕子

［ 創 業 ］1946年5月
［資本金］1,000万円
［社員数］91名
［連絡先］0243−23−2525
[主な事業] 金属プレス加工用金型の
設計製作、
プレス加工

先輩社員からのメッセージ

県南地域

専門知識がなく、最初は不安しかあり
ませんでした。
しかし上司の方や先輩の
指導もあり、2年経った今ではプレス機
械を任せてもらえるようになりました。
自分が作ったものがOA機器部品等に
なるので責任はありますが、その分も
のづくりの仕事にやりがいを感じてい
ます。

製造部
菊地 優汰

相双地域
MAP

A-1

株式会社 アサカ理研
いわき地域

http://www.a sa k a.co.j p /

限りある資源の有効活用と環境保全

会津地域

当社は、1969年、まだ「リサイクル」という言葉もなかった時代に、電子回
路基板業界で使用される、エッチング液（塩化第二鉄液）の廃液を再生す
る事業で創業しました。その後、電子部品等からの金の回収再生、さらに
電子部品の製造装置の内部部品に付着した貴金属汚れの洗浄回収と、
新たな事業へのチャレンジを続けてまいりました。まもなく迎える創業
50周年、さらには次の50年に向け、当社は、これまで培ってきたリサイク
ル技術をベースに、新たな製品・サービスを提供するべく、技術開発に取
り組んでいます。私たちのチャレンジに終わりはありません。創業から
脈々と続くベンチャースピリットを胸に、更なる飛躍を目指しています。

企業概要
［所在地］〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋
字マセ口47番地
［代表者］山田 慶太
［ 創 業 ］1969年8月25日
［資本金］504,295,600円
［社員数］170名
［連絡先］024-944-4744
[主な事業] 精密部品等の回収再生・
洗浄、貴金属の回収精錬・
販売、工業薬品類の製造

先輩社員からのメッセージ
当社は、担当できる仕事の幅が広く、仕事の全体

南会津地域

像をみることができるのが大きな魅力です。例え
ば、私が所属している生産技術部門では、社内の
多くの関係者とコミュニケーションをとりなが
ら、新しい事業や設備の企画から立ち上げまで、
多くの工程に関わっています。自分の仕事が、
チームの成果に確実に結びついているという実
感と、ものづくりの面白さを感じています。

24

技術・開発本部 技術管理部 生産技術Gr.
吉田 真之介

販売、計測・品質管理のシ
ステム開発・設計・販売

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社アド
ht t p ://www.a do -tec h .co.j p /

4分野の製品設計を通して社会貢献を

先輩社員からのメッセージ

う思いがありました。技術支援や、共同開発と

県南地域

大学は工学部を出ており、学んだことを生かし
たい、何か人の役に立てるものを作りたいとい

［所在地］本社 〒213-0012
神奈川県川崎市高津区坂
戸3-2-1
かながわサイエンスパーク
郡山R&Dセンター
〒963-8002
福島県郡山市駅前1-14-21
郡山花椿ビル8F-A
［代表者］宗片 敏昭
［ 創 業 ］1996年7月4日
［資本金］1700万円
［社員数］200人
［連絡先］本社
044-813-0702
郡山R&Dセンター
024-927-0783
[主な事業] 工業界に於ける各種製品
の設計・開発業務、医療機
器の設計・開発、販売

県中地域

当社では、工業界に於ける、様々な製品の設計を通して社会貢献をしております。
その分野は、大きく下記の4つに成ります。
①機械設計：自動車、建設機械、医療機器から産業機械まで幅広く設計・開発を担
当。
②電気・電子回路設計：医療機器等の電子機器、生産自動化設備の設計及び評価
③ソフトウエア開発：Webシステム開発、ネットワークシステムの構築・保守・運用、
電子機器の組込プログラム開発、各産業界の基幹システム開発・保守・運用など
④フィールドサービス：
「エネファーム」の設営およびメンテナンス業務。
エネファームとは。ガス・灯油から、水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて
発電するシステム

企業概要

いった開発の段階から人の役に立つことがで
き、さらに成果物でも私の求めるものがあった
のでアドを選びました。開発中は頭を悩ませて
いますが、試験をしたときに思い通りに動くと
達成感が得られます。

ICTセクション
渡辺 優

相双地域

建設

MAP

株式会社

A-1

安藤製作所
いわき地域

「鉄の大工さん」

企業概要
［所在地］〒963-0724
郡山市田村町上行合
字西川原67
［代表者］安藤

一

［ 創 業 ］1967年
［資本金］1,000万円

会津地域

創業50年を迎える金属製品の製造企業です。鉄骨造建物の骨組
である「建築鉄骨」の製造・施工を主力事業としています。製造設
備や技術レベル、品質管理能力など十分な能力がある場合のみ
認定が受けられる「国土交通大臣認定Ｍグレード」を取得してお
り、安全・安心な製品を世の中に供給しています。同じ製品を大
量生産するのではなく、受注物件ごとに違った製品を造る「鉄の
大工さん」的な仕事です。また、昔ながらの経験と勘に頼る工程
管理ではなく、人間工学や統計学に基いた緻密な時間管理で、
物件加工に要する作業時間を計算・管理しているため、社員に無
駄な残業や手待ちをさせない体制も強みです。

［社員数］15名
［連絡先］024-944-3077
［主な事業］建築鉄骨製造・施工、工場
設備関連工事、各種製缶
等金属加工

先輩社員からのメッセージ
建築は全くの専門外でしたが、企業訪問で最新の

南会津地域

CADシステムを体験し、ものづくりの面白さに一気に
引き込まれました。入力データがそのまま3D画像とし
て確認できるので、製品のできあがりが未経験者でも
簡単にイメージでき、
「これなら頑張れるかも」と入社
を希望しました。また、各種資格の取得も会社として奨
励、バックアップしてくれるので、知識・経験の両面で
日々、着実に自分が成長しているのを実感しています。

設計部門
今泉 宏昭
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

宇部エクシモ株式会社
http://www.ube- e xsymo.co.j p /

ユニークな先進技術とアイデアで新市場を切り開く

県中地域

当社はユニークな先進技術とアイデアで新市場を切り開い
てきた戦略型研究開発企業です。50年前、郡山市において世
界に先駆け開発した『梱包・結束用ポリプロバンド』を始めと
して、
『光通信ケーブル用スロット』、
『高純度単分散シリカ微
粒子』など様々な製品を開発し、世に送り出してきました。当
社の製品はニッチ（すきま）商品的性格を持ち、市場規模は
比較的小さいものの、情報通信資材、電子材料、農水産、衛
生材料、自動車、建築土木などの多岐にわたる分野で、それ
ぞれトップシェアを誇り、圧倒的な存在感を放っています。

当社の“居心地”について

県南地域

当社の自慢は何と言っても「人」。平均勤続年数約19年。
なぜ、このように長く勤められるか？当社社員のコメントより。

企業概要
［所在地］本社 〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢
町9-19
福島工場 〒963-8061
福島県郡山市富久山町福
原字塩島1-10
［代表者］渡邊 史信
［ 創 業 ］1966年2月22日
［資本金］24億9250万円
［社員数］306名（2016/3/31現在）
［連絡先］本社 03-6667-2411
福島工場 024-922-9295
[主な事業] 樹脂製品、合成繊維、複合
材料、
ファインセラミック
スの製造、加工、販売

「フランクな人が多いので仕事がやりやすい」
「社内の様々なセクション・立場の人と関わることが多いが、
セクションの垣根が低いので色々なやり取りができる」
「アットホームな会社だから安心して仕事ができる」
「若い社員にも挑戦する機会を与えてくれる社風だ」
「独自性を重視するため、個人の意見も大切にしてくれる」
確かな絆のある社風ですから、先輩社員の見守りのなか、様々な事にチャレンジできる自己実現の場があります。
また社員同士仲が良く、日々の雑談の中から思わぬヒントを得て、自己の能力や技術・やる気を高められることも
多々あります。お花見・スキー旅行などの行事も折々にふれて企画され、メンバーが集まり次第即実施！…楽しい
時間を共有しています。楽しい仲間と日々の仕事に打ちこめているので、長く働ける職場となっています。

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

AGCエレクトロニクス株式会社
http://www.a gce l.co.j p /

「挑戦」
「追求」
「改善」
の姿勢を大切に

会津地域

ガラス製品において、世界トップクラスのシェアを誇る旭硝子(AGC)
グループの中で、当社が扱う製品は、電子用途の特殊ガラスです。
AGCグループの中でも期待されている分野である、DVDのデータを
読み書きするための光ピックアップ素材、半導体製造に不可欠な高
純度・高品質な合成石英ガラス、多様なエレクトロ二クス製品に用い
られるガラスフリット・ペーストといった、世界最先端の電子機器の
主要部材として必要とされているガラス製品を扱っています。当社は
私達の価値観である「挑戦」
「追求」
「改善」の姿勢を大切にして、日々
製品の研究・開発・製造に積極的に取り組んで参ります。

先輩社員からのメッセージ
開発業務の中で、先輩方が積み重ねてきた技

南会津地域

術から生まれた新製品の品質保証試験を任さ
れました。試験は約１年かかりましたが、品質
保証データとして、お客様へ提出し、認定を頂
けた時がとても嬉しかったです。当時、多くの課
題やプレッシャーも有りましたが、仕事への遣
り甲斐と共に、自身の成長の種に少し芽が出た
ように感じ、この仕事が好きになりました。
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合成石英部 プロセス・技術開発グループ
片岡 愛貴

企業概要
［所在地］〒963-0215
福島県郡山市待池台１-８
［代表者］落合

克成

［ 創 業 ］1969年8月
［資本金］3億円
［社員数］約550名
［連絡先］024-959-1890
[主な事業] ガラス製品の製造

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社 エクストエンジニア
ht t p ://www.extengi n e e r.co.j p /

様々な依頼にフレキシブルな対応

［所在地］〒963-4602
福島県田村市常葉町常葉
字七日市場66
［代表者］渡邉

兵吾

県中地域

弊社は1977年の創業以来、常にお客様にご満足頂ける製品作り
を目指して今日に至りました。企業理念である『私たちは、ものづ
くりトップランナー企業としてふさわしい技術力と情報力、そして
活力を原動力にオールインワン工場を築き上げ、社会の一端を
担い続けるパイオニアになろう』をモットーに、平均年齢30歳の
若さ溢れる生産技術スタッフが丸モノ形状から4軸・5軸の複雑
形状加工まで、お客様の様々なご依頼にもフレキシブルに対応し
ております。また、即時・即日御見積もりサービスを初め、工場見
学サービスやトレーサビリティサービスなども行っております。

企業概要

［ 創 業 ］1977年
［資本金］1000万円
［社員数］113名
［連絡先］0247-77-4196
[主な事業] 精密機械切削加工部品の
製造・販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

従業員は若いだけではありません。毎
年選考された者が国家技能検定に合
格しており、
日夜技能向上に取り組んで
います。

製造二課 課長
紺野 昌則

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

株式会社 エヌケー製作所
ht t p ://engi.nk -g.co .j p /

製造だけでなく、新製品開発から
プレゼンテーションまで

［所在地］〒963-0541
福島県郡山市喜久田町堀
之内字地田東17-2
［代表者］小野

勘

［ 創 業 ］1972年5月
［資本金］5,000万円

会津地域

私たちは、1972年の創業以来44年にわたり、空調ダクト関連製品の設
計・製造・販売を通して会社基盤の整備を行なってきました。現在では産
業機械・食品機械の設計施工・メンテナンスをはじめ、ソフトウェア設計・
プログラム開発技術の提供・保守業務を行なっています。設計施工では、
CAD/CAM技術により図面から部品加工する時間を短縮し、機械装置の
試作やお客様の必要とする機械の開発・製造・設置工事にタイムリーに対
応しています。また、製造だけでなく、新製品の開発から販売用プレゼン
テーションまで、お客様のあらゆる要望にお応えします。

企業概要

［社員数］37名
［連絡先］024-959-2220
[主な事業] 空調ダクト、製罐、産業機
械、食品機械の製造販売
および設計施工

先輩社員からのメッセージ
エヌケー製作所に入って8年ですが、“ものをつくる”ことを

南会津地域

楽しみ歓喜し喜びを感じている今日この頃、まだまだ技術
的には未熟ですが毎日が楽しい日々を送っています。まだ
まだ若い社員が少ないと思いますが、近年、若手メンバー
が徐々に増えてきており、後に続く若手のメンバーを育て
る立場になってきていると感じています。ものづくりはもち
ろんですが、人を育てることも自分の目標です。新入社員の
みなさんと一緒に成長していきたいと思っています。

開発部
山谷
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機械器具

MAP
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県北地域

株式会社 エヌ・ティー・エス
h ttp://www.nts - co.j p

積極的なチャレンジ精神

企業概要

県中地域

JIS-Q9100等に準じて安定した業務フローを確立してお
り、
エンジニア、加工技能者、管理者など、様々な分野の社
内業務において従業員一人一人のチャレンジ精神を尊重
し、個々がスキル向上を意識して仕事が出来る環境を備え
た安定企業です。大手企業の開発プロジェクト担当者様と
打ち合わせ等をして試作品に組み込まれる精密部品を製
造しており、
自社技術の評価と証明を目的とした2輪、4輪
レースにも積極的に参加しています。

［所在地］〒963-6203
福島県石川郡浅川町大字
山白石字破石下197-1
［代表者］生田目 將弘
［ 創 業 ］1970年
［資本金］5,000万円
［社員数］41名（役員3名）
［連絡先］0247-36-2534
[主な事業] ２輪・４輪レース用エンジ
ン部品、精密車体部品、
自
動車関連部品試作加工、
航空宇宙機器部品加工、

先輩社員からのメッセージ

県南地域

船舶用部品、
３Ｄモデリン
グ、
リバースエンジニアリ

試作は、お客様の「オーダーメイド品」

ング、３次元金属積層

なので、流れ作業のような操作や動作

など

を覚えるより、仕事の本質を学ぶ必要
があります。人に必要とされる仕事は
容易では有りませんが、工作機器を自
在に操り、美術品にも負けない部品を
一緒に作りましょう。
製造部
根本 正幸

相双地域

情報・サービス

MAP

A-1

いわき地域

株式会社エフコム
http://www.f-com .co.j p /

お客様の
「したい」
を実現する

会津地域

エフコムはICT（情報通信技術）を活用し「アウトソーシングサービ
ス」、
「システムソリューションサービス」、
「システム機器販売」の３つ
のサービスをワンストップでお客様に提供しています。福島県の復
興という意味でも、お客様の事業継続をお手伝いすることは、私た
ちの重要な使命です。その実現の為に、自ら成長し、社会から信頼・
支持される企業となることを目指しています。コンピューターはお客
様の「したい」を実現するための道具です。この道具を使ってお客様
に喜んでいただける我々の仕事は「やりがい」に溢れています。皆さ
んの力で地元福島は勿論、日本を元気にしていきましょう！！

企業概要
［所在地］〒963-8520
福島県郡山市堤下町13番8号
エディソン・エフコムビル
［代表者］瓜生

利典

［ 創 業 ］1980年
［資本金］2億7千万円
［社員数］314人
［連絡先］024-922-2555
[主な事業]
アウトソーシングサービス
システムソリューションサービス

先輩社員からのメッセージ
介護事業者様向けパッケージ、医療機関様向

南会津地域

けシステムの導入から保守までを担当していま
す。また、コールセンターで各システムの電話サ
ポートも行っております。この仕事の好きなとこ
ろは、お客様が何かお困りの時、直接会話をし
てサポートできるところです。
「佐久間さんどう
もありがとう！助かった！」この言葉を頂けたと
きは、続けてきて良かったと心から思いました。
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フィールドサービス部
佐久間 香純

システム機器販売

新エネルギー

MAP

A-1
県北地域

奥地建産株式会社
ht t p ://www.o k uji.co.j p /

未来を見据えたもの造りメーカー

［所在地］〒962-0728
福島県須賀川市虹の台17-1
［代表者］奥地

昭統

［ 創 業 ］1955年

県中地域

「家づくり」
「環境づくり」
「人づくり」未来を見据えたもの造
りメーカーです。1955年に創業、鋼製資材メーカーとし
て、安定した供給を誇る住宅用鋼製建材事業と太陽光発
電システム事業の両輪で事業展開しています。
また、技術
開発・研究に注力しており、近年ではNEDO（国立研究開
発法人新エネルギー・産業技術開発機構）
プロジェクトと
して、福島県内３ヶ所に太陽光発電設備を導入して、太陽
光発電の普及・拡大に向けた研究開発を推進しています。

企業概要

［資本金］6,000万円
［社員数］138人
［連絡先］0248-89-1075
[主な事業] ・住宅用鋼製内装部材製造 ・太陽光発
電用架台製造 ・地盤調査、地盤改良、鋼
管杭工事・太陽光発電トータルソリュー
ション事

先輩社員からのメッセージ

県南地域

福島工場では住宅用鋼製建材や太陽光発電システム
用架台を製造し、全国へ出荷しています。また、当社は
福島空港に設置されたソーラーパーク(太陽光発電
所)の建設工事にも参加しました。2014年からは、再生
可能エネルギーの飛躍的推進をテーマに掲げる「REIF
ふくしま」
（ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェ
ア）にも出展しています。地域に根付き、地域に貢献でき
る、そのような工場づくりを目指しています。

福島工場長
宮本 和典

相双地域

プラスチック

MAP

A-1

いわき地域

笠原工業株式会社
ht t p ://www.s-k a sa h ara.co.j p

豊かな暮らしの実現に貢献

企業概要
［所在地］〒962-8502
福島県須賀川市上人坦
161番地
［代表者］笠原
［創

賢二

業］1917年

［資本金］1億円

会津地域

「生産は愛なり」これは当社が1917年創業時の経営理念で、この考
え方は普遍の経営理念として脈々と受け継がれております。まもな
く創業100周年。発泡プラスチック製造をメイン事業に、各種機械の
設計製造ならびに建築・土木の設計施工など多角的に事業展開し
ています。国内外に多数の営業所や関係会社を持ち、グローバルな
展開をしています。当社は、長い歴史の中で培ってきたスペシャリス
トとしての柔軟で豊かな発想力と時代の洞察力を駆使し、お客さま
から支持される製品作りを目指し、みなさまの豊かな暮らしの実現
に貢献することを第一の使命と考えております。

［社員数］220名
［連絡先］0248-75-3131
[主な事業] ◆発泡プラスチック製造
◆発泡プラスチック成形
機ならびに各種機械の設
計製作◆総合建設業

先輩社員からのメッセージ
地元福島でものづくりに関する仕事がしたい。そん

南会津地域

な時に出会ったのが笠原工業でした。扱っている発
泡プラスチック製品は日常生活のいたるところで使
われております。自分もそんな製品の製造に携わり、
生活に役立つものづくりをしたいと思ったのが入社
のきっかけでした。現在は、原料の発泡、金型の取り
付け、製品の成形・検査などをしており、一人前の成
形スタッフになれるように頑張っています。

合成事業本部
渡邉 翔太

製造部
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県北地域

カンタツ株式会社
http://www.k a n tats u .co.j p /

新たな領域に進出し、発展を目指す

県中地域

当社は、1979年に創業しビデオ用メカユニットの生産を皮切りに、
現在は携帯電話・スマートフォン用カメラのマイクロレンズの開発・
設計・製造におけるリーディングカンパニーとして、国内外から高い
信頼と評価をいただいております。当社の「強み」は営業〜設計〜製
造までフルサービスを可能にする体制を整えております。この体制に
より、お客様の高度な要望、
「精密なものづくり」に迅速に応えること
ができます。今後、スマートフォン以外の用途として車載分野や医療
分野等新たな領域も進出予定で、さらなる発展を目指します。強固な
事業基盤と今後の成長性をテコに数年後の株式上場を図ります。

企業概要
［所在地］〒962-0041
福島県須賀川市横山町88
［代表者］阿久津

肇寿

［ 創 業 ］1979年
［資本金］3,093百万円
［社員数］450人
［連絡先］0248-76-7101
[主な事業] スマートフォン向けマイク
ロレンズの製造・販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

学生のみなさん、生産技術というお仕事をご存
じですか。メーカーは「安く・早く・簡単に」ものづ
くりができるよう、常に「改善」を行っています。そ
の改善を担う仕事が生産技術です。メーカーは
「チームワーク」で仕事しますが、みんなで目標を
達成できたときはやりがいを感じますね。大変な
こともありますが若手の意見も聞いてもらいや
すい職場で、仕事をおもしろいと感じています。

生産技術部
菊地 裕介

相双地域

医療機器

MAP

A-1

いわき地域

京西テクノス株式会社
http://www.kyos ai te c .co.j p /

メーカー問わず総合的サポート

会津地域

「医療」
「計測」
「情報/通信」
「環境/エネルギー」の分野における電子機器製
品へのサポートを、メーカーを問わず総合的に行う“エンジニアリングサー
ビス”企業です。以下の4事業でオンリーワンビジネスを展開しています。
1．日本はもちろん、世界各国の医療機器メーカー各社と契約し、医療機器
を点検・修理・保守するサービス。
2．メーカーによる修理サポートが終了してしまった電子計測器など各種
産業用電子機器を、修理・再設計して再生・延命するサービス。
3．企業、学校、病院などのITインフラ（ネットワーク、サーバシステム等）を
設計・構築・運用支援・保守するサービス。
4．産業用ロボット、太陽光発電（メガソーラー）等、環境・エネルギー関連
機器を検査・点検・修理・保守するサービス。
先輩社員からのメッセージ
日頃から常に考えながら行動し、失敗を恐

南会津地域

れず何事にもチャレンジする心構えを持っ
てください。アルバイトなどの経験も必ず
役立つと思います。また、学生にしかできな
い事は全力で取り組んでください。友人と
の遊びやサークル活動なども楽しんでくだ
さい。後悔しない学生生活を送って、そこ
で知り合った方々との繋がりも大切に。
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プロダクトサービス本部 インストルメントサービス部
花岡 宏紀

企業概要
［所在地］本社 〒206-0041
東京都多摩市愛宕4-25-2
郡山事業所 〒963-0726
福島県郡山市田村町下行
合田ノ保下１-４
［代表者］臼井 努
［ 創 業 ］2002年
［資本金］40,000,000円
［社員数］300名
［連絡先］本社 042-303-0888
郡山事業所 024-941-3335
[主な事業] 1．医療機器の受入検査・
設置・点検・修理・保守
2．電子計測器等、各種電
子機器の修理・再設計
3．ICTインフラの設計・構
築・運用支援・保守
4．環境・エネルギー関連
機器の検査・点検・修理

その他

MAP

A-1

郡山塗装

県北地域

株式会社

ht t p：//www.k-to so.com/

『お客様といっしょに描く、感動と喜びのカタチづくり業』

先輩社員からのメッセージ

県南地域

お客様と深くかかわり、打合せから施工管理まで一貫
して携わります。数少ない機会である塗替え工事を最

［所在地］〒963-0547
福島県郡山市喜久田町卸
三丁目38-1
［代表者］佐藤 隆
［ 創 業 ］1948年
［資本金］2,000万円
［社員数］75人
［連絡先］024-963-1450
[主な事業] 建物のリニューアルに特
化した総合仕上事業（外
壁改修工事を中心に、防
水・防食施工、
コンクリー
トの補修補強、交通安全
施設整備や、戸建て住宅
及びマンションのリフォー
ム工事）

県中地域

地域に愛される事を命題とし、住環境のリニューアルに無くてはならな
い塗装や防水の分野を中心に、ビルや公共建築物の外壁総合改修や総
合リフォームを行い、お客様に喜んでいただける『想いをカタチに！』の事
業をしています。昔は堅実な「塗装屋」の老舗企業でした。しかし世の中
のニーズに合わせて変化し、現在では、外壁改修工事を中心に、防水・防
食施工、コンクリートの補修補強、交通安全施設整備や、戸建て住宅及
びマンションのリフォーム工事を手掛けています。未来は壊して新しくす
るのではなく、今あるものを手入れして、長期使用指向が強まっていま
す。弊社は、その時流に乗り、県内トップポジションで成長中です！

企業概要

高の思い出にしてほしいからです！工期終了後に「あ
りがとう」と言って頂けると感動し、本当に嬉しくなり
ます。後日、定期点検の為にお伺いした際、久し振りで
あっても暖かく迎えて頂けた瞬間、自然と笑顔がこぼ
れます。仲良くさせて頂けるお客様とたくさん出会え
る事が、毎日の仕事への活力につながっています。

技術監理部
大竹 優貴

相双地域

情報・サービス

MAP

A-1

株式会社 ティービーケー・システムエンジニアリング
ソフトウェア開発の全工程に携われる

企業概要
［所在地］〒963-8834
福島県郡山市図景1-6-5
図景ACビル3F
［代表者］川上
［創

裕司

業］2001年8月1日

［資本金］2,000万円

会津地域

私たちは、ニアショア開発に着目し、三菱電機グループを中心とした
大手企業と直接取引を続けています。高度情報技術を用いて企業様
のビジネス活動を促進すべく、システム構想策定から豊富な業務知識
をベースにした設計作業、フレームワークを駆使したProgram開発、
高品質を担保するテスト作業、システム稼働後からのシステム安定
化、ならびにより良いシステムへ改訂するためのソフトウェア保守作
業まで、ソフトウェア開発の全工程に携わっています。すべての工程に
携わることで、業務知識を蓄積することができ、さらによいシステムの
開発、大規模なシステム開発に携わる事もできます。

いわき地域

ht t p ://www.tbk se .co.j p

［社員数］67名
［連絡先］024-936-5070
[主な事業] 基幹業務アプリケーショ
ンシステムサービス、ERP
パッケージソリューショ

先輩社員からのメッセージ

ンサービス

この仕事で味わえる醍醐味は、お客様から「ありがとう」という言葉をいただくこ

南会津地域

と、これにつきますね。お客様から相談を受ける中で、困難だと思えるものもあり
ますが、それらに苦労しながらも取り組み、解決出来た時の達成感と充実感の大
きさや深さは、システムを通して大きなものを動かせるこの仕事だから、というの
もある気がします。今取り組んでいるお仕事も、システムの追加改善を何度かや
らせて頂いているのですが、いくつか私がお客様に提案した機能もあります。そ
のアイデアをとても気に入ってくださり、最後に「ありがとう、またいつか一緒に
仕事をしましょう」という言葉を頂いたときは、とても嬉しかったですね。

SE2部
佐藤 純
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木材

MAP

A-1

県北地域

藤寿産業株式会社
http://www.toju .co.j p

“木の心がわかる企業”“木の心を伝えられる企業”

県中地域

弊社事業は建築分野にあって、高い技術力で低エネル
ギー、環境負荷低減の木製品の製造に重点を置き、地球
環境を考えたエコロジーな建築を目指した総合木材加工
会社です。木の持つやさしさ、強さ、
そして美しさを永遠に
保ちつつ、施主、設計者のご要望に100％お応えできるよ
う、
さらなる生産性の向上、
コストの低減、新商品の開発に
取り組み、“木の心がわかる企業”、“木の心を伝えられる
企業”として、
これからも前進してまいります。

企業概要
［所在地］〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋
字上川原286-12
［代表者］蔭山 寿一
［ 創 業 ］1975年
［資本金］1,000万円
［社員数］40人
［連絡先］024-944-7550
[主な事業] 木材加工業（大断面集成
材製造）、中・大型木造建
築の設計と施工

先輩社員からのメッセージ

県南地域

主に木軸フレームの現場施工図や工場内での加工図
の図面作成を担当しています。たまに、現場での現場管
理も行っています。各物件ごとに要求されることが違
い、対応を求められます。幅広い建築の知識を身に付け
る必要があり、日々勉強をしています。藤寿産業では、自
分が作成した図面を目の前で形になるまでを身近で見
ることができます。何一つとして同じ形のものはなく、毎
日驚きと感動を実感しながら、私は仕事をしています。

技術部 工事課
大越 信宏

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

東成イービー東北株式会社
http://www.ebto h ok u .co.j p

ベストな加工方法のご提案

会津地域

「電子ビーム溶接、異種金属溶接、
レーザ加工、
レーザ微細
加工は弊社へお任せ下さい！」私たちは、豊富な設備群と
長年培った高い技術力を駆使し、
お客様に自信を持ってベ
ストな加工方法をご提案させていただいております。今で
は福島県のみならず、全国からたくさんのお問い合わせを
いただき、
「こんな加工はできるかなぁ？」
といった様々な
悩みを解決する
「困った時の駆け込み寺」
としてお客様の
手助けをしております。
これからも、
「東成イービー東北」
に
しかできないオリジナリティーのある技術の追求を目指
し、更なる発展に向けて果敢にチャレンジし続けます。
先輩社員からのメッセージ
未経験の分野でしたが、ものづくりの仕事に就

南会津地域

きたく入社しました。レーザ溶接加工を基礎か
ら学び、上司の丁寧な指導のおかげで、今は最
先端のレーザ加工機を任されるようになりまし
た。数μmとなる非常にシビアな精度を求めら
れる加工も多く、頭を悩ませることもあります
が、お客様が満足する製品が加工でき、喜んでい
ただけるととても嬉しく、やりがいを感じます。
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製造部
鈴木 秀

企業概要
［所在地］〒963-0215
福島県郡山市待池台1-26
［代表者］上野

邦香

［ 創 業 ］1987年
［資本金］2,100万円
［社員数］23人
［連絡先］024-963-2411
各種レー
[主な事業] 電子ビーム溶接、
ザの受託加工及びレーザ
洗浄機
「イレーザー」
の販売

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社 内藤工業所
ht t p :// kougyo u.nk- g.co.j p /

高品質の設計・製作・施工を提案

先輩社員からのメッセージ

はベテランの方の仕事を自分の目で見て、実際に作業を
行いながら、技術を勉強する日々。何年も経験を積み重
ね、資格を取り、溶接技術を身につけて、ようやく様々な

県南地域

ものづくりをする職人には、大変な努力が必要です。最初

［所在地］〒963-0541
福島県郡山市鶴見坦1丁
目14番5号
［代表者］小野 勘
［ 創 業 ］1945年10月
［資本金］3億3,645万円
［社員数］98人
［連絡先］024-923-1800
建設工事の設計、
施工、
[主な事業] 1．
監理及び請負ならびに
コンサルティング
2．
空調、
排煙、
除塵装置等
のダクト及び部品の製造
販売
3. 空調、
給排水衛生設備等
の建築設備に係る機器及
び同部品の製造販売
4. 職業能力開発促進法に
基づく認定職業訓練施
設の運営
5. 医療用機械器具及び精
密機械器具の製造販売

県中地域

当社は、空調用ダクトの設計・製作・施工を中心とした板
金加工業を出発点として、
自社ブランドの産業機械・食品
機械を開発するなど、専用機械の設計を行うエンジニア部
門の拡張に注力しています。お客様のニーズを重視し、常
に新しい発想や技術を取り入れ、使いやすく安心していた
だける高品質の設計・製作・施工を提案しています。

企業概要

ものづくりが出来るようになります。決して現状に満足せ
ず、常に努力を重ねてお客様の要望に応えること、常に新
しいものづくりにチャレンジし、お客様に喜ばれる製品を
提供していくことこそが、私たちの使命だと思います。

第3グループ長
宗像 伸也

相双地域

MAP

A-1

いわき地域

日本クリーンシステム株式会社
ht t p ://www.jcs-co.com /

世界中に躍進する環境機械メーカー
1982年に
「日本クリーンシステム株式会社」を設立し、環
境機械メーカーとして廃棄物の衛生保管、収集の省力化、
省スペース化を実現する設置型ゴミ貯溜機『ゴミック』を
開発し、製造・販売から保守点検の一貫したメーカーの体
制をとって、国内や海外に販売を展開しております。

企業概要
［所在地］本社 〒547-0006
大阪府大阪市平野区加美
正覚寺1-13-18
福島工場 〒963-3314
福島県田村郡小野町塩庭

会津地域

字向永志田3-67
［代表者］山野

正二朗

［ 創 業 ］1982年
［資本金］5,000万
［社員数］40人
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

06-6794-1581

福島工場 0247-72-2900
[主な事業] 弊社製品「ゴミック」の設
計・製造・販売・メンテナ

私は2013年に入社して設計業務に携わっております。ゴ
ミックの仕様はお客様によって様々あり、ご希望に合った

南会津地域

ンス

製品を提供するため日々努力しております。製品設計は
悩む部分も多く、辛いと感じることもありますが、設計し
た製品が完成した時は、これまでの苦労が喜びに変わ
り、次も良い製品を設計しようという意欲に繋がります。
設計業務は日々勉強であり、やりがいのある仕事です。よ
りよい製品を社会へ提供する仲間を待っています！

設計部
青木 丈昌
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

日本工営株式会社 電力事業本部 福島事業所
https://www.n-koe i .co.j p /

社会に貢献できるものづくり

県中地域

福島事業所は世界へと成長を続ける日本工営グループの
中にあり、設立当初より60年以上に渡り、
『ものづくり』部
門として主力事業の一翼を担って来ました。水力発電に関
わる水車・発電機・制御装置、変電に関わる制御装置・変
圧器付属機器・集中監視制御システム、太陽光のエネル
ギーマネジメントシステムなど電気というインフラに関わ
る装置から、
ダムの監視制御システム、鉄道災害検知シス
テムなど防災に関わる装置を製造し、社会に貢献できるも
のづくりを続けています。

企業概要
［所在地］〒962-8508
福島県須賀川市森宿字
道久1-22
［代表者］須郷

康史

［ 創 業 ］1946年6月7日
［資本金］7,393,338,939円
［社員数］220名
［連絡先］0248-72-5121
[主な事業] 電気機械器具製造

先輩社員からのメッセージ

県南地域

大学では情報を専攻しており、現在はダム監視制御シ
ステムのプログラム製作を行っています。ダム監視制
御システムとは、ダムを遠方から監視・制御を行うシス
テムで、河川の流量の監視やダムのゲートの開閉など
を行うことができます。学生時代、ダムには全くなじみ
がありませんでしたが、実際に自分のつくったプログ
ラムからの指令でダムの大きなゲートが動く様子は
圧巻で、ものづくりの達成感が満喫できる瞬間です。

システム事業部 制御システム部
矢吹 璃菜

相双地域

石材

MAP

A-1

いわき地域

株式会社フクイシ
http://www.fuku i s h i .j p /

技術力・提案力№1を目指す

会津地域

当社は田村市深山地区に広がる阿武隈高原に自社の採石場を有
し、採石から加工･販売･メンテナンスまで行う総合石材企業です。
福島県は全国でも有数の石材産地であり、多種多様な石材が採石
･加工されております。その中でも阿武隈高原は良質な石が豊富に
採れる産地として知られており、豊かな自然の宝庫でもあります。こ
の地で産出･加工される自然石の普遍的な美しさや優れた品質を、
刻々と変化し続けるニーズといかに融合させていくべきか、また、エ
ンドユーザー様にも終活という言葉が浸透しつつある昨今、私たち
は技術力･提案力№1を目指し挑戦しつづけてまいります。

先輩社員からのメッセージ
2016年社内の人事異動により、工事部門から加工部門

南会津地域

に異動になりました。加工部門では採石場から切出した
大きな石(原石)を3〜4回順番に切って小さくし、最終
的には皆さんが良く知るお墓の大きさ･形へと加工して
いきます。自然のものである石を加工していく事は大変
ですが、自分の切り方ひとつで色々な形になっていく製
品を見ていると物を作る楽しさが実感できます。これか
らも色々な加工に挑戦していきたいと思っています。

34

加工部門
鴫原 直紀

企業概要
［所在地］〒963-4204
福島県田村市船引町堀越
字堰下195
［代表者］佐藤 利男
［ 創 業 ］1983年
［資本金］2,000万円
［社員数］35名
［連絡先］0247-85-2914
[主な事業] 石材に関する事業全般
メモリアル 事 業 / 墓 石 ･
ファントーニ彫刻･記念碑
等の加工販売、墓地造成･
移転･リフォーム等
環境石材事業/建築石貼
工事･土木外溝工事･造園
工事･石積工事等
採石事業/深山ふぶき採
掘･あだたら御影採掘

MAP

A-1
県北地域

株式会社ＭＡＲＵＷＡ ＱＵＡＲＴＺ
ht t p ://www.ma r uwa - q u artz .com/

最先端テクノロジーが産んだ「MARUWAブランド」

［所在地］〒963-7704
福島県田村郡三春町大字
熊耳字大平７番地１
［代表者］神戸

誠

県中地域

弊社は、東証一部上場企業である株式会社MARUWAの
100％子会社として、半導体製造装置メーカー向けに石英
ガラスを用いた冶具・部品の製造・加工・販売を行っていま
す。半導体製造の現場では、非常に純度の高い石英ガラス
製品が要求され、
また精密部品の製造に使用されるため
に高い精度も求められます。
そういった難しい要求に応え
るため、熟練の手により一つ一つの製品をカスタムメイド
し、出来上がった製品はクリーンルーム内で寸法・外観を
厳密に検査しています。

企業概要

［ 創 業 ］1962年
［資本金］10,000万円
［社員数］152名
［連絡先］0247-62-0012
[主な事業] 石英ガラス製品の製造・
加工・販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

入社二年目の私は、お客様からの要望に基づく品質
上の調査や製造工程・検査工程において発生する不
良を低減させるためにどうするべきかの解析、材料
として仕入れた石英ガラスの純度分析などを業務と
して行っています。些細な工程の不具合や異常など
を見逃さないよう細心の注意を払わなければならず
大変ではありますが、“製品の品質を守る”という重
要な責務を全うするために日々努力しています。

品質保証G 品質管理チーム
五十嵐 雄一

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

株式会社ミウラ
ht t p ://www.miura 1.co.j p /

知名度よりも確かさ

企業概要
［所在地］〒962-0301
福島県須賀川市今泉字上
鶴20-1
［代表者］三浦

貴信

［ 創 業 ］1965年
［資本金］1,000万円

会津地域

当社は鋳造用木型の製造を発端として1965年に創業しま
した。現在は鋳造用木型だけではなく、
アルミ鋳造から機
械加工まで一貫して生産を行う企業です。
当社の製品は自
動車部品をはじめとして電車や船舶、ポンプ部品等、様々
な業界で使用されています。
また、当社は小さい会社なが
らも、得意先は上場企業が80%を占める安定した企業で
す。知名度よりも"確かさ"を、
また、
どこへ行っても応用でき
る"人材育成"を会社の理念としています。

［社員数］48人
［連絡先］0248-86-2662
[主な事業] アルミ鋳造品／鋳造用木
型・金型／精密加工

先輩社員からのメッセージ
当社では最近、自動車関連をはじめとして、高い技

南会津地域

術力が求められる大手メーカーからの受注が増え
ています。これもお客様がミウラに任せれば安心
だと信頼を寄せてくださっているからだと思いま
す。お客様に信頼していただくためにはきちんと仕
事をする。当たり前のことですがこれがなかなか
難しい。品質、納期、コストを総合して「よい仕事を
している」と、お客様は評価してくださるからです。

代表取締役
三浦 貴信
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MAP

A-1

県北地域

株式会社メンテナンス
技を鍛え、
理に治す

企業概要

県中地域

弊社は、各所工場にある機械の製作から整備をしている
会社です。一般に目にする機会が少ない機械ばかりなの
で、一概に説明は難しいのですが、県内でも数少ない特殊
な事業分野になり、一般に「機械鍛治工」、
「 機械鳶工」、
「溶接工」、
「 多能工」、
「 旋盤工」
と言われる職種になりま
す。本来「鍛冶」
とは、鉄を精錬後、叩いて靭性を向上させ
る仕事を言います。弊社の場合は、
「 鍛治」
と書いて、工業
機械全般に対して“技を鍛え、理に治す”ことを生業として
おります。

［所在地］〒963-4203
福島県田村市船引町門沢
字清川内147-14
［代表者］大和田 一夫
［ 創 業 ］1985年3月
［資本金］1,000万円
［社員数］15人
［連絡先］0247-85-2955
[主な事業] 機械器具設置

先輩社員からのメッセージ

県南地域

機械と言っても、一般に見かけるもので
はないので、仕事の内容を友だちに話
しても、理解してもらえないし、入社当
初は、何をしているのか解らなかった
が、少しずつ作業の内容を覚えるよう
になると思います。
製造部
吉田 芳記

相双地域

調査

MAP

A-1

いわき地域

山北調査設計株式会社
http://www.fa ce b ook .com /yam ak i ta.tv

地域社会の皆様のために

企業概要

会津地域

当社は、今年45周年を迎える中小企業です。土木・建築設計に係る調
査業務を通して『地域社会の皆様のために』を基本理念に業務を行っ
ています。また、若手社員の育成も積極的に行っています。現在約半数
は20代の若手社員で、先輩社員の方々のアドバイスを受けながら、頑
張っています。また仕事の内容としては、土木・建築設計に係る調査業
務、特に構築物基礎設計には必ず必要な地質調査業が主な業務で
す。サーモグラフィによる外壁および吹付モルタル法面劣化診断調
査、また新規事業として、
ドローン空撮による3次元モデル作成業務や
地形モデル作成及び3Dプリンターよる出力業務などです。

［所在地］〒963-0204
福島県郡山市土瓜一丁目
209番地
［代表者］林

英幸

［ 創 業 ］1972年1月
［資本金］87,435(千円)
［社員数］20人
［連絡先］024-951-7293
[主な事業] 土木・建築設計に係る調
査、
サーモグラフィによる
外壁診断調査、空間情報

先輩社員からのメッセージ
私の所属部署は、空間情報を取扱う仕事をしています。

南会津地域

空間情報と言うのは、3Dデータや時々刻々と変化する
データのことです。こう言った先進的な仕事を通して、皆
様の生活がより豊かになってもらえればと望んでいま
す。まだ新しい事業なので、クリアしなくてはいけない課
題は沢山ありますが、とてもやりがいのある仕事だと感
じています。これから社会で活躍する皆様も色々な事に
チャレンジして実りある社会人生活を送ってください。
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空間情報部
大河原 悟

(3次元化)調査

機械器具

MAP

A-1
県北地域

山本電気株式会社
ht t p ://www.ydk.jp/

先進のメカニズムと高品質な製品を提供

先輩社員からのメッセージ

県南地域

この会社を選んだ理由は、先輩社員方の誇

［所在地］〒962-0818
福島県須賀川市和田道
116番地
［代表者］山本 弘則
［ 創 業 ］1934年
［資本金］9，000万円
［社員数］135名
［連絡先］0248-73-3181
[主な事業] 小型各種モータの開発・
製造・販売（自動車関連機
器、掃除機用モータなど）
電動調理家電機器の開
発・製造・販売（精米機、
フードプロセッサー、
ブレ
ンダー等）

県中地域

当社は小型モータと調理家電のメーカーとして創立以来82年に亘
りお客様のご要望にお応えし様々な製品の開発・製造・販売を行
い、先進のメカニズムと高品質な製品を提供させて頂くことにより、
信頼される企業として成長してまいりました。モータは環境負荷の
低減や、高齢化社会に対する補助動力として、今後益々その有効性
が発揮されていくものと思います。この様な時代の要請に応えるべ
く、独自の研究開発体制を整え先進的な駆動メカニズムをご提案さ
せていただくと共に、お客様の多様なニーズにきめ細やかに対応し、
ご満足いただけるよう全社一丸となって努力を続けてまいります。

企業概要

りを持って仕事に取り組んでいる姿勢と、社
長の考え方に強く惹かれ、ここで働きたい！
と思ったのが理由です。最初は慣れない環境
で、大変かとは思いますが、心配する事はあ
りません。分からない事、困った事があった
ら気軽に相談できる先輩社員がたくさんい
る会社です。一緒にがんばって行きましょう。

品質保証部
松川 祐樹

相双地域

MAP

A-1

いわき地域

株式会社リゾーム
ht t p :/ /www.r hizo me - n e t.co.j p

幅広い分野の複合技術

企業概要
［所在地］〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋
字下タ川原166
［代表者］桑原

勝幸

［ 創 業 ］1996年
［資本金］1,000万円

会津地域

当社は、機械・電気制御・電子回路・ソフトウェアの設計、開
発、試作、製作を行っております。1996年に創業し、本社
·FA事業部が郡山に、
その他にも福島、宇都宮、浜松に拠点
を増やし、順調にお取引数を伸ばしております。社員は、経
営理念に
「高度技術の追求で夢と感動を持って社会貢献す
る」
を基に、専門分野で技術を扱う、技術を生み出す技術者
集団です。
また、新エネルギーや再生エネルギーの研究開
発に携わり、研究技術、製品開発の事業化を進め、低炭素
化社会作りや地域企業の活性化に寄与しています。

［社員数］68人
［連絡先］024-944-7676
[主な事業] 機 械・電 気 制 御・電 子回
路・ソフトウェアの設計、
開発、試作、製作

先輩社員からのメッセージ
私は4年前に入社し、希望していた機械設計課へ配属さ

南会津地域

れました。学生の時とは違い、実践での設計は難しいも
のがありました。しかし、上司や先輩社員のアドバイスや
指導により、CADトレーニンングを積み重ねて、今では
CADトレース→部品図作成と簡単な構想設計まで出来
るようになりました。それから、設計だけではなく製作、
試運転までの機械設備が形になり動くまで携われ、もの
づくりという仕事はとてもやりがいと達成感があります。

FA事業部

機械設計課
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医療機器

MAP

A-1

県北地域

和田精密歯研株式会社
http://www.la bowad a.co.j p

患者様の口福を目指します

県中地域

私たちは、“歯”でお困りの患者様に入れ歯や差し歯、かぶせ歯をオー
ダーメイドで作る創業58年の歯科技工所です。これまで一本、一本
“歯”を手作りで作製していましたが、現在はパソコン上で歯を設計し、
大型加工機で歯を削りだす方法（CAD/CAM）も増えてきており、歯を
作る方法も時代と共に変わってきております。高齢化社会に入り、需要
は多く、私たちが作った“歯”で患者様の“健康”を助け、“笑顔”を増や
す、社会に貢献できる仕事です。当センターは、CAD/CAMにも対応で
きる複数の最新大型加工機をそろえ、従業員の職場環境にも配慮した
世界に誇れる歯科技工所で、患者様の“口福”を目指しています。

先輩社員からのメッセージ

県南地域

自分で製作した入れ歯を歯科医の先生が患者様のセット
に立ち会わせていただいた時の事です。入れ歯で悩んでい
た患者様が笑顔になり、涙を流されて喜ばれていた瞬間、

企業概要
［所在地］本社 〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国1丁
目12番15号辻本ビル6階
東日本加工センター・福島営業所
〒962-0512
福島県岩瀬郡天栄村飯豊字大山
10-239
［代表者］和田 主実（オモミ）
［創 業］1958年1月
［資本金］9,950円
［社員数］1,080名
内東日本加工センター・福島営業所
50名（2016年4月現在）
［連絡先］本社 06-4807-6700
東日本加工センター
0248-83-2285
[主な事業] 歯科技工製品の製作・販売

この仕事で本当に良かったと感じました。
（技工部 長嶋）
東日本加工センターは、とても綺麗で広く、とても働きやす
い環境です。多くの女性も活躍しており、育休や産休など、
福利厚生も充実していて、従業員にとても優しい会社だな
と毎日感じながら働いています。
（事務 金澤）

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

和田装備株式会社
http://www.wa das ou b i .j p

様々な注文に対応

企業概要

会津地域

建物に使われる特注金物・免震金物の設計･製作･販売･
施工を主とし、
また鋼製建具･ガラス･規格金物等の販売･
施工と建物に使用される金物全般を扱っています。公共施
設やビル、商業施設などが主な現場で、特にその現場特注
の金物が多いので、量産品とは違い形も大きさも様々で
す。特注金物はこの種の建設現場には必ずあるのに対し、
様々な注文に対応できるメーカーは限られてくるので、弊
社は県内にとどまらず、東京に営業所を設け、首都圏の大
手ゼネコン様より大きな現場の受注をしています。

［所在地］本社 〒962-0001
福島県須賀川市森宿字ヒ
ジリ田55−1
東京営業所 〒173-0026
東京都板橋区中丸町36-3
［代表者］和田 太郎
［ 創 業 ］1971年
［資本金］3，000万円
［社員数］64名
［連絡先］本社

0248-75-5012

東京営業所 03-6909-3875

先輩社員からのメッセージ

南会津地域

際、免震という聞き慣れない言葉を聞き、説明を聞いてい
る中で興味をもった事が始まりでした。弊社では、主に建
築金物を製作していますが、特殊金物として免震エキスパ
ンションジョイントというものも製作しています。現在は、
研修の身ですが、研修が終了すれば本格的に関わっていく
事になるので楽しみであり、これから入社してくる方々に私
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の製作、
サッシ、硝子、太
陽光発電システム

私が入社するきっかけになったのは、会社見学で訪れた

が教わったことを伝えられると考えると嬉しく思います。

[主な事業] 特注建築金物・免震金物

設計部
佐藤 誠二

ゴム

MAP

A-1
県北地域

株式会社朝日ラバー
ht t p ://www.a sa hi-ru b b e r.co.j p

幅広い分野の精密ゴム製品を手がける

［所在地］本社 〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区
土手町2丁目7番2
白河工場 〒961-0004

県中地域

白河市と泉崎村に国内の製造拠点を持つ、工業用ゴム製
品の製造と販売をするJASDAQ上場企業です。当社は
1970年の創業以来、小型電球に被せ様々な色を出すこと
が出来る
「アサ・カラー」
（現ASA COLOR LAMPCAP）
を主
力商品として、特に自動車業界で業績を伸ばしてきまし
た。
そこで蓄積した技術で、現在では自動車業界だけでは
なく、医療・ライフサイエンスなど幅広い分野の精密ゴム
製品を数多く手がけています。

企業概要

福島県白河市萱根月ノ入
1番地21
［代表者］渡邉

陽一郎

［ 創 業 ］1970年
［資本金］5億1,687万円
［社員数］300人
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

048-650-6051

[主な事業] 工業用ゴム製品の製造・

県南地域

販売

お客様の要求に対し、自分で考え、形にして
いく責任ある仕事なので、非常にやりがいを
感じています。失敗することも多いけど、そこ
は上司や先輩社員がフォローしてくれるの
で、課題と向き合いながら常に成長出来る環
境が整っています。また、お客様への訪問、展
示会への出展や講習会への参加など、社外
で多くの経験を積めるのも当社の特徴です。

白河工場 技術グループ
増子 直也

相双地域

機械器具

MAP

A-1

アネスト岩田株式会社
世界に通じる製品の設計開発

企業概要
［所在地］本社 〒223-8501
神奈川県横浜市港北区新
吉田町3176
［代表者］壷田 貴弘
［ 創 業 ］1926年
［資本金］33億5,435万円

会津地域

アネスト岩田は、空気圧縮機・真空機器・塗装機器・液圧機器を開発・
製造、販売している産業機械メーカーです。これらの機械は、自動車・
携帯電話・農業機械・医療機器・食品等の製造、生産工程、先端技術の
研究開発など、私たちの生活に関わる様々な製品・場面で必要不可欠
なものです！BtoB企業なので、なかなか馴染みが無いかもしれません
が、創業90周年を迎え、国内海外ともに製品シェアはトップクラス！
「技術は企業の宝」という考えのもと、先進の技術開発力を活かし、こ
れまでに国内外で500以上の特許を取得しています。今後も世界に通
じる製品を設計開発し、グローバル企業として挑戦し続けます！！

いわき地域

ht t p ://www.a nest-i wata.co.j p /

［社員数］1,359名（2016年3月現在）
［連絡先］本社

045-591-1111

[主な事業] 汎用機械器具製造業

先輩社員からのメッセージ
空気圧縮機とはなんだ？真空ポンプとは？と思う方がほとんどだと

南会津地域

思います。そこで使用用途をズバリと答られたそこのあなた！ぜひと
もアネスト岩田の説明会等に参加してみませんか？答えられなかっ
たあなたも説明会等でアネスト岩田を聞いて知ってみてください。
学生から社会人になるのに不安が多々あると思いますが、安心して
ください！アネスト岩田の社員は全員優しく人情味のある方々ばか
りなので、そんな不安も吹き飛んでしまいます。そんな会社で「世界
トップクラスのコンプレッサ会社」を一緒に目指してみませんか？

エアエナジー事業部 福島工場
管理グループ 生産管理チーム
青木 友良
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

アルファ電子株式会社
http://www.a lph a- d .com /

ものづくりサービス業

企業概要

県中地域

私達は、高品質なものづくりはもちろんのこと知恵と情熱
で+αの価値を提供し、
お客様に感動を与えます。+αの価
値とは「考えられないような短納期」
「開発から試作・量産
の一貫生産」
「新市場、新製品への積極的取組み」
など、新
しい時代に飛躍し続ける為の新たな挑戦のことです。私達
は、最強チームによる感動の“ものづくりサービス業”。明る
く元気に前向きに、
そして楽しく！をモットーに全社員の力
をあわせ、
お客様の課題を解決します。

［所在地］〒962-0512
福島県岩瀬郡天栄村大字
飯豊字向原60-2
［代表者］樽川 久夫
［ 創 業 ］1969年
［資本金］1,200万円
［社員数］150名(2015年７月現在)
［連絡先］0248-83-2139
[主な事業] 医療機器製造・電子機器
製造
医療機器・周辺機器設計・

先輩社員からのメッセージ

開発請負事業

県南地域

労働者派遣事業
派07-300292

入社して1年。私は学校で化学を学んでいましたが、授
業や部活で電子工作を経験した事がきっかけで、電子
系の仕事を選びました。今は様々な製品の製造に触れ
ています。部材の受入れと検査、組立実習の教育係、作
業手順書作成などを任され、会社における「ものづくり
の流れ」を、必死で吸収中です。当社は大きな会社では
ありませんが、皆で協力し改善し合いながら前進する、
力ある会社です。私たちと一緒に働きませんか。

製品開発部
小林 翠

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社 ウチヌキ 福島工場
いわき地域

http://www.uch i n u k i .co.j p /

お客様へ満足を届ける

企業概要

会津地域

弊社は本社を神奈川県綾瀬市、東京営業所（神田）、兵庫工場（三
田市）、そして福島工場と全国に向けてパンチング（打ち抜き）製
品のご愛用を頂いており、今期、創立50周年を迎えることが出来
ました。皆様の生活の直ぐ側で、テレビのスピーカーネット、車の
スピーカーネット、レンジフード、階段手摺り、ベランダ柵大手ビ
ルディングの天井パネル、壁パネル、高速道路の防音壁、防雪柵、
目隠しパネルなど、弊社製品はご使用頂いております。
「お客様へ
満足を届ける」それが、自分たちの満足となる、信頼される製品と
サービスを提供するため、日々、技術向上を目指しております。

［所在地］〒961-0102
福島県西白河郡中島村大
字滑津字愛宕山6-14
［代表者］中尾

［資本金］3000万円
［社員数］50人
［連絡先］0248-52-3070
[主な事業] 打ち抜き金属製品製作及
び、それに付帯する二次
加工

先輩社員からのメッセージ
新卒で入社し12年、現在、管理課長代理として工

南会津地域

程管理中心に、お客様の声を営業や直にお客様よ
り頂き、製造に伝え製品とする役割を担っておりま
す。弊社は、社員同士の仲の良い会社です。他部門
への応援や残業協力なども行っており、とても雰囲
気が良いです。見える製品が多く「やりがい」を感じ
ます。飲みにケーションも盛んで、仕事も仕事後も
盛り上がっております。ぜひ、仲間になりましょう。
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健太郎

［ 創 業 ］1966年5月

福島工場 管理課 課長代理
富田 祥隆

MAP

A-1
県北地域

有限会社エム・エス・ピー
ht t p ://msp-shira k awa.com

設計から加工・制作まで一貫して対応

［所在地］〒961-0303
福島県白河市東釜子字東
谷地山12番地3
［代表者］山崎

英信

県中地域

創業14年目の各種省力機械設備の設計製作会社です。
お
客様のニーズに合わせた機械設計・ソフトウェア設計・産
業ロボットの構築する設計部門と、各種治工具・各種金属
加工・樹脂加工・板金加工をする営業部門に分かれていま
す。お客様にご満足いただける商品の提供をモットーと
し、社員全員で知恵を出し、
より良い企業に成長すること
を目標に、社員一丸となり努力しています。

企業概要

［ 創 業 ］2002年9月1日
［資本金］3,000万円
［社員数］13名
［連絡先］0248-35-1150
[主な事業] 各 種 省力化 機 械 設 計 製
作、産業用ロボットシステ
ム構築、各種工作機械設

先輩社員からのメッセージ

計製作、各種治工具設計

県南地域

製作、各種金属加工、樹脂
加工、板金加工

最初はわからないことが多く、先輩方
に機械設計のノウハウを教わりました。
自分が初めて手掛けた設備が組立ら
れ、電気ソフトウェア製作し、作動した
ときの感動はいまだに忘れることがで
きません。苦労はありますが、
自分が設
計したものが動く喜びは計り知れず、
や
りがいを感じています。

設計部門

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社 オーゼキ
高品質で付加価値の高い｢ものづくり｣

企業概要
［所在地］〒963-5343
福島県東白川郡塙町大字
植田字森戸25
［代表者］大関

隆司

［ 創 業 ］1967年
［資本金］3,000万円

会津地域

国際社会の構造が大きく変化する中、㈱オーゼキは精密機器部品
加工の製造業として、常に技術革新に取り組み、高品質で付加価値
の高い｢ものづくり｣に徹し、生産的な企業風土を醸成する努力を続
けております。そして、全てのプロセスを進化させ続け、個人と組織
の能力の最大化を念頭に、社員一人が輝ける会社作りを目指してい
ます。現在、2014年に完成した福島県塙町町立高城小学校跡地の
新工場で、最新の複合設備を導入し、たゆまぬ改善に挑戦し続ける
70名の社員と共に、お客様をはじめ、協力会社、地域経済の発展と
全社員の幸福を目指し、スペシャリストとしての道を究めています。

いわき地域

ht t p ://www.ozeki-te c h .com

［社員数］106人
［連絡先］0247-57-6620
[主な事業] 空気圧機器部品/精密機
器部品の加工製造

先輩社員からのメッセージ
私は、NC旋盤を扱う業務に携わり、もうすぐ入社3年目を迎えます。一

南会津地域

人前になるには3年はかかると言われる業界において、技術を培い、今
では様々な加工を行う複数台の機械を担当しています。入社しこれま
で楽しいことばかりではなく、辛いことも多く経験して来ました。仕事
においては、忍耐力と努力が必要です。課題に直面し、葛藤し、乗り越
えた時、自分の力量や技術が向上した事を実感する嬉しさは、現場で
働く者にしか味わえない、ものづくりの醍醐味だと思います。若い社員
が多く活躍する当社で、技術を磨き、一緒に働きませんか？

福島工場 製造1課
藤田 直樹
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合成樹脂加工

MAP

A-1

県北地域

株式会社 スズキ製作所
http://www.suzu k i s s f.co.j p

万能な小回りをモットーに

県中地域

当社は創業以来、樹脂・金属の部品加工から省力化機器・
治工具の設計・製作まで一貫して対応できる体制を整えて
きました。部品加工においてはCAD/CAMを用いた3次元
加工を得意としております。
また、世界的に環境問題がさ
けばれる中、省力化機器や治工具の設計段階から部品加
工・組立に至るまで環境に配慮したものづくりを進めてお
ります。今後も
「万能な小回り」をモットーに、お客様に満
足していただける製品を提供するため、誠実にものづくり
に励んでまいります。

企業概要
［所在地］〒963-6114
福島県東白川郡棚倉町大
字上台字カハキ沼101
［代表者］林 弘和
［ 創 業 ］1973年
［資本金］3,000万円
［社員数］90人
［連絡先］0247-33-2727
[主な事業] 各種合成樹脂・金属の機
械加工、省力化機器・治工
具の設計・製作

先輩社員からのメッセージ

県南地域

以前からものづくりに興味があり、高校で学んだ専
門知識を活かせると思って、この会社を選びまし
た。たくさんの工作機械があり、加工品も多種多様
で難しいこともありますが、先輩方の丁寧な指導の
もと、毎日やりがいを感じて仕事をしています。若
い社員の方も多く、季節の行事も充実しており、楽
しみがあります。今は、早く技術を習得し、難しい作
業も任せてもらえるようになるのが目標です。

樹脂加工課
小松 信也

相双地域

ゴム

MAP

A-1

住友ゴム工業株式会社白河工場
いわき地域

http://www.sr igrou p .co.j p /

地球環境に優しい製品開発

会津地域

①住友ゴムグループは、1909年わが国初のタイヤメーカーとして創業以来、ゴム技術を軸
に先進的で地球環境に優しいタイヤやスポーツ及び産業品の製品を生み出しています。
②タイヤ事業では｢DUNLOP｣｢FALKEN｣ブランドを中心に国内4工場、海外は8工場で
生産を行い、世界中のお客様に提供しています。
③｢タイヤが地球環境にできること｣を考え、独自の最新技術を駆使した環境に優しいタイ
ヤの開発を積極的に進めています。
④2013年には世界で初めて化石資源を全く使用しない100％石油外天然資源タイヤ｢エ
ナセーブ100｣を開発しました。
⑤CO2排出量削減に貢献できる低燃費タイヤの商品開発にも力を入れています。

企業概要
［所在地］〒961-0017
福島県白河市双石広久保
1番地
［代表者］執行役員白河工場長
齋藤

健司

［ 創 業 ］1974年
［資本金］42,658百万円
［社員数］1,700名
［連絡先］0248-22-3311(代表)
[主な事業] DUNLOP、FALKENブ
ランドのタイヤ製造

先輩社員からのメッセージ
私は幼少期の頃から車が大好きで、将来は車に携わる仕事を

南会津地域

したいとの思いを持っていたところに、たくさんある求人票の
中から住友ゴムの求人が目に留まり入社を希望しました。
工場見学で「いろいろな材料を貼り合せてタイヤになる」成形
工程に驚きと感動を覚えたことは今でも鮮明に覚えています。
現在は自分が作ったタイヤが商品になる喜びとお客様の大切
な命を背負っているという責任感を持ちながら一生懸命仕事
に励んでいます。
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製造第四課 第六成形班
菊池 泰裕

MAP
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県北地域

株式会社 成光工業
ht t p ://www.k -seiko.co.j p

伝承とオンリーワンの技術

［所在地］〒961-0854
福島県白河市大坂山82-1
［代表者］松尾

教弘

［ 創 業 ］1973年

県中地域

白河工場では端子類の各種、
ブスバー、
ワイヤーハーネス
の3つの業務を主に行っております。弊社は若い社員が多
く、平均年齢が若い会社です。経験豊富なベテラン社員
が。頻繁に勉強会などを開き、技術の伝承とオンリーワン
の技術をもった企業となるべく、
日々切磋琢磨しておりま
す。
また、
スポーツ大会・レクレーションを行い本社との社
内交流も盛んです。興味のある方は、ぜひ採用担当者にご
連絡ください。

企業概要

［資本金］3千万円
［社員数］45人
［連絡先］0248-21-5481
[主な事業] プレス加工、検査

先輩社員からのメッセージ

県南地域

平均年齢30代前半という活気あふれる職場です。若
者の“柔軟な発想”で“明日の日本の製造業を支える”
という想いのある方で一緒働いてみませんか？興味
のある方は是非ご連絡をお待ちしております。
白河の工場見学、採用関係のご相談は下記までご連
絡お願い致します。
採用担当：串田 明香
住所：神奈川県川崎市川崎区浅野町6-7
TEL：044-366-5855
採用担当
メールアドレス：kushida-a@k-seiko.co.jp

串田 明香

相双地域

天昇電気工業株式会社 矢吹工場
ハイスピード＆ハイクオリティな製品供給

先輩社員からのメッセージ
私は責任を持って行動するということを会

［所在地］本社 〒194-0005
東京都町田市南町田五丁
目3番65号 天幸ビル17
矢吹工場 〒969-0237
福島県西白河郡矢吹町牡
丹平203番6号
［代表者］石川 忠彦
［ 創 業 ］1936年5月1日
［資本金］12億8百万円
［社員数］約550名（国内）
［連絡先］本社 042-788-1555
[主な事業] プラスチック成形加工で
の自動車部品、
家電用品・
OA機器、各種機構・機能
部品、
感染性廃棄物容器、
物流産業資材等の生産販
売及び各種金型設計・生
産販売

南会津地域

社に入り改めて学びました。高校生とは違

企業概要

会津地域

テクノロジーの進歩とともに、情報化・機械化のスピードにますます拍車が
かかる中、たえず技術力に磨きをかけながら、プラスチック業界のパイオニ
アとして数々の製品を送りだしてきました。現在の取り扱い製品は、自動車
部品、家電・OA機器や機構部品、大型コンテナーや感染性医療廃棄物容器
に至るまで多分野へと展開して、あらゆるお客様のニーズに幅広くお応えし
ています。自社ブランド品、受託生産品のいずれにおいても、企画段階から
デザイン考案、設計、構造解析、金型製作、試作評価、製造、二次加工までの
一貫した生産ラインにより、ハイスピード＆ハイクオリティな製品の供給を
実現します。

いわき地域

ht t p ://www.te nsho- p las ti c .co.j p

い覚えること、やることがたくさんあり驚く
こともたくさんありました。ですが、会社の
皆さんがフォローしてくれたり自分自身で
努力することで日に日に仕事にやりがいを
感じ楽しくなりました。まだ新人ですが、会
社に貢献する為に頑張っています。

矢吹工場
石井 瑠奈
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建設

MAP
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県北地域

藤田建設工業株式会社
http://www.fuji tak k .com /

仕事は仕事でとれ

企業概要

県中地域

創業以来、
「よりよい仕事をすることが次の仕事を連れてくる」との
考え方から、
「仕事は仕事でとれ」の精神を貫き、常にお客様に満
足いただけるよう、技術者、技能者の技の向上に励んでおります。
土木部門では、道路・トンネル・河川・ダム・公園・下水道など高度
な建設技術と機動力をフルに発揮して、さまざまな社会基盤の整
備を行っています。建築部門では、豊富なノウハウを活かして、多
種多様な建築物の企画・設計・施工を手がけています。たとえば公
共施設や店舗、工場、オフィス、倉庫をはじめ、一般住宅など、さま
ざまなご用命にお応えしています。

［所在地］〒963-6131
福島県東白川郡棚倉町大
字棚倉字南町20番地
［代表者］藤田 光夫
［ 創 業 ］1950年3月24日
［資本金］90,360,000円
［社員数］221名（男181

女40）

［連絡先］0247-33-2281
[主な事業] 土 木 工 事 / 建 築 工 事（ 新
築・改築・増築・改装）/舗
装工事/管更生工事/鉄道

先輩社員からのメッセージ

工事

県南地域

今、私がこの職業に就いて感じること。それは、毎日が
同じ事の繰り返しではなく、日々違う仕事をしている充
実感です。また、一つの建物が出来上がって、この工事
に自分も係わっていたのだと考えるとき自然と笑顔に
なります。それに加えお客様の喜ぶ笑顔に接すると、尚
いっそう嬉しくなります。工事が完成したときの達成
感・充実感・爽快感、お客様への引渡しが無事完了した
ときの安堵感。一緒に味わってみませんか、この感じ。

建築部
藤本 達也

相双地域

機械器具

MAP
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株式会社大和三光製作所
いわき地域

http://www.ya m ato- s an ko.co.j p

時代に応じた最新の技術を駆使

会津地域

創業以来101年、当社は乾燥機の専門メーカーとして、工業用乾燥装置、
熱処理装置、焼却装置及びその関連プラントなどを提供してきました。こ
れらの乾燥機機器は、食品業界、繊維業界、化学業界、製薬業界、電子部
品業界など、あらゆる製品の生産財装置として活躍しています。また、廃
棄物（汚泥や食品残渣）の３R(Reduce, Reuse, Recycle)の装置として、
乾燥・焼却・発酵装置などに、広く使われています。そして、2014年6月25
日に世界遺産になりました、
「富岡製糸場」の技術の一端を担っていたの
が当社の「大和式乾燥機」でした。当社が納入した7台の乾燥機も、世界文
化遺産の生産システムとして一部保存されることとなりました。

先輩社員からのメッセージ
当社では、億単位の製品を設計した後に、その製造工程

南会津地域

の状況も知ることができ、製造の現場で働く方たちに自
らが描いた設計図がどのように受け止められているか
など、設計図の良い点・悪い点のフィードバックを得るこ
ともできます。完成後の試運転の現場にも立ち会い、自
分が描いた設計図が製品の形となって実際に動く所を
見ることもでき、ものづくりに携わる者として、その充実
感・達成感はとても大きなものになると思っています。
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エンジニアリング部 技術グループ
望月 敦史

企業概要
［所在地］本社 〒163-0443
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル43階
工場・研究所 〒969-0287
福島県西白河郡矢吹町堰
の上351
中国工場 無錫亜瑪登乾燥
設備有限公司 〒214181
江蘇省無錫市恵山区前洲
工業園
［代表者］大和 輝明
［ 創 業 ］1915年10月
［資本金］4,000万円
［社員数］90名
［連絡先］本社 03-5381-6485
工場・研究所 0248-42-5601
中国工場 ＋86-510-83573780
[主な事業] 大型工業用乾燥機･熱処
理装置･大型焼却装置･熱
関連装置･環境装置およ
び関連プラントのエンジ
ニアリング･製造･販売･
輸出・メンテナンスなど

食品

MAP

A-1
県北地域

UHA味覚糖株式会社
ht t p ://www.uha -mik ak u to.co.j p /

創造性と独自性ある商品づくり

［所在地］本社 〒540-0016
大阪市中央区神崎町4番12号
福島工場 〒961-0004
福島県白河市萱根月ノ入1番8

県中地域

「おいしさは、
やさしさ」
が企業コンセプトとし、菓子から美
容・健康食品までの量産製造および販売を行っています。
私たちは創業以来、“ぷっちょ”や“シゲキックス”、“e-ma
のど飴”といった他社には真似できない、創造性と独自性
ある商品づくりを心がけてきました。
それは
「常に新しいも
のを生み出していきたい」
という想いからです。
ＵＨＡ味覚
糖では、入社後すぐにでも皆さんの能力や感性を活かすこ
とができる環境があります。
また、部署やチームが違っても
関係なく、社員同士の仲が良く、風通しの良い社風です。

企業概要

［代表者］山田 泰正
［ 創 業 ］1949年10月18日
［資本金］1億円
［社員数］392名
［連絡先］本社

06-6767-6010

福島工場 0248-21-3600
[主な事業] 菓子・食品製造販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

日常生活においてよく目にする商品、そんな商品
を製造していきたいと感じており、味覚糖に入社
しました。自分の携わった製品がｽｰﾊﾟｰやｺﾝﾋﾞﾆ等
で並んでいるときに喜びを感じます。味覚糖には
昔から皆様に愛され続けているﾛﾝｸﾞｾﾗｰ商品やと
ても独創的で高度な技術を駆使して製造している
楽しい商品が多数あります。私たちと一緒に美味
しくて楽しいお菓子を製造していきましょう！

福島工場Bライン ライン長
遠藤 嵩

相双地域

MAP

A-1

ユニ・チャームプロダクツ株式会社
自分らしく暮らせる社会の実現

先輩社員からのメッセージ
皆さんはこれから、40年以上働く時間があります。

企業概要
［所在地］〒963-6106
福島県東白川郡棚倉町金
沢内背戸続26-1
［代表者］石川 英二
［ 創 業 ］2002年1月1日
（統合）
［資本金］26億550万円
［社員数］1,274名
［連絡先］0875-52-2211
[主な事業] ベビーケア関連製品、
フェ
ミニンケア関連製品、
ヘル
スケア関連製品、化粧パ
フ、ハウスホールド製品、
ペットケア関連製品、産
業資材、食品包材等の製
造

会津地域

不織布・吸収体の加工・成形分野で培った技術を活かして、さまざ
まな世代に向けた商品やサービスをお届けしています。５つの事
業である「ベビーケア」
「フェミニンケア」
「ヘルスケア」
「クリーン＆
フレッシュ」
「ペットケア」における日本国内での材料・製品調達か
ら生産・納品までの一元管理を行っております。つまり赤ちゃんか
らお年よりまですべての生活者が、いつまでも自分らしく暮らせる
社会の実現をめざしております。そして私達は、世界No.1の感動、
安心、信頼のものづくりを実現するために品質、生産性、加工技術
力についてこだわりをもって製造をおこなっている会社です。

いわき地域

ht t p ://unicha r mpro d u cts .co.j p /

南会津地域

この貴重な時間を自分自身の為に使いませんか？
やりがい、達成感、社会的貢献等々。当社には出る
杭を活かす風土があります。新たな仕事をどんど
ん任され、成長できる環境は整っています。そして
思いを形にできる仕事です。活躍できるフィールド
も世界中に広がっています。皆さんと一緒に世界
No.１の会社を目指していきたいと思います。

グローバル生産本部 福島工場 生産管理担当
菊池 初美
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エネルギー

MAP

A-1

県北地域

アンフィニ株式会社
http://inﬁnigro u p .co.j p /

地球の未来に向けて

企業概要

県中地域

Link with the future−未来につながることをしよう−この言葉
が、
私たちの基本理念です。
1995年に会社が設立され、
半導体
リサイクル事業を経て太陽電池用原料(シリコン)ビジネスに参入
しました。
その後、
太陽光発電システムの自社ブランド
「ジャパン
ソーラー」
を立ち上げ、
良質な太陽光パネルを国内外へ展開。
今
では電力の小売り事業(ジャパン電力)やバイオマス・バイオガス
事業(ジャパンバイオ)なども手掛ける“エネルギーの総合企業”
として成長を続けています。
2017年春には双葉郡楢葉町に新設
する工場を稼働させ、
新たなフェーズに突入する国内外の太陽
光市場に
『Made in Japan(福島)』
を発信していきます。
先輩社員からのメッセージ

県南地域

私は新卒入社(2016年)後、間もなく“工場新設”の大型
プロジェクトに携わることになり、最初は正直不安しか

［所在地］本社 〒556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町
1丁目4番38号
近鉄新難波ビル10階
福島工場 〒979-0602
福島県双葉郡楢葉町大字
下繁岡字北谷地16番地
［代表者］親川 智行
［ 創 業 ］1995年12月28日
［資本金］2億4,400万円
［社員数］214名
［連絡先］本社 06-6646-3330
※福島工場に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル0120-33-0303まで。

[主な事業] メーカー事業、発電事業、
エンジニアリング事業、販
売事業、海外事業

ありませんでした。しかし、自治体の方々と接するうち
に、徐々に「復興」という想いを掲げた今回のプロジェク
トに対し『今できる精一杯の力で貢献したい』と強く思う
ようになりました。再生エネルギー需給率100％を目指
す福島県とアンフィニがひとつになって地域はもちろ
ん、福島全体を盛り上げていきたいです。

製造部
瀬戸口 英里

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社 井部製作所
いわき地域

http://www.ibes e i s ak u j yo.co.j p

様々なニーズに応える品質体制構築

会津地域

創業50周年を迎え更なる飛躍を考えております精密機械部品及び精
密プレス部品製造業を営む㈱井部製作所でございます。弊社は航空
宇宙防衛部品、半導体周辺機器部品、エネルギー部品、医療部品の4
分野に力を入れており、様々なお客様のニーズにお応え出来る品質体
制を構築しておりそれに伴いISO9001、JISQ9100（航空・宇宙・防
衛）、ISO14001（環境）の認証を取得、さらにISO13485（医療）の取
得に向け活動しております。また素材調達から試作、量産まで一貫生
産可能で、多くの協力会社との連携（表面処理・熱処理・溶接など）に
より様々な要求事項を含む製品に対応できます。

企業概要
［所在地］松尾工場 〒289-1522
千葉県山武市松尾町高富
字高田1693-1
南相馬工場 〒975-0042
福島県南相馬市原町雫字
蛭沢175-3
［代表者］井部 良則
［ 創 業 ］1966年
［資本金］5,000万円
［社員数］50人
［連絡先］松尾工場 0479-86-5026

先輩社員からのメッセージ

密プレス部品製造業

私の所属する第二製造課はNC旋盤加工の部署で主に丸

南会津地域

物を加工しております。先輩社員から的確な指導を受けま
して日々精進しながら業務を行っております。最近やりがい
を感じたのは入社して2年目の私に1つの仕事を任され、や
れるかやれないかと不安ながらも作業をした結果、ミスせ
ずにやりきった事です。この自信を次に繋げていく糧になり
ました。先輩にも褒められ向上心が芽生えました。今後さら
なる色々な加工に取り組んで行ければと思っております。
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南相馬工場 0244-32-1066
[主な事業] 精密機械部品製造業、精

第二製造課
古川 拓磨

自動車

MAP

A-1
県北地域

株式会社 シマ商会
ht t p ://www.shima -corp .com/

希望や適性に合った仕事ができる

［所在地］〒975-0042
福島県南相馬市原町区雫
字権現下73-2
［代表者］島

一樹

県中地域

シマ商会は「車のトータルリサイクラー」
として不要になった
さまざまな車（乗用車、
トラック、バス、建機、救急車や消防
車、パトカーなど）を買い取り、国内外へ自動車や自動車部
品のリユース&リサイクルを行っています。仕事内容は、車を
買い取ってくる買取営業、買い取ってきた車を受け入れ・管
理する仕事、車を解体する仕事、販売・輸出のために梱包・
出荷準備をする仕事、車や部品を販売する販売営業、海外
のお客様とやり取りをする海外販売営業など・・・さまざまな
職種があるので、希望や適性に合った仕事ができます。

企業概要

［ 創 業 ］1975年
［資本金］3,000万円
［社員数］201名
［連絡先］0244-22-1554
[主な事業] 自動車リサイクル

先輩社員からのメッセージ

県南地域

学生時代に磨いた英語を活かして海外を飛び回り、沢山
の人と接しながら私自身も磨くことが出来るのはシマ商
会であると感じたのが入社のきっかけです。熱い社長や
明るく元気で面倒見の良い社員の皆さん、目標となる先
輩、知れば知るほど入社したいという気持ちが芽生え、シ
マ商会への入社を決心しました。入社2年目に優秀社員
賞1位を頂きましたが、次は社長賞を頂いて社長にラス
ベガス旅行に連れて行っていただく事が目標です。

海外販売事業部
難波 衣里

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社シンコー
製造機器メーカー様をトータルサポート

企業概要
［所在地］本社 〒975-0037
福島県南相馬市原町区北
原赤坂94
第二工場 〒975-0037
福島県南相馬市原町区北
原赤坂129

会津地域

当社は、私たちが身近に使っているパソコン、携帯電話、
自
動車、食品など様々な製品の生産ラインを製造機器メー
カー様から依頼を受け産業用機械、産業用ロボットの部
品製造を主とした会社です。製造機器メーカー様の生産
ラインの部品製造を、材料発注から各種加工・処理・測定
検査・ユニット組立・試運転までをサポート提供していま
す。

いわき地域

ht t p ://www.shinko88.s ak u ra.n e .j p /

［代表者］田中 新
［ 創 業 ］1980年 4月
［資本金］1000万円
［社員数］32人
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

0244-22-4682

[主な事業] 産業機器

設計・製造・組

立て

私は、地元小高工業高校出身ですが、研磨加工という

南会津地域

作業を行う事は初めてだったので、仕事を覚えるのに
必死でした。今では仕事にも慣れ、自分なりに考えて工
夫をし、取り組める様になってきました。今私が作って
いる製品が、世の中の製品の一部として使用されてい
ると思うと、毎日の仕事が楽しく、製造現場の一人のプ
ロとして意識を高め、今出来る事より明日さらにより高
精度な部品作りに挑戦していきたいと思っています。

製造部 研磨課
小針 勇人
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MAP

A-1

県北地域

株式会社 スター精機
http://www.sta r s e i k i .j p

できない前にやってみる

企業概要

県中地域

昭和7年からの技術の集積により取組姿勢を”できない前
にやってみる”の行動指針により、研究開発設計から制御
まで一貫体制の物造りを数多く提案してまいりました。
又、単品加工では微細加工難削材加工(レアメタル等)工
作機械によるものつくりに頼らず創意工夫によるもの造り
を進めております。

［所在地］本社 〒976-0042
福島県相馬市中村字荒井
町46
工場 〒976-0006
福島県相馬市石上字南蛯
澤390
［代表者］星

正憲

［ 創 業 ］1932年6月
［資本金］10,000万
［社員数］26名
［連絡先］0244-36-2411
[主な事業] 理化学実験装置・航空宇

先輩社員の出身校

県南地域

開 発 設 計

宙実験機器設計製作、航

東北大学理学部化学専攻博士課程後期
電気通信大学機械工学科 1名
同志社高等学校 1名

製

造

課

東北文化学園大学 1名
福島県・宮城県地元高等学校

管

理

課

東京理科大学物理学科
福島県内高校 計4名

1名

品質保証課

福島県浜高等専門学校
福島県内高校 計3名

1名

1名

空機エンジン部品・治具
製造・半導体製造装置部
品製造

12名

相双地域
MAP

A-1

株式会社 タカワ精密
いわき地域

http://www.ta kawas e i m i tu .co.j p /

高品質で信頼性の高い製品提供

会津地域

タカワ精密は、工場で使用する設備（FA設備）や、航空部品を加工する
際に必要な精密治工具、複雑な形状の金型を製造する企業です。創業
以来、常に新しい創造・価値観を見極め、広く厚い信頼を得られる企
業を目指してまいりました。地球環境や天然資源への配慮など、高度
化する社会的ニーズをはじめモノ作りの環境も大きく変化してまいり
ました。今後もより一層の設備と社員の技術向上・教育によって、完成
度の高いモノ作りを創造してまいります。高品質で信頼性の高い製品
を提供することを常に心がけ、私たちの創造への努力が社会に貢献し
信頼され、明日へ繋がるよう日々研鑽に務めてまいります。

企業概要
［所在地］〒975-0061
福島県南相馬市原町区大
木戸字八方内77番地
［代表者］渡邉

隆光

［ 創 業 ］1979年8月
［資本金］3,000万円
［社員数］39名
［連絡先］0244-22-6201
[主な事業] FA設備(自動機、専用
機)・精密治工具・プレス
金型・モールド金型・設計

先輩社員からのメッセージ
入社したきっかけは、帰郷に伴い、転職を決意し、これ

南会津地域

までの経験を活かせる仕事を探していたところ、タカ
ワ精密のホームページを見て、設計から設置まで一貫
して製品に携わる事が出来ることに魅力を感じ、
「こ
の会社で設計したい！」と思い、入社しました。現在
は、私が携わった図面が社内で加工され、完成した部
品を組立て、ひとつの製品として完成した時には、嬉
しさと達成感があり、大変やりがいを感じています。
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設計・組込部門
松本 直樹

製作

機械器具

MAP

A-1
県北地域

日本オートマチックマシン株式会社
ht t p ://www.ja m-ne t.co.j p

お客様のベストパートナーを目指して

先輩社員からのメッセージ

県南地域

大学では機械工学を専攻していて、社会に出たらCAD設計をやり
たいと思って、就職活動をしていました。学内のスポーツサークルに

［所在地］本社 〒146-0092
東京都大田区下丸子
3-28-4
原町事業所 〒975-0037
福島県南相馬市原町区北
原字木戸脇18※県内に3
つの生産拠点
［代表者］水野 雅文
［ 創 業 ］1932年
［資本金］18億2,000万円
［社員数］391名（単独）、712名（連結）
［連絡先］本社 03-3756-1471
[主な事業] 圧着機械：自動圧着機の
製造販売
精密機械：精密プレス・精
密バイスの製造販売
電子部品：端子コネクタ
の製造販売

県中地域

私たちは1932年の創業以来、精密機械加工の独自の技術を
生かし、
「マシン＆コネクタ」
という事業コンセプトのもと、圧
着機械、精密機械、電子部品の“先端技術開発型企業”とし
て、高機能、高品質の製品サービスを提供してきました。今後
さらにグローバル化が進み、高品質かつ低価格競争が激化す
ると言われる、自動車業界、エレクトロニクス業界。
これら業
界に携わる私たちは、お客様の期待を常に超えるような「もの
づくり」
「価値づくり」。お客様のベストパートナーとして選ば
れることを目指して、私たちは日々、邁進し続けています。

企業概要

所属していたのですが、就職指導室の方から「それなら、日本オート
マチックマシンがいいのでは？」と推薦され、当社と出会いました。
私の経験から言えることは、エンジニアの仕事は、自分ひとりで出来
るものではなく、社内の横とのつながり、社外とのつながりがあっ
て、はじめて上手く出来るもの。そのためにも、普段から積極的に、フ
レンドリーに周りに働きかけられることが大事だと思います。

金型・製品設計グループ
Ｎさん

相双地域

MAP

A-1

矢野口自工株式会社
「次世代が必要とする仕事」を目指す会社

企業概要
［所在地］本社 〒143-0002
東京都大田区城南島4-5-8
浜通り営業所 〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字
山田岡字北越13
［代表者］矢野口 智一

会津地域

創業は昭和28年。東京都に現存する民間車検場として、もっとも長
い歴史を誇る会社の1つです。品川区の小さな町工場からスタート
し、これまで歩んでこれたのは、1つに、常にお客様にご満足頂ける良
質なサービスを提供してきたこと。2つに、昭和40年代から、上下水道
などのインフラ整備が進むなかで、次世代に必要となるだろう新しい
車両（吸引車、洗浄車などの特装自動車）にいち早く取り組んできた
からと考えています。今日では、多くの種類の特装自動車が生まれ、必
要不可欠な車両へと成長しました。私たちは、今後ますます「縁の下
の力持ち」として、こうした車両を通して社会に貢献してゆきます。

いわき地域

ht t p ://www.ya no k u ch i .com

［ 創 業 ］昭和28年4月
［資本金］3,900万円
［社員数］40名
［連絡先］本社

03-3799-0770

浜通り営業所 0240-25-5789

先輩社員からのメッセージ

[主な事業] 大型自動車の整備、販売
業並びに福島・楢葉町に
塗装工場の新設

「“LADOG”ってなんですか？」会社訪問の際に、矢野口社長

南会津地域

に尋ねました。これに笑顔で、熱く応えて頂いた社長の姿が1
年たった今でも鮮明に覚えています。当社がドイツから輸入
している小型特殊車両“LADOG”と、吸引車などに代表され
る多くの特装自動車が、私達の生活を支えているインフラの
維持、整備には欠かせない環境整備車両であることを学び
ました。これら車両が、私達の身近なところで日々活躍してい
ると思うと嬉しくなります。これからも社会に貢献している仕
事に誇りを持ち、仕事に励んでゆきたいと思います。

管理部
須賀 淳
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

株式会社リード
http://www.re a d.co.j p /

福島から世界へオンリーワンを発信

県中地域

ダイヤモンドの硬さを利用し、“切る”“削る”“磨く”工具を
作っています。新潟、宮城に工場を置き、国内他、海外2拠
点に営業所を構えています。近年、太陽光発電に関連した
弊社工具の需要が海外を中心に伸び続け、対応するため
に新地町に2工場オープンしました。
また、職場環境では社
員間の繋がりと情報共有を大切にし、社員教育にも力を
入れ、社員1人1人が自分の持っている力を発揮出来るよ
う会社がバックアップしています。福島から世界へオン
リーワンの製品を発信しています。

先輩社員からのメッセージ

県南地域

廊下で社員にすれ違うたび「こんにちは」
「いらっしゃ
いませ」と気持ちよく挨拶されました。真っ白な廊下
はほこり一つなく、挨拶同様すっきりとした印象の社

企業概要
［所在地］本社 〒220-8143
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1
横浜ランドマークタワー43階
新地駒ヶ嶺工場 〒979-2611
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字
狐作68-4
新地南工場 〒979-2706
福島県相馬郡新地町杉目字
飯樋19-2
［代表者］鍋谷 陽介
［ 創 業 ］1973年4月21日
［資本金］6,000万円
［社員数］180名
［連絡先］本社 045-227-2011
[主な事業] 各種ダイヤモンド工具の
製造・販売

内に「ここで働きたい」と思いました。初めて面接のた
めに会社に入ったときの印象を今でも覚えています。
良いものをつくるためには、環境が良くなくてはいけ
ません。新入社員から社長まで、挨拶や清掃、縦横の
繋がりを大切に、ものづくりに励んでいます。

ＤＷ事業本部
齋藤 朱音

製造課

相双地域

エネルギー

MAP

A-1

会川鉄工株式会社
いわき地域

http://www.a ik awatk .co.j p /

海外に向けた事業展開

企業概要

当社は1946年創業以来、火力発電、原子力発電、水処理
環境装置、各種プラント向製品の設計・製作・据付を行っ
てまいりました。近年では風力、太陽光、廃炉・医療ロボッ
ト分野に取組み、国内はもとより海外に事業展開しており
ます。

［所在地］〒979-0202
福島県いわき市四倉町上
仁井田字東山46
［代表者］会川 文雄
［ 創 業 ］1946年

会津地域

［資本金］3,000万円
［社員数］100名
［連絡先］0246-32-3811
[主な事業] 風力発電タワー
災害・廃炉・医療ロボット
開発

先輩社員からのメッセージ
スキルの高いスタッフが多く現場経験

南会津地域

を積むには最高の環境です。
当社は新し
い事業や商品製作に常にチャレンジし
て取組む前向きな会社です。
これから私
達と一緒にものづくりを国内だけではな
く世界にもアピールしていきましょう。
製造部
土屋 茂に
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MAP
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県北地域

アルパインマニュファクチャリング株式会社
ht t p ://www.a lpine- man u factu ri n g.j p /

目指すは「お客様に感動していただける工場、製品」

先輩社員からのメッセージ

県南地域

世界一のものづくり工場を是非見に来
てください！世界一のデザイン、世界一

［所在地］好間工場 〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地3-10
小野町工場 〒963-3313
福島県田村郡小野町大字
南田原井字貢中42
［代表者］古川 義秋
［ 創 業 ］2000年
［資本金］2億7500万円
［社員数］290名
［連絡先］好間工場
0246-36-6969
小野町工場
0247-72-6111
[主な事業] カーオーディオ、
カーナビ
ゲーションの製造

県中地域

当社は、車載電装事業を通じて、”ものづくり”において業界No.1のコス
ト・品質を目指しております。親会社であるアルパイン（株）の国内唯一の
製造拠点、マザー工場としての機能を果たしております。グローバルもの
づくりにおいて常にQ（品質）、C（コスト）、D（デリバリ）+F（フレキシビリ
ティ）のトップランナーとして走り続けてまいります。当社は常に時代を
リードしお客様に喜びをもたらす価値を提供し続け、市場・業界の変化に
いち早く対応するソリューションカンパニーを目指しております。今後とも
「お客様至上主義」の下、
「お客様に感動していただける工場、製品」を目指
して、品質と技術の向上に「創造・情熱・挑戦」で取り組んで参ります。

企業概要

の音質、世界一の性能、世界一の品質
をあなたの目で確かめて下さい。私た
ちと一緒に世界一のものづくりをして
みませんか。
管理部
金澤 俊典

相双地域

機械器具

MAP

A-1

磯上歯車工業株式会社
いわき地域

ht t p ://www.igma .co.j p

ふくしまでギアとシャフトの一貫生産を目指す

［所在地］〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地3-4
［代表者］磯上
［創

雄司

業］1954年

［資本金］3,500万円

会津地域

弊社は東京の大田区大森で始まりました。28年前ほど先
代社長は故郷に錦を飾るため福島県いわき市好間工業団
地に土地を買い、今の第一工場を建設しました。震災後、
復興資金を使わせてもらい同じ敷地に第二工場（稼働中）
でき、第三工場（本年11月稼働予定）
を建設中です。私ども
はギアとシャフトのふくしまでの一貫生産を目指しており
ます。

企業概要

［社員数］40人
［連絡先］0246-36-7777
[主な事業] ギア・シャフト等の企画・
開発・設計・製造・販売及
び機器開発

先輩社員からのメッセージ
不良品を作ってしまったとき“だれだれ

南会津地域

が悪い！機械が悪い！図面が悪い！”な
ど説明するだけで本質を解決しないで
終わっておりました。
ものづくりの現場
では本質を解決するため日々個々の技
術・技能の探究・習得が重要です。問題
の解決はコツコツと行動するしかない
CADデザインによるギターボディ

と考えております。

製造部
紺野

主任
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MAP
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株式会社

A-1

江名製作所

http://www.e na- s e i s ak u s h o.co.j p

大型工作機械を有する船舶製作所

県中地域

創業以来、一貫して船舶に関わる部品や機械を製造し
てきました。特に大型長尺旋盤や竪旋盤、
その他の大型の
工作機械を有し、現在主に船舶用のプロペラ軸、船尾管、
超大型船の舵を支えるラダーキャリア、及びプッシャー
バージ船の連結装置等を製作しています。近年工作機械
は、NC機に移行されてきており、若い社員の活躍の場が
広がっています。納入先は国内外の造船所となりますが、
精度の高い製品造りを目指しています。

企業概要
［所在地］〒970-0311
福島県いわき市江名字中
作53
［代表者］田村

修次

［ 創 業 ］1939年10月1日
［資本金］1,000万円
［社員数］29名
［連絡先］0246-55-7141
[主な事業] 船舶用プロペラ軸・船尾
管等船尾装置、
プッシャー
バージ連結装置等の機械

先輩社員からのメッセージ

加工、組立

県南地域

私は機械科出身ではありませんが、物作りが好き
で機械加工にも興味があり入社をしました。初め
は機械の知識はありませんでしたが、先輩方のご
指導のおかげで今は大きな重要部品の加工も任
せてもらえるようになって来ました。職場の雰囲気
も良く、自分にも自信が付いて来て充実した日々を
送っています。後輩の皆さんには、知識はなくても
チャレンジする気持ちを持って欲しいと思います。

製造部旋盤班（大型竪旋盤担当）
鈴木 佑大

相双地域
MAP

A-1

大田精工株式会社 (OHTA SEIKO CO., LTD.)
いわき地域

http://ohta seiko.com /

多様なニーズに応える技術力

会津地域

多品種な製品群（小型ギヤ、精密加工部品、他）数々の高精
度・高精密を大田精工は豊かで巧みな技術力により実現
しております。
グローバルな視点でニーズを捉え、
さらに先
進テクノロジーを駆使しながら成長しております。海外展
開は日本国内を発展させる手段であり、地産地消を基本
に展開しています。大田精工の基本は人を大事にして、地
域と共に発展する企業を目指しております。

企業概要
［所在地］〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地18-1
［代表者］飯島

［資本金］50,000千円
［社員数］70名
［連絡先］0246-36-6961
[主な事業] 光学機器・電子機器・事務
機等の精密部品製造及び
組立

先輩社員からのメッセージ
入社一年半でまだまだ仕事に未熟な私、一年間の事を

南会津地域

思い出しながら書きました。新人のうちは与えられた
仕事にとにかくチャレンジしてみましょう。分からない
部分はどんどん聞いてしまうのが結果的に近道となる
事もあったと思っています。出来るだけ早く、社内の人
間関係図を自分の視点で把握する事です。仕事の進め
方も、能力も個人差があって当たり前です。自分の仕事
の仕方やペースを掴むのがコツと思います。
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［ 創 業 ］1958年3月

業務課
劉 亜楠
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MAP
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県北地域

株式会社 小野製作所
ht t p ://onose isa k usyo.com /

お客様満足第一の
「ものづくり」

［所在地］本社 〒972-8321
福島県いわき市常磐湯本
町傾城83番地
遠野工場 〒972-0164

県中地域

1970年に創業以来、ボルトや精密部品の製造等、金属加工を
行っている会社です。これまで国土交通省・JR・建設・復興関係
の製品を多く生産しており、安全・品質・技術向上の教育にも力
をいれております。よりお客様のニーズにお応えできるよう
2014年3月に、いわき市遠野町に工場を新設し、新たな機械設
備も導入いたしました。高品質はもちろんのこと、即納や加工
方法のご提案等、お客様の満足を第一に「ものづくり」への努力
を怠りません。ものづくりを通して、今まで以上にお客様との信
頼関係を築き、社会貢献を果たせる企業を目指してまいります。

企業概要

福島県いわき市遠野町深
山田字沢繋108-1
［代表者］小野

智広

［ 創 業 ］1970年
［資本金］400万円
［社員数］13名
［連絡先］0246-43-3273
[主な事業] 金属加工業

先輩社員からのメッセージ

県南地域

「学び、挑戦すること」を応援してくれる会社な
ので、機械操作やプログラミング研修の受講、
そして先輩の指導のもと実践を重ねることがで
きます。入社1年目でまだまだ勉強中の身です
が、自分が加工した製品が日本や世界のどこか
で今も使われていると思うと責任感とやりがい
を感じます！わからない事を学び、挑戦する気
持ちのある方、ぜひ一緒に頑張りましょう！！

製造部 NC班
中居 毅幸

相双地域

MAP

A-1

株式会社金子製作所
若い力で、医療・航空に貢献

いわき地域

ht t p ://www.t-ka neko.co.j p /
企業概要
［所在地］本社 〒339-0072
埼玉県さいたま市岩槻区
古ケ場1-3-13
いわき工場 〒979-0201
福島県いわき市四倉町字
芳ノ沢1-40
［代表者］金子

会津地域

創業60年。精密機器部品の切削加工に従事。軟性内視鏡の先
端部品、航空機エンジン部品、人工衛星部品等、医療航空宇宙
分野で常に技術革新に貢献。2010年の海外展開をきっかけ
に産学連携による数々の開発に着手。昨年、3Dモジュールを
開発し、
「メディカルクリエーションふくしま2015年特別賞」
受賞、
「埼玉県医療機器等試作品コンテスト」にてグランプリ
受賞。経済産業省元気なものづくり中小企業300社。ダイバー
シティ企業100選。さいたま市リーディングエッジ企業。次世
代の手術ロボット開発に向け躍進中。活気あふれる企業です。

晴房

［ 創 業 ］1956年3月27日
［資本金］1687.5万円
［社員数］104名（本社：78名 いわ
き工場：26名）
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ
いわき工場、製造部の柏です。いわき工場は四倉工業
団地に2011年１月に設立され現在では26名の社員が

南会津地域

3Dモジュール
（多視点裸眼3D内視鏡システム）

048-794-8111

[主な事業] 精密切削加工

働いております。若い人材が多く向上心と活気にあふ
既存３Ｄ表示（専用メガネ

必要
必要

）

：専用メガネ

不要
不要

れ,若い人材ならではのアイディアと工夫で会社に貢
献しております。一時は多忙な時期に人材不足で非常
に忙しく辛い時期もありましたが、共に乗り越えた仲
間と将来的に試作品や航空機の加工を任せられるよ

医師の負担軽減・手術時間の短縮

う、技術と知識を高めていこうと切磋琢磨しています。

いわき工場
柏

製造部
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鉄・アルミ・ステンレス加工

MAP

A-1

県北地域

株式会社 光守興業
国内トップクラスの溶接技術、経験、実績

県中地域

当社は、高品質なプラント施設製造と各種タンク製造を主力事業と
し、それらの製造で重要な溶接技術では、国内トップクラスの技術と
経験、実績をもっています。とくにステンレスの溶接や加工を得意と
し、お客様のニーズに応じた加工から組み立て、設置まで、一貫して
承ることができます。当社が手掛ける製品は、大規模工場内のプラン
ト施設から、一般家庭のベランダや手すりなどの金属製品の製作・
補修・改造まで、生活の様々な分野に貢献しています。中でも、私たち
の生活で馴染のある集積所用ゴミ箱「クリーンボックス」は、街の美
化や環境衛生向上など、地域社会に大きく貢献しています。

企業概要
［所在地］〒974-8212
福島県いわき市東田町菖
蒲沢2-13
［代表者］佐藤

守

［ 創 業 ］平成元年
［資本金］300万円
［社員数］8名
［連絡先］0246-62-1777
[主な事業] 鉄・アルミ・ステンレス加
工製作、集積所用ゴミ箱・
産業用ゴミ箱製作販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

私はもともとモノづくりが好きで、工作や技
術製作の授業がとても楽しみでした。企業
見学でこの会社の工場内を見学した際、溶
接加工の仕方やクレーンで重い荷物を運ん
だりする作業に目を奪われ入社を決意しま
した。製作したクリーンボックスなど実際に
お客様に利用していただいて、喜びの言葉
をいただいた時とても嬉しいです。

技術者
佐藤 麻未

相双地域

電子器具

MAP

A-1

いわき地域

山幸電機株式会社
http://www.sa nko- d k .co.j p

ハイテク産業の一端を担う

会津地域

近年めざましい発達をとげているハイテクノロジー産業、
特にニューメディアを筆頭にエレクトロ分野の急成長には
目をみはるものがあります。当社は、電気会社各社の製造
工場として創業40年以上になります。
ハイテク産業の一端
を担って各種エレクトロニクス機器からロボット・産業用
計測器にいたるまでの電子機器製品を製造供給しており
ます。

［所在地］〒971-8182
福島県いわき市泉町滝尻
字松原111-1
［代表者］山田 信幸
［創

業］1974年

［資本金］1,000万円
［社員数］80人
［連絡先］0246−56−7934
[主な事業] 産業用電子機器の開発・
製造

先輩社員からのメッセージ
私はモノづくりに興味があり、設計から製造までを

南会津地域

行っている山幸電機という会社に魅力を感じ入社
しました。現在、私の部署では板金設計〜組み立
て、試作を行っていますが、先方の要望をまとめ製
品として組み立て、要望通りの製品が出来上がると
達成感があります。また、日進月歩で進化していく技
術に対応すべく、社員一丸となり日々スキルアップ
を目指しています。
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企業概要

設計部
小野 雄一

MAP

A-1
県北地域

有限会社品川通信計装サービス
ht t p ://www.sina gawa- ts u s h i n .co.j p

ニーズに合わせたオール・イン・ワン受託

先輩社員からのメッセージ

県南地域

高校、大学の授業でプログラミングを経験し、コ
ンピュータに興味をもち、さらに深く学んでいき

［所在地］本社 〒971-8125
福島県いわき市小名浜島
字高田町44-7
郡山Ｒ＆Ｄセンター
〒963-8051
福島県郡山市富久山町八
山田申田2-4
［代表者］松崎 辰夫
［ 創 業 ］1975年
［資本金］500万円
［社員数］46名
［連絡先］0246-58-3334
[主な事業] ソフトウェア設計開発、省
力化自動機/治具等の設計
製造、電気電子回路設計

県中地域

電子応用技術部門(マイコン系ハード＆ソフト・PCソフト・アナログ
技術・計測制御）機械設計技術部門では自社自動機＋産業用ロボッ
トSI展開を含め(画像・電子計測・特性観測・模擬試験）装置等のシ
ステム構築を全て社内設計開発技術陣による対応が可能です。
主な実績分野：①計測制御 ②防災関連機器及びソフト ③FA自
動機 ④セキュリティ機器及びシステム ⑤真空機器（蒸着・スパッ
タ等）制御 ⑥二次電池の充放電等の試験装置 ⑦医療系診断ソ
フト ⑧特殊プリンター(感熱・レーザー・インクジェット式）

企業概要

たいとの思いで入社いたしました。現在はシス
テムの構築、システム導入後の運用サポートと
会社内の作業だけでなく直接お客様へ伺って
作業することもあります。お客様との会話の中
から操作しやすいシステムやデザインの重要性
を認識し、顧客満足の大切さを学びました。

郡山Ｒ＆Ｄセンター ソフト課
伊藤 夏希

郡山Ｒ＆Ｄセンター

相双地域

MAP

A-1

いわき地域

株式会社鈴倉プラント建設
ht t p ://suzuk ura -pla n t.com

『誠実』
な
『ものづくり』

企業概要
［所在地］〒979-0143
福島県いわき市勿来町白
米原田1番地
［代表者］鈴木

倉巳

［ 創 業 ］1961年
［資本金］2,000万円

会津地域

化学工場のメンテナンス主体の工事会社として発足し、時
代の流れ、お客様のニーズと共に、技術の向上、技術者の
導入を経て、原子力、
スーパーファインケミカルの分野に進
出し、着実に実績を積み、現在は各種プラント装置の設計、
施行、管理を一括受注頂けるようにもなって参りました。多
様化するお客様のニーズに応えるため
・迅速な対応 ・更なる技術向上、安全性向上 ・ソフト面
での付加価値の向上 の三点を意識しつつ、今後とも初心
を忘れることなく、前進して参りたいと考えております。

［社員数］30人
［連絡先］0246-65-2611
[主な事業] 各種化学機械プラント設
備、各種省力化機械、電気
設装工事等の設計、製作

先輩社員からのメッセージ

施行、管理及びメンテナ
ンス

派遣会社で設計業務を行っていたのですが、仕

南会津地域

事が変わるごとに勤務場所が変わり、通勤に車
で1時間半から2時間もかかり苦労しておりまし
た。そのうち以前勤めていた会社の先輩に会い、
転職を進められ、それがきっかけで入社しまし
た。派遣会社で多種多様な経験をつんだ事が役
に立っております。今後は、化学機械の知識を広
め更に大きな戦力となる様に努力しております。

設計課 課長
大橋 靖美
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化学工業製品

MAP

A-1

県北地域

相互薬工株式会社
http://www.sogo- p h arma.co.j p

特殊な設備を導入

企業概要

県中地域

工場の生産品目は、大きくは化粧品原料、医薬品、医薬中間体、電子材料に
分けられ、極低温反応装置、薄膜蒸留装置、大型カラムなどの特殊な設備を
導入して、特長を生かした生産を行っています。また、受託生産も盛んで、顧
客との密接な情報交換が必須なため、合成研究所を設置し実験室でのト
レース、現場での試験生産を行うなど、入念な準備の上で本格生産に移行し
ています。医薬品の生産では、GMP への対応にも万全を期して品質管理を
行っています。当社での製品を社会で直接目にすることはありませんが、最終
製品の状態では、医薬品、化粧品、家電製品など、我々の身近なところで使わ
れています。

［所在地］本社 〒100-0005
東京都千代田区丸の内一
丁目8番2号
いわき事業所 〒972-8312
福島県いわき市常磐下船
尾町蛇並28-3
［代表者］岩岡 誠也
［創

業］1955年

［資本金］2億円
［社員数］120名
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

03-6273-4621

いわき事業所 0246-43-5200

県南地域

[主な事業] 医薬品、動物用医薬品、農薬、化
学工業製品の製造および販売

私はクリーンルームが設置されている新しい工場棟で医
薬品製造を担当しています。清浄な環境下での生産は管
理が厳しく大変ですが、その中でも社員が挑戦でき、活
躍できる風通しの良い会社なので、やりがいを感じます。
学生時代、有機化学を学んだ私は、入社当時の工場棟の
印象を「何百倍にも大きくした研究室」と感じ、そのス
ケールで行う反応に驚いた事を覚えています。目に触れ
る機会は少ないと思うので、是非見に来てください。

いわき工場製造課（現いわき開発技術室）主任
鈴木 貴博

相双地域

機械器具

MAP

A-1

いわき地域

竹内精工株式会社
http://www.tskl mb .com

国際的なビジネスパートナー体制の確立

会津地域

1964年創業以来、一貫してリニアモーションシステム開発のパイオ
ニアとして、日本国内や世界の先端産業に最先端の技術・製品を提供
し続けています。半導体製造装置、産業用ロボット、精密計測機器、医
療用電子機器、コンピュータ端末機器など、最先端機器の発展を支え
てきたものはリニアモーションシステムです。産業機器製品の技術革
新や市場のグローバル化が進む中、アメリカやベトナムに現地法人を
設立し国際的なビジネスパートナーとしての体制を確立しました。日
本国内及び世界各国で開催される展示会にも意欲的に出展し、TSK
ブランドのリニアモーション製品が世界で愛用されています。

企業概要
［所在地］〒971-8184
福島県いわき市泉町黒須
野字江越246-16
［代表者］竹内 三男
［創

業］1964年

［資本金］9,180万円
［社員数］120名
［連絡先］0246-56-5281
[主な事業] リニアモーションシステ
ム、精密機械部品等の製
造・販売

先輩社員からのメッセージ
当社に入社し研修期間を終え現在、新製品の研究開発を担当しています

南会津地域

が、まず驚かされた事は、製品を製造する、ブランク加工工程⇒熱処理工程
⇒研磨仕上工程⇒製品組立工程⇒検査工程と、一貫した生産ラインが確立
され、全て社内での製造が可能になっている事でした。新製品開発のための
CAD・CAM/・三次元測定機・形状測定器・リード測定機などの設備も整っ
ており、自分のアイデアを製品化する環境は全て整っていると言えます。
「常
に前向きに取り組む」を合言葉にしており、社内の雰囲気は活気あふれた状
態です。やる気のある皆さん是非当社に興味を持ってみてください。
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技術開発部
石原 琢磨

機械器具

MAP

A-1
県北地域

株式会社タンガロイ
ht t p s ://www.tunga l oy.com /ttj /i n d e x.p h p

効率の良いモノづくりのために

［所在地］〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地11-1
［代表者］木下

聡

県中地域

切削工具と呼ばれる製造業で使用される工業用の工具を作ってい
ます。タンガロイの製品は自動車からIT機器、航空宇宙関連まで、
あらゆるモノづくりの現場で部品を加工するために使用されてい
ます。タンガロイ製品を使うのは国内外の製造業の企業であり、こ
ういった企業のより効率の良いモノづくりをしたい、という要望に
応えるための製品をタンガロイは作り続けています。更なる成長発
展のため、2008年から工具業界の世界的企業であるIMCグループ
（切削工具メーカーの企業連合体）に招き入れられ、以前にも増し
てグローバル展開を進め、現在進行形で成長を続けています。

企業概要

［ 創 業 ］1934年
［資本金］80億円
［社員数］1569名
［連絡先］0246-36-8501
[主な事業] 切削工具の開発・製造・販
売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

説明会でグローバルな戦略をとっていることを聞き、そこ
にとても魅力を感じました。また、オフィスなどを見学させ
ていただいたとき、とても開放的な空間で綺麗なのが印
象的で、自分もここで働きたいと感じ、入社を決めました。
自分が開発した製品の性能をお客様に褒められたことが
あったのですが、それが大変嬉しく、今でも印象に残って
います。良い結果が出た時、発売した工具の売れ行きが好
調である時にやりがいを感じます。

技術本部 切削工具開発部
阿曽 孝洋

相双地域

MAP

A-1

いわき地域

東新工業株式会社 いわき工場
ht t p ://www.toshin-i n d .co.j p /

全世界の人々に使用される製品加工

［所在地］〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地16-11
［代表者］山﨑

慎介

［ 創 業 ］1966年
（いわき工場：操業2006年）

会津地域

当社では電子部品用接点材料（コネクター）に金、ニッケル等のめっ
き加工を行っています。現在の主力製品はスマートフォンやタブレッ
ト端末のコネクターへのめっき加工です。あまりみなさんが目にする
事のない微細な部品へめっき加工をしています。宜しければ自分の
スマホの充電接続部分の中を覗いてください。その金色の部分が当
社でめっきしたものかもしれません。他にもみなさんの身近にあるパ
ソコン・ゲーム機器などにも使われています。社名、及び当社の業種・
製品の知名度はありませんが、スマートフォン等を介し、全世界の
人々に当社製品が搭載された機器を使っていただいています。

企業概要

［資本金］9,000万円
［社員数］237名（いわき工場：106名）
［連絡先］0246-47-1812
[主な事業] 電子部品の貴金属めっき
加工

先輩社員からのメッセージ
学生時代から化学分析を通してモノづくりに貢献した

南会津地域

いと考えていました。工場見学をした際に、めっき加工
に使用している装置が自社で製作されており、よりモノ
づくりを身近に感じることができた事、そして、活気ある
雰囲気に惹かれ入社を決めました。当社は、意欲と行動
力があれば、新しいことにも挑戦させてくれます。先輩
方が優しく丁寧に教えてくれるので、前向きな気持ちで
取り組むことができ、日々やりがいを感じています。

技術課
本田 采加
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MAP

A-1

県北地域

フクデン株式会社
http://www.fuk u d e n .i n fo

発想を形にする社内一貫生産

企業概要

県中地域

1977年創業の弊社では様々なお客様の自動車、スマートフォン、白物家電、
発電所、医療機器などで使用される部品を自動で組立、検査、搬送、半田
付、塗布などを行う自動化設備を「開発・設計〜部品製作〜組立・配線〜動
作調整」に至るまでの全工程を集約した社内一貫生産体制にてものづくり
を行います。また「日本品質の製品を中国現地のお客様へ提供する」をモッ
トーに、2012年に中国江蘇省常熟市に「常熟東邦技研自動化設備有限公
司」を立ち上げ、現地中国人スタッフと共に社内一貫体制にて自動化設備
のものづくりを行っています。今後はASEAN諸国のお客様への自動化設
備提供も将来の視野に入れ、よりグローバル化を推し進めていきます。

［所在地］〒970-1144
福島県いわき市好間工業
団地4-20
［代表者］武藤

靖典

［ 創 業 ］1977年4月1日
［資本金］5,000万円
［社員数］75名
［連絡先］0246-36-7245
[主な事業] 自動化設備(FA機器)の
開発・設計・製造・販売・部
品(加工・板金・溶接部品)
の製造販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

就職活動ではまず様々な企業や仕事内
容を知る事が重要かと思われます。自
分のまったく知らない仕事やイメージ
とは違った仕事が世の中には多々あり
ますので、その中で自分が働きたいと
思える企業や仕事を見つけて下さい。
製造技術課
伊藤 孝樹

機械設計

相双地域

自動車・航空・鉄道関連

工業用部品

MAP

A-1

いわき地域

北都オーディオ株式会社
http://www.ho k u to- au d i o.co.j p /

お客様のご要望を先取りして新技術を提案

会津地域

「誠実」
を基本理念として企業活動を行い、創業より48年
目を迎える車載製品の部品の生産を主に行っている会社
です。現在は、民生品、
アミューズメント製品、携帯電話の
部品なども取り扱っており、
お客様の様々なニーズにお応
えしております。技術革新のスピード、変化が激しい時代
にお客様のご要望を先取りして新技術の提案を行い、お
客様に満足していただける製品を創造し真摯に生産活動
に取り組んでおります。

企業概要
［所在地］〒979-3131
福島県いわき市赤井字反
町10-6
［代表者］船生

秀文

［ 創 業 ］1970年2月
［資本金］1,500万円
［社員数］81名(2015年9月現在)
［連絡先］0246-21-0007
[主な事業] カーオーディオ製品組立
プラスチック成形及びメ
カニカル組立

先輩社員からのメッセージ
国内大手自動車メーカーに搭載されますディスプレイオーディオのフ

南会津地域

ロントパネルのプラスチック部品の組み立てを担当しております。車を
運転する時にオーディオは欠かせないものです。現在は音だけではな
く、車の様々な情報が集約してみれるパネルとなっており、車の内装で
は美的感覚が要求される場所となっております。また、車を購入する時
の判断材料となる場所でもあります。その一番注目される部品を生産し
てお客様に喜ばれていると思うと、嬉しくなってしまします。これからも、
お客様により良い製品を届けるために頑張って行きたいと思います。

58

製造G
国井 瞳

MAP

A-1
県北地域

丸一株式会社
ht t p ://www.ma r utrap - m aru i ch i .co.j p /

グッドデザイン賞にも輝く製品作り

［所在地］本社 〒540-0031
大阪府大阪市中央区北浜
東2-10
いわき工場 〒979-0338

県中地域

水廻り製品に欠かせない「マルトラップ」をはじめ、研究・開発からパーツ
の製造・販売までの一貫体制で、さまざまな製品を世の中に送り出してい
ます。例えば従来の排水管よりとてもスリムなデザインでグッドデザイン
賞にも輝いた製品を生み出すなど、
「見えてしまう」排水トラップから「見
せる」排水トラップへ、という発想の転換、まさにものづくり企業であるこ
との証。これも丸一が追及する水廻りへの答えなのです。さらに、この分
野で培った技術を駆使して、地球にやさしい製品作りに日々奮闘してい
ます。それは、一滴の水も疎かにすることなく、人と水が豊かに共存でき
る環境を考え「親水生活」と名付け、水の大切さを提案、実践しています。

企業概要

福島県いわき市大久町大
久字寺前2-1
［代表者］冨岡 市子
［ 創 業 ］1946年
［資本金］3億円
［社員数］210名（2016年4月現在）
［連絡先］本社

先輩社員からのメッセージ

06-6966-0141

[主な事業] 総合水廻りシステムの研

県南地域

究・開発、及び、パーツの
製造・販売

私が、丸一に就職を決めたきっかけは工場見学です。明
るく元気な挨拶と活き活き働く社員の方々を目の当たり
にし、
「この職場で働きたい」と決めました。入社後生産
業務に携わり、自分達が作った物が実際に家庭に取付
けられている事を率直に凄い事だと実感し、やり甲斐を
感じております。大変だと思う事はありますが、良き上
司・同僚の支えがあり、良い環境で働く事が出来、日々充
実感、達成感を感じる事が出来る会社だと思います。

いわき工場
小針 弓子

相双地域

■■■

MAP

A-1

ミツエイ 株式会社
一貫した生産技術の確立

企業概要
［所在地］〒972-8338
福島県いわき市中部工業
団地6-5
［代表者］安部

徹

［ 創 業 ］1969年5月24日
［資本金］10,000万円

会津地域

当社は、家庭用洗剤、業務用洗剤、漂白剤、
ソフターなどの
洗剤類及び、充填用プラスチックボトルの製造をしており、
特徴としては、容器の成型から洗剤液の充填まで一貫した
生産技術を確立しておりますが、現状に満足する事なく、
より良い製品、
より環境に配慮した製品を目指す、塩素系
殺菌漂白剤の国内大手メーカーです。2015年に、いわき
本社第1工場と同工業団地内に第2工場及び、
自動倉庫の
立上を行い、現在、順調に稼動しております。

いわき地域

ht t p ://www.ｍitsuei .j p /

［社員数］200名
［連絡先］0246-72-1218
[主な事業] ハウスホールド製品、化
粧品及び業務用製品の製
造販売

先輩社員からのメッセージ
ミツエイでは、塩素系・酸素系漂白剤のみならず台所洗剤、衣類用液体

南会津地域

洗剤、柔軟剤などの製造を、ボトルの成型から一貫して行っております。
近年ではシャンプーやボディソープなどの化粧品、ハンドソープなどの
医薬部外品の製造許可も取得し、製造品種の拡大をしております。私
が所属する製品開発部では、低価格・高品質でお客様のニーズに答え
られる製品の研究・開発に努めております。一度や二度で上手くいかな
いことも多いですが、だからこそやりがいを感じます。洗剤の製造やプ
ラスチック成型に少しでも興味がある方を心よりお待ちしております。
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MAP

A-1

県北地域

メルテックいわき株式会社
http://www.dowa- e co.co.j p /MLTI /

ごみも無駄なく再資源化

企業概要

県中地域

当社は環境・リサイクル事業を手掛けるDOWAエコシステム株式会社を親
会社として2015年に設立いたしました。家庭から出るごみは自治体の焼却
炉で燃やされますが、どうしても出るのが焼却灰。当社ではその焼却灰を原
料に、約1,800℃で溶かして天然石に近い人工骨材にしています。その人工
骨材は有効利用できる品質があり、道路工事で用いられる路盤材の材料と
して、100％使用されます。また、焼却灰に微量に含まれる有価金属（金・銀・
銅など）は骨材と分離して回収し、非鉄製錬原料として再生されます。ごみも
無駄なく再資源化。この事業は栃木県小山市（グループ会社：メルテック㈱）
でも行っており、取引のある各自治体様より高評価をいただいております。

［所在地］〒979-0201
福島県いわき市四倉町字
芳ノ沢1番75
［代表者］飛田 実
［ 創 業 ］2015年9月15日
［資本金］90百万円
［社員数］24名（4月1日見込み）
［連絡先］0246-84-9507
[主な事業] 窯業および土石製品製造
業（焼却灰を原料とする
人工骨材の製造と販売）

先輩社員からのメッセージ

県南地域

管理課の谷です。当社は2018年の操業開始に向けて
準備を進めています。工場建設を始め、整備することは
多々ありますが、やる気に満ち溢れた新人が集い、建物
だけではなく会社そのものが少しずつ組み上がってい
く姿を目の当たりにすることで、将来に明るい展望を抱
いております。当社は「家族に誇れる会社」をモットーに
安全・安心・アットホームな笑顔で溢れた職場づくりを
目指しています。ぜひ、当社で一緒に仕事をしましょう。

管理課
谷

相双地域
MAP

A-1

山菱水産株式会社
いわき地域

http://www.ya m ab i s h i -f.co.j p /

世界の海から旬の海産物を食卓へ

会津地域

当社は、創業以来「世界の海から旬の海産物を食卓へ」をスローガンに、安
全でおいしい海産物をより多くのお客様にお届けしたいという信念のも
と、魚の王様『マグロ』を中心にさまざまな商品やサービスをお客さまの食
卓にご提供しております。当社の最大の特徴は、一次生産の協業・それらの
保管・加工・流通・管理に至るまでを一社で完結できるトータルシステムに
あります。それにより、お客様のニーズをいち早く商品に反映させることが
可能となりました。また、今後の食糧事情を鑑み、水産資源に配慮した生産
活動支援までを事業領域と考え、漁労育成を通じて、世界各地の現地生産
者と次世代への水産資源継承をミッションとして取り組んでいます。

企業概要
［所在地］〒971-8101
福島県いわき市小名浜字
芳浜11-59
［代表者］村山 雅昭
［ 創 業 ］1977年2月
［資本金］5,000万円
［社員数］140名
［連絡先］0246-52-1717
[主な事業] 冷凍水産物製造業、冷凍
水産食品製造業、生鮮魚
介卸売業、冷蔵倉庫業

先輩社員からのメッセージ
弊社は日本全国、北米を中心に主にマ

南会津地域

グロの製品を製造・販売しています。
日
本の食文化の中心であるマグロの魅力
をいかに広められるか、原料の仕入れ
から商品開発、販売のコンサルティン
グまで含めた幅広い提案を行います。
柔軟な発想と行動力が求められます
が、
とてもやりがいのある仕事です。
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商品部
川口 拓也

■■

MAP

A-1
県北地域

グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社
ht t p ://jp.globa la dvan ce d m e tals .com /

世界有数のタンタル製品のサプライヤー

［所在地］〒969-3431
福島県会津若松市河東町
東長原字長谷地111
［代表者］原

隆之

県中地域

弊社は世界有数のタンタル製品のサプライヤーです。弊社は種々
のタンタル製品の責任ある供給に取り組むと共に、高レベル製品
の持続的な開発を進めています。また、国際市場におけるタンタ
ルの取引、錫の供給、およびニオブ製品の製造も行っています。鉱
石を採掘し、選鉱する工程から、コンデンサ用粉末や冶金用製品
の製造まで、垂直統合型のタンタル事業を展開しています。当社
の提供する高性能タンタル製品は、電子部品をより小型高性能化
し、自動車部品のより高い安全性と信頼性に寄与し、航空機エン
ジンの燃料の高効率性並びに長寿命化を可能にしています。

企業概要

［ 創 業 ］1972年3月
［資本金］4億9500万円
［社員数］108名
［連絡先］0242-75-2868
[主な事業] 高性能コンデンサー向け
タンタル粉末の開発、製
造、販売

先輩社員からのメッセージ

県南地域

当社はアメリカ、オーストラリア、日本を始め世界に複
数の拠点を持つグローバル企業です。会津工場では
ハイブリッドカーやスマートフォンなど、小型高性能
製品に使われるコンデンサ用タンタル粉末を会津の
地で40年以上に渡り作り続けており、そのシェアは
世界トップクラスです。当社社員は皆、安全と品質を
維持、追求しながら、日々誇りを持って仕事をしてい
ます。あなたからのエントリーをお待ちしています！

会津工場長
前田 和哉

相双地域

MAP

A-1

玉川エンジニアリング株式会社
「“こんな事が出来たら”という
お客様のあらゆるご要望にお応え致します!」

企業概要
［所在地］〒965-0025
福島県会津若松市扇町
128番7
［代表者］田村

康人

［ 創 業 ］1978年1月10日
［資本金］50,000千円

会津地域

機械・電気・建設分野において頑強な装置から微細なハン
ドリング技術や電源技術、
そして制御系からシステムまで
あらゆる条件にお応えできる技術があります。
「 顧客を勝
たせるために何が出来るか」
という理念の下、設計・製作・
メンテナンスまで顧客ニーズの具現化へ向けて取組んで
おります。

いわき地域

ht t p ://www.ta ma -e n g.co.j p

［社員数］124名
［連絡先］0242-22-7153
[主な事業] 1.各種自動化装置の設計・製作
2.誘導加熱装置の設計・製作
3.遠隔制御装置の設計・製作

先輩社員からのメッセージ

5.工場、特殊機械基礎および住
宅の設計・建設

南会津地域

［仕事について］
お客様との共同開発設計が仕事内容の大きな部分をし
めています。要望や構想をくみ取り、実現可能な形にす
るために、実験や試行錯誤を繰り返しています。思い描
いた設備が稼働を始めたとき、この仕事をしていて良
かったと思うと同時に、次への活力につながっています。
［後輩へひと言］
たくさんの分野の設備を手掛けているので、様々な人間
や技術に触れる機会があります。全部やりたいって人に
技術本部 機電部 機械課（設計）
はお勧めの職場です。
川島 一浩

4.各種製造設備のメンテナンス
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プラスチック

MAP

A-1

県北地域

東北リズム株式会社
http://www.tr mk .co.j p

創業より40年、他には負けない技術力と経験

県中地域

皆さんが日頃使われている身の回りの品物には、沢山のプラスチッ
クや金属の部品が使われています。私たちの会社では、その中でも
特に小さな部品を製造してい ます。さらにそのような部品を作る為
には「金型」というものが不可欠ですが、私たちはその金型の設計
から製作およびプラスチック部品・プレス部品の製造〜組立まで、
一貫生産にて行っています。ひとつの事に対して徹底的に取り組み
それをやり遂げるという粘り強さは、会津人の気質でもあります。
創業より40年、ものづくりに真摯に向き合ってきたからこその他に
は負けない確かな技術力と経験があります。

企業概要
［所在地］〒965-0844
福島県会津若松市門田町
一ノ堰字土手外168
［代表者］湯本

武夫

［ 創 業 ］1977年
［資本金］3億円
［社員数］266人
［連絡先］0242-28-8074
[主な事業] プラスチック成形金型・金
属プレス金型の製作、
プラ
スチック部品・金型部品

先輩社員からのメッセージ

の製造

県南地域

私は入社して6年目になります。ものづくりに大変興味
があり、地元である今の会社と出会いました。配属先と
なった設計課は、金型をつくる上で要となる主要部で
す。とても奥が深く、非常にやりがいを感じています。
又、製造まで一貫体制をとっていることで設計だけでな
く、幅広く多くの事を学ぶことができ、今でも新しい発
見の毎日です。自分の設計したものが商品の一部とな
ることも「ものづくり」の喜びのひとつでもあります。

金型部 設計課
本田 忠史

相双地域

機械器具

MAP
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西田精機株式会社
いわき地域

医療機器製造を支える匠の業

会津地域

弊社は内視鏡および処置具の精密金属部品を製造し、取
引先の医療機器メーカーであるオリンパス様に40年近く
にわたり供給しています。全品目点数は約2500品以上、
月
納品数は約300万個に及びます。医療機器関連事業は、今
後も大きな需要が見込まれ、将来的にも成長産業に位置
づけられると考えます。既存の西会津工場に加え、会津若
松工場を新設し、2014年4月より操業。2015年8月には会
津若松工場建屋を増築し、事業を拡大しています。

［所在地］〒969-3464
福島県会津若松市河東町
工業団地2-5
［代表者］西田 高
［ 創 業 ］1949年
［資本金］5000万円
［社員数］134名
［連絡先］0242-76-0123
[主な事業] 医療用精密金属挽物加工業

先輩社員からのメッセージ
これからさらに発展を続ける医療機器

南会津地域

産業の一翼を担うことで、世界の人々
の生命や健康を守るために貢献すると
いう誇りのある仕事です。会津若松工
場は2014年に新設されたばかりの工
場です。冷暖房が完備され、管理が行き
届き明るく清潔。従業員も若く活気が
あり働きやすい環境です。
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企業概要

総務課
大内 賢眞

機械器具

MAP
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会津工場

県北地域

ヒメジ理化株式会社
ht t p ://www.hime jiri k a.co.j p /

幅広い業界で活躍

企業概要
［所在地］〒965-0102
福島県会津若松市真宮新
町北2-53
［代表者］赤錆

充

県中地域

私たちがつくる製品は、身のまわりに数多く存在している
「モノ」
の製造過程で欠かすことのできないものです。半導
体、LED、太陽電池、液晶パネルの製造プロセスなど、石英
製品は幅広い業界で使われています。便利で快適な現代
人の生活や電子機器の発展には私たちの製品が不可欠で
す。

（あかさび みつる）
［ 創 業 ］1965年1月
［資本金］5,898万円
［社員数］50名（会津工場）
261名（全社）
［連絡先］0242-59-1788
[主な事業] 半導体用石英ガラスの製

先輩社員からのメッセージ

造販売

県南地域

私は、製造部門がより作業しやすくなるような製造補助
器具、製造装置・自動機を設計しています。次々違った機
械や装置を手掛けることは面白く、新しい発見がありま
す。自分の設計したものが人の役に立つ。素晴らしいと思
いませんか？手掛けた機械の修理不十分で生産を止め
てしまったり、失敗は思い返すときりがありませんが先輩
方のフォローには感謝し切れません。あなたにとって、わ
たしがそんな存在となるよう、仕事に取り組んでいます。

生産技術課
藤原

相双地域

MAP
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株式会社保志
丸太の仕入れから始まるものづくり
私達は、1900年に創業して以来110年以上に渡り仏壇・仏具を中
心とする宗教用具を開発、製造、販売してきた総合メーカーです。
仏壇作りに欠かせない木材を、丸太から仕入れて製造している国
内では唯一のメーカーです。宗教用具の他に、生活スタイルが変化
した現代の暮らしにあう
「祈りのかたち」
や木のぬくもりが伝わるオ
います。10〜30代の社員が50％を占める当社では、社長をはじめ
役職者から新入社員までがお互いを名前で呼びあい、休日は同僚
とスポーツや趣味を楽しむなど仲の良いアットホームな会社です。

企業概要
［所在地］〒965-0844
福島県会津若松市門田町
一ノ堰村東40
［代表者］保志

康徳

［ 創 業 ］1900年
［資本金］6,080万

会津地域

リジナル木製品を開発し、
日々の生活を潤すものづくりを追求して

いわき地域

ht t p ://www.a lte -me i s te r.co.j p /

［社員数］309名（2016年12月1日時点）
［連絡先］0242-26-0717
[主な事業] 仏壇・仏具などの宗教用
具の製造・卸売・小売

先輩社員からのメッセージ
就職にあたり伝統を守るものづくりがしたい、

南会津地域

特に人の心に寄り添うものを作りたいという
思いがありました。縁あって保志を知り、丸太
から
「仏壇」
を作る技術や生き生きと働く社員
を見て、
ここで働きたいと思いました。就職後
はよき仲間と出会え、
日々成長でき、木材知識
が増えました。就活は大変ですが、社会人とし
てどう生きていくかを考えて行動することが
大切です。頑張ってください！

木材加工担当
佐藤 辰徳
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機械器具

MAP

A-1

県北地域

株式会社マコト精機
http://www.ma kotos e i k i .co.j p

最新鋭機械+人財＝
「技術のマコト」

県中地域

弊社は創業時より、冷間ロール成形機のトップメーカーと
して自動車部品メーカー、大手建材メーカー等に冷間
ロールをメインとして、各種金属加工ライン、金型、制御ソ
フトを開発提供しています。創業50周年を迎えお客様から
信頼されるものづくりと技術革新に取り組み、現在はロボ
ティクス開発によるラインの無人化等一層高品質で低コ
ストの機械を提供すべく挑戦し続けています。

企業概要
［所在地］〒969-3471
福島県会津若松市河東町
広田字塩新237番地
［代表者］鈴木

繁明

［ 創 業 ］1967年
［資本金］1億9,200万円
［社員数］70名
［連絡先］0242-75-2828
[主な事業] 冷間ロール成形機・金属
加工ラインの設計製作
ロボットシステムの設計

先輩社員からのメッセージ

製作・搬送システムの設

県南地域

計製作

私の仕事はお客様に要求された仕様を満た
すべく最適な構造、機構を考えそのアイデア
を設計図面で表現するというクリエイティブ
な仕事です。自分が設計した図面を元に加
工、組立られ実際に触ることのできる実物＝
機械として生み出されます。自分の想像力が
形を得て世の中の役に立っている実感でき
ることが、この仕事の一番のやりがいです。

製造部 技術課
箕輪 豪人

相双地域

機械器具

MAP

A-1

松本機械工業株式会社
いわき地域

http://www.ma ts u motok i k ai .co.j p

「技術を活かす知恵」と「知恵を活かす技術」
を兼ね備え、
「知恵と技術は人のためにある」

会津地域

1948年に東京都世田谷区で創業し、1973年に誘致企業と
して塩川町(現 喜多方市塩川町)に工場を移転、以来当地で
工業用ミシン部品の製造を行ってまいりました。1988年に
第二工場を増築したのを機に自動車部品の製造を開始し、
自社開発設備による省力化を図りながら生産量を拡大しつ
つ、組付部品の生産を効率的に行う自動Ass'y機の研究開
発に取り組みました。2015年4月には第三工場を増築し、産
業用装置向け油空圧部品の生産体制を強化しております。

企業概要
［所在地］〒969-3532
福島県喜多方市塩川町小
府根字近江68
［代表者］松本

榮二

［ 創 業 ］1948年6月1日
［資本金］7,000万円
［社員数］170人
［連絡先］0241-27-2101
[主な事業] 精密機械部品加工（油空
圧部品・車両部品・工業用
ミシン部品等）

先輩社員からのメッセージ
現在は主に油空圧関係の新規部品立上げと、製品の加工性・生

南会津地域

産性改善を行っています。油空圧部品はロストワックス・MIM等
異形材を使った製品が多く、素材の形状に応じた治具の設計や
最適な加工を行うための工程設計、CADでの加工用図面作成を
行っています。この仕事は、小さなミスが現場で大きなトラブルに
なってしまうため、注意深く行う必要がありますが、自分の作成
した図面を基にして、各工程で少しずつ加工が行われ、製品に
なっていくのを見ることは達成感があり、大変励みになります。
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技術部 技術課
要 大樹

MAP

A-1
県北地域

丸隆工業株式会社
ht t p ://www.ma r uta k a- i n d .co.j p /

最高の治具づくりを目指して

［所在地］〒965-0845
福島県会津若松市門田町
工業団地15-1
［代表者］宮田 佳則

県中地域

金属部品加工などに使う治具の設計・製造を手がけ、約80年の
歴史を誇ります。ブレーキを代表とする重要保安部品、エンジ
ン・ミッション部品加工のほか、治具設計製作から外販までを
行い、自社で作った治具を利用し多品種少量の品物の金属加
工なども行います。2009年から炭素繊維強化プラスチック
(CFRP)を使った治具などを開発し、各種展示会に参加してお
ります。新たに2015年からはナノバブルを利用した切削技術開
発も挑戦しています。

企業概要

［ 創 業 ］1938年5月
［資本金］2,500万円
［社員数］男性60名

女性15名

合計75名
（平成29年1月現在）
［連絡先］0242-28-3061
[主な事業] 治具の設計製作並びに各
種部品の金属加工

先輩社員からのメッセージ

県南地域

高校三年の就職活動の際、担任の先生に勧めて頂
いた事がきっかけで入社しました。最初は何も分か
らず不安でしたが手先を動かす事が好きで楽しみ
ながら仕事を覚えていきました。数年前から開発部
門を兼務となりCFRP製品開発に携わるなど貴重
な経験をさせて頂いております。今後は自分の技術
力を高めると共に企業・お客様に喜んで頂ける高付
加価値製品を作っていきたいと考えております。

製造課1係兼開発課リーダー
歌川 秀寿

相双地域

機械器具

MAP

A-1

株式会社メカテック
技術力向上とチャレンジ精神の両立

企業概要
［所在地］〒966-0004
福島県喜多方市岩月町喜
多方字林崎616-2
［代表者］笠間
［創

啓造

業］1979年10月

［資本金］1000万円

会津地域

1979年以来喜多方の地で、機械、電気とソフトの融合を
目指し設立しました。工場の自動化・省力化・切断機・治工
具などを主に手掛けております。取引先は東北に留まら
ず、全国各地の大手企業様や優良企業様です。毎日、社員
一人一人が技術力の向上を目指しながら、新しいことに
チャレンジする気持ちを忘れずに頑張っています。

いわき地域

ht t p ://www.mechte c.co.j p /

［社員数］35名（2016.6月現在）
［連絡先］0241-21-1516
[主な事業] はん用機器製造業

先輩社員からのメッセージ
学校で勉強してきたことを活かして、
し

南会津地域

かも地元で仕事ができるので、入社を
決めました。入社してからは、機械を任
されるようになり、
その後年々担当業務
も幅も広がってやりがいを感じていま
す。
自動制御設計担当
長谷川 翔平
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MAP

A-1

県北地域

ルービィ工業株式会社
http://www.luby.co.j p

会津から発信

情熱溢れるものづくり

県中地域

社是「一期一会」〜人との出会いを大切にし、ルービィ工業に集まっ
た人々が共に手をたずさえて生き生きと働ける職場づくりを目指そ
う。当社は、風光明媚なこの会津に会社を移し、第二の操業が出来た
ことに大変感謝をしております。その一番の要因は「人の質の高さ」
にあります。古くからの文化と伝統と会津の先人の教え「ならぬこと
はならぬ」を守り受け継がれてきていることにあります。当社はこの
会津の地で質の高い、会津でなくては作れない、会津しかない製品
を作り続けていきたいと思います。今後もルービィ工業株式会社は
会津地域の皆様とともに会津発展のために頑張りたいと思います。

企業概要
［所在地］〒969-6103
福島県大沼郡会津美里町
字上村北6-2
［代表者］阿部

進

［ 創 業 ］1971年
［資本金］9,200万円
［社員数］87名
［連絡先］0242-56-4848
[主な事業]・要濶部機材（オイレスベ
アリング）
および関連製品
の製造・販売

先輩社員からのメッセージ

・工業用機械部品および

県南地域

構造用部品の製造・販売

私は工業高校卒業後、当社に就職致しました。入社し
たての頃は使い慣れない機械での加工など覚えること
も多かったのですが、優しくも厳しい先輩・上司の方々
からのおかげで充実した毎日を過ごせました。また当
社では本人のやる気さえあれば様々な資格も取得す
ることが出来ます。そして社員同士のコミュニケーショ
ンを深めるための愛好会も多々あり、仕事にもプライ
ベートにもメリハリが出てとても良いと思います。

製造部 製造２課
石橋 慶之

相双地域

化学工業製品

MAP

A-1

株式会社住田光学ガラス 田島工場
いわき地域

http://www.sum i ta- op t.co.j p

自由に 自在に しなやかに

会津地域

SUMITAの製造するガラスは、デジタルカメラ、携帯電話、防犯
カメラ、光ファイバー照明、医療用スコープなどに使用される光
学ガラスです。こうした製品は、世界中で増え続けており、以前
では考えもつかなかったような製品が次々と登場しています。そ
して、それらに伴うニーズの多様化により、光学ガラスにもより
高い精度が求められるようになってきました。
「自由に 自在に
しなやかに」、私たちSUMITAは時代に合わせ、人々の暮らしに
密着した視点から研究開発を行い、蓄積された技術でこれから
も世界の光学関連の製造に貢献していくことを目指します。

［所在地］〒967-0004
福島県南会津郡南会津町
田島字田部原174-1
［代表者］住田 利明
［ 創 業 ］1953年
［資本金］4,934万円
［社員数］363人
［連絡先］0241-62-2626
[主な事業] 光学機器用光学ガラス及
び光ファイバー製品製造

先輩社員からのメッセージ
地元福島県から世界に「ものづくり」を発信できるよう

南会津地域

な魅力ある企業で働きたい！そんな思いから入社した
のが、
「自由に 自在に しなやかに」を理 念とする
SUMITAでした。入社してからは、強みである光学ガラ
スの基礎を学ぶ上で、身近にある光学機器の知識が増
えていくことに面白みを感じました。入社3年目となる
今では、自分のアイディアで生み出された製品がお客
様から高い評価を頂けた時にやりがいを感じています。
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企業概要

光システム部
大竹 潤

特設WEBサイトの 紹介
福島県内のものづくり企業が検索できるWEBサイトです。
ものづくりに興味が湧いた
方もまだなりたい職業が見つかっていない方も、
ぜひ一度ご覧ください。
あなたにピッタ
リな仕事を探してみませんか？

県内のものづくり企業を「製品加工」や
「エネルギー」
など10の業種に分類。
カテゴ
リから調べたい時に便利です。

CHECK!

掲載企業を、
「 業種」や「エリア」はもちろ
ん、資本金や従業員数などの様々な条件で
絞り込むことができます。

ふくしまものづくり
企業ガイド
ふくしまものづくり

https://fukushima-monozukuri.jp/
14

ふくしまものづくり
企業ガイド
ふくしまものづくり
企業ガイド

