
アイパックスイケタニ株式会社は包装＆紙器のプロとして、
企画デザインから製箱までを安心してお任せいただけるトー
タルパッケージメーカーです。
「包装を通じて社会に貢献する」を合言葉に、お客様の商品を
安全に運ぶため、お客様の商品の価値を高めるため、必要と
されるパッケージをご提案します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市北山
5260
池谷 裕人
2,000 万円
1947 年 2月
39 億 2,000 万円
192 名
印刷紙器・段ボール
ケース製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

デザインに興味がある方、モノづくりが好きな方、地元愛が強
い方

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5260

判らないことが有れば何でも先輩に聞くことが出来
る。また、自分で考えて工夫ができる。

長い伝統と新しいものに取り組む意欲。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

社外セミナー、通信教育などへの取り組みで、新し
い知識・技術を磨く事ができる。

高校を卒業したばかりの人や、60代、70代の人まで
幅広い年代の人が在籍。何でも聞ける社風です。

　富士市で家庭紙を製造して 70 年を越える事が出来ました｡
家庭紙製造・販売・物流をグループ会社１８社で構築、海外
拠点にも進出しております｡
地域密着型企業としても地元中心に雇用を確保しております｡
また環境保全の一貫として､太陽光発電事業･コージェネレー
ションシステムを設置しております｡
地域社会に貢献する為､地元イベントに積極参加おります｡
弊社製品は、ホームセンター、ドラックストア、スーパーマー
ケット、外食店舗、宿泊施設、公共施設と多岐にわたります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市島田町
2丁目 198 番地
井出 芳則
5,000 万円
1950 年 2月 10 日
310 億円
250 名
家庭紙製造業

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

製造職というと理系学生というイメージがありますが、弊社新
卒はほとんど文系卒の社員です。
ものづくりをしてみたい新入社員が、先輩社員から一から学び､
コツコツと日々技術向上を目指している社員が多数おります。

〒417-0033
静岡県富士市島田町2丁目198番地

経営方針が社員に浸透しており、常にコミュニケー
ションがとりやすい環境です｡

新入社員に求めるものは？

会社の魅力は？

どんな社風？

日常の挨拶、コミュニケーションと自発性を求めます。 各部署若手の男女が多いので、とても活気ある職場
です｡

私たちが生産した製品は、国内さまざまな所で発見
することでき、それによってやりがいと達成感を感
じる事が出来ます｡
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　当社は、ベビー用紙おむつ・大人用紙おむつ・生理用品・
ウェットティシュー・マスクなど、人々の生活に寄り添う「エ
リエール」製品を生産しています。多様化するニーズやトレ
ンドに合わせて柔軟に対応できる生産設備と徹底した品質管
理によりお客様に信頼され続けるブランドであるよう努めて
います。また、「働き方改革」として、ノー残業デーの設定・
当社独自の育児目的休暇の導入・有給休暇の取得推奨（例年
80％程度の取得率）など、ワークライフバランスを重視して
社員が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

愛媛県四国中央市
寒川町 4765 番地 11
石川 祥三
3,000 万円
1963 年 12 月 17 日
500 億円（2020 年度）
960 名
静岡県富士宮市
北山 4242-5
家庭紙の製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

富士山の麓、富士宮市北山で家庭紙の生産をしています。アッ
トホーム な職場で、若い世代の社員も多く働いています。生
産現場はクリーンで、働きやすい環境が整っています。誰もが
見たこと・使ったことのある「エリエール」製品を、一緒につ
くりませんか。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山4242-5

まずはルールを守って、安全に仕事をすることを覚え
て下さい。分からないことは何でも聞いて下さいね。

商品の「やさしさ」を徹底的に追及し、お客様から
選ばれる「エリエール」商品を生産していることです。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

自分が携わった商品が店頭に並び、人々の生活の役に
立っていることを実感できることが当社の魅力です。

社員が役職関係なく「さん」付けで呼び合うなど、
風通しの良い職場で社員一人一人の意見を大切にし
ます。

　私たちエリエールペーパーは大王製紙グループの企業とし
て富士宮市・富士市でエリエール製品を作っています。最大
の消費地である首都圏にも近く、物流面でも好立地であるた
め、首都圏を中心としたエリアをカバーするグループ企業の
中でも主要な生産拠点となっています。たくさんの工程に携
わる一人一人が、製品を使う誰かを想いプロフェッショナル
な仕事をしているからこそエリエールの製品はやさしさを届
ける事ができます。毎日安心して使える品質・やさしさを守
り届ける・・・。それが私たちのプライドです。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
南陵 6番地
崎山 光興
3,000 万円
1939 年 5月
263 億 1,900 万円
（2020 年度実績）
463 名
家庭用・業務用（ﾃｨｼｭ ・ー
ﾄｲﾚｯﾄﾛｰﾙ・ｷｯﾁﾝﾛｰﾙ・ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾀｵﾙ等）の原紙・製
品の製造

Q&A

会社の魅力は？

当社では、現在 500 名弱の社員が働いています。「工場」と聞
くと男性職場のイメージがあるかもしれませんが、女性社員
も数多く在籍しています。出身や経験も様々な社員がお互い
を補い合いながら日々業務に取り組んでいます。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵6番地

生活必需品を製造しているため、景気に左右されな
い安定した職場です。

チームでの業務が主となるため、コミュニケーショ
ンが非常に大切です。配属前の研修で学んでいただ
きます。

新入社員に求めるものは？

どんなスキルを求める？

先輩社員として一言！

①元気な挨拶、②感謝の気持ちを忘れない、③分から
ないことは質問する、この3点を身に付けてもらい
ます。

身近なものづくりに携わりたい方はやりがいを感じ
られる職場です。安心安定の当社で活躍してみませ
んか？
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　春日製紙工業は「地球とともに。」をキャッチフレーズに、企業
の成長発展、社員の幸福、及び積極的な環境問題への取り組みと
古紙資源の有効活用に努めることを活動の基本とし、人々の喜び
と豊かな生活の実現に貢献することを使命としています。富士山
の麓、富士市岳南エリアで昭和 5 年に設立し、良質な紙づくりに
取り組んできました。昨今、環境問題をはじめとするさまざまな
課題は深刻化し、消費者の意識も大きく変化しています。そのよ
うな状況下で、春日製紙工業はこれからも地球にやさしい紙づく
りを行い、環境保全のための新たなチャレンジを続けて参ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市比奈
760-1
大塚　昇
3,000 万円
1930 年 10 月 15 日
85 億円
137 名
紙類パルプ並びにその
副産物の製造加工及び
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

経験・スキルは問いません。
私たちが大切にしているのは「向上心」と「チームワーク」。
新人さんをサポートする体制は整っているので、安心してチャ
レンジして下さい。

〒417-8503
静岡県富士市比奈760-1

何事にもチャレンジし、会社と共に成長できること まずは、礼儀正しく挨拶ができ、コミュニケーショ
ンを大切にできること

先輩社員として一言！

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

私たちが大切にしているのは「向上心」と「チーム
ワーク」。新人さんをサポートする体制は整ってい
るので、安心してチャレンジして下さい。

各職場で必要な資格を取得して頂きます（資格取得
支援あり）

　当社は約 80 年の歴史を誇る特殊紙の専門メーカーです。
様々の機能と用途でつくられた特殊紙は、キッチンパネルや
住宅の壁紙、医療器具、店舗や電車の内装など普段私たちの
生活で使用されています。「身近なものをつくる」というやり
がいを感じられる仕事です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市新橋町
7番１号
砂川　健
5,000 万円
1937 年 3月
64 億円
（2020 年度実績）
182 名
化粧板原紙やテープ原
紙など「特殊紙」の専
門メーカー

Q&A

新入社員に求めるものは？

福利厚生が充実しているところです！ＧＷ、お盆、正月などの
長期休暇があり、製造現場スタッフの有給休暇取得率は 80%を
超えます。借上げ社宅制度もあり、結婚など実家を出る場合は、
家賃の８割を会社が負担します。

〒417-0004
静岡県富士市新橋町7番 1号

人の話をきちんと聞く素直さと誠実さです！ 先輩と一緒に働くことによってコミュニケーション力
がアップ。また、仕事をやり抜く責任感が成長します。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

仕事は先輩が丁寧に教えてくれますので、心配しない
でください。ただし、素直な心を持ち続けてください。

特殊紙は、目立たないけど私たちの身近なものに使
用されています。当社で一緒につくりましょう！
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　昭和 36 年に創立し、様々な業界・業種の御取引先ととも
に歩んできた当社。トップダウンとボトムアップのバランス
をしっかり取り、現場をないがしろにすることなく、それで
いて現場任せにしすぎることなく、「モノづくりへかけるプラ
イド」を大切にしています。小粒ながらも一丸となる時の団
結力はどこにも負けません。イイ意味での脱昭和で、【面白い
会社だね】と言っていただけるような会社づくりを目指して
います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市羽鮒
2307-1
横山 啓造
1,000 万円
1961 年 9月
約 9億円
43 名
・段ボールケース及び
製品の製造、販売
・総合包装資材の加工、
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

周りの方々が親切で、人見知りな自分でもすぐに打ち解けるこ
とができました。従業員想いの社長との距離も近く、気配りひ
とつひとつが仕事のモチベーションアップにも繋がっています。
製造会議に参加し、様々な意見交換をする時間は自分の刺激に
なっています。

〒419-0316
静岡県富士宮市羽鮒2307-1

柔軟性、誠実性、笑顔！！聞く力・考える力・素直
さがあり、一緒に成長できるような仲間を求めてい
ます。

【回遊魚】時代に適した変革を恐れず、常に動いてい
ます。柔軟性は最大の武器です。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

安定した経営基盤があり、今後も事業に成長性があ
ります。個性を活かして一人一人が主役になれる環
境です。

大企業のような華やかさはありません。中小企業だ
からこそ得られる、仕事への満足感があります。

　私たちは紙という素材に感謝をし、長年培った紙加工技術によっ
て、世の中がアッと驚くような製品開発やサービス展開を行って
います。超高級カラーティッシュ「十二単」をはじめ、製袋 (ショッ
ピングバック )、紙加工 (産業用ラミネートやグラシン紙、剥離紙 )、
印刷、企画デザインを手掛けています。
総合紙加工メーカーとして、約８０年の歴史を持つ大昭和紙工産
業は北海道・宮城・東京・新潟・愛知・大阪・香川・広島・佐賀
に営業拠点を持ち、日本全国のお客様からのご依頼に対応してお
ります。また全国、そして海外を結ぶ大昭和グループとのネット
ワークも構築しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市依田橋
61-1
齊藤 了介
4億 6,960 万円
1940 年 11 月 20 日
358 億円
610 名
紙袋及び紙加工品等の
製造販売

Q&A

会社の魅力は？

実は当社が製造していたという製品が数多くあります。某ハンバー
ガーショップの紙袋やご当地おみやげのお菓子の箱などを製造して
おり、実は皆さんの身近な会社です。また、当社はただ製品を作る
だけではなく、デザインや企画、マーケティングなどを行い、製品
を丸ごと演出するソリューション提案を行っています。

〒417-0002
静岡県富士市依田橋61-1

トータルパッケージでお客様の業務効率化・売上向
上に貢献します。また、徹底的な品質管理から新素
材の開発まで行っています。

飛び出す絵本やノベルティグッズなど、他社にはな
いオリジナル商品の企画・開発を行っています。

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

約80年の歴史がありながら、常に新しいことにチャ
レンジする会社です。

何事に対しても疑問を持ち、自分なりに考えて行動
できる方を求めています。
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　私たちは、「環境に配慮した包装の開発・製造を通し、便利で快
適な生活と文化を創造する」会社です。
昭和 11年に板紙製造からスタートした当社は、世の中のニーズに
合わせ、製品を次々と開発してまいりました。又技術力に拘り、
板紙製造技術から板紙加工技術へと技術領域を広げてきました。
この間「食」の安全安心への社会的ニーズは一貫して高まり続け
ています。それに伴い、当社の主力製品である食品包装資材への
品質要求も高度化しています。当社は品質に対する全社員の意識
改革と設備改善により、高度化に対応してまいりました。技術へ
の拘りにより社会に貢献できる企業を目指しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 866 番地
佐野 賢治
8,000 万円
1936 年 12 月 1日
140 億円
約 260 名
化粧品や牛乳パック、
ヨーグルトの容器など
生活に密着した紙の製
造・加工を行う

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

紙の製造から多種多様な食品紙容器などの製造・加工を担う
会社です。また、化粧品のパッケージ、ジュースや牛乳パッ
クなどの高級板紙の製造から印刷加工まで一貫して行ってい
ます。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉866番地

富士宮市内で初めて、ユースエール認定企業となり
ました。技術力と働きやすい職場環境が自慢です。

一人一人が責任をもって作業しています。やりがい
を感じることのできる仕事です。是非、一緒に働き
ましょう。

どんな社風？

先輩社員として一言！

新入社員に求めるものは？

気遣いや配慮を忘れず、互いが親身になり意見を聞
き入れるなど、個人の意見も大切にする社風 。

①元気良くあいさつができる事
②報告・連絡・相談ができる事
③自発的に整理・整頓・清掃ができる事

　当社は、生活にかかせない「トイレットペーパー」を製造
し皆様のもとへお届けしています。上質な古紙を原料に、白さ、
柔らかさ、肌触りの良さを求め、お客様に「安心」「安全」「清
潔」「使い心地の良さ」をご提供させて頂いております。
創業 80 年を越す長い歴史を持ち、特種東海製紙（一部上場）
のグループ会社の一員として安心して長く働ける、社会に貢
献できる会社で一緒に成長していきませんか？

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
167-1
日野 喜教
2億円
1936 年
46 億円
100 名
トイレットペーパー
製造販売

Q&A

会社の魅力は？

毎日が勉強の中、一つ一つ積み重ねて知識が増え大きく成長で
きる職場です。社内には幅広い年代の人がいて厳しさの中にも
優しさがある温かい雰囲気の中で協力しながら仕事をしていま
す。

〒419-0201
静岡県富士市厚原167-1

身近な生活必需品を作る事業を通じ、エコ・リサイ
クルを推進して循環型社会に貢献できる。

お店で自社の商品（トイレットペーパー）を抱えて
いるお客様を見たときは、思わず笑みがこぼれてし
まう。

新入社員に求めるものは？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

やる気　元気　笑顔です。そのうえで何事にも興味
をもって取り組める方がいいですね。

必要な資格は会社が全面バックアップ。リフトから
はじまり公害防止管理者など国家資格もチャレンジ
可能。
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　特異性のある高級特殊板紙の製造・加工・販売をしており、
創業 90 年を超える伝統と革新で、お客様と共に歩み続けて
います。多品種・小ロット生産を得意とし、お客様の求める
紙材をご提案・ご提供して信頼を得て参りました。現在では
純粋な紙にとどまらず、複合素材との組合せや機能材料を付
加した素材の開発など、環境配慮への可能性をも追求してい
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市久沢
1-1-2
井出 篤志
2,750 万円
1930 年 1月 4日
23.4 億円
81 名
高級特殊板紙の製造・
加工・販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

折り鶴再生紙に代表される抄紙技術と粉砕技術を活用し、廃棄
物や食品残渣を原料にして新たな命を吹き込み再生紙として蘇
らせ、リサイクルはもとよりアップサイクルな製紙技術への展
開に挑戦しています。

〒419-0202
静岡県富士市久沢1-1-2

前向きな姿勢 安定と成長

会社を一言で表すと？

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

思いをカタチに『感性を刺激する紙創り』 チームワーク・メンバーシップ

　古くはチリ紙の生産からはじまり、芯なしトイレットペーパーの
生産・そしてソフトパックティッシュの生産と時代の流れに合わ
せて新たな商品の生産に常に取り組み続けております。それを
評価頂いてか中小企業ながらも大手コンビニ・ドラッグストアに
も弊社商品を導入して頂いております。売上も順調に伸びており
まだまだ成長の余地のある企業です。普段いくお店に自分が生
産に関わった商品がおいてあるというのは仕事のモチベーショ
ンにもなるかと思います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
浅間町 14-12
増田 明彦
1,000 万円
1969 年
38 億円
約 100 名
・抄紙部門にて加工部
  門に必要な紙の抄造
・加工部門において抄
  造された紙をトイレッ
  トペーパー・ティッシュ
  ペーパー・キッチンペ
  ーパー等に加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

中小企業ながらも創業 50 年の歴史を持ち、生協や大手小売業
様との取引もあります。時代の変化に合わせ、消費者様の求め
ている製品を社員全員で創り上げている企業です。

〒418-0032
静岡県富士宮市浅間町14-12

自分ができる仕事を増やそうと前向きに向き合える
気持ちがあること。

どうすれば生産よくできるか挑戦し、改善できるス
キル。機械についての多少の知識。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

業界で生き残るために色々な新しいことに挑戦して
いるところ。

富士、富士宮の地元の社員が多く、仕事以外の休日
での交流も結構あります。（共通の趣味等で）
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　東証一部上場企業のグループ会社の東和薬品のグループ会
社です。当社は医薬品ソフトカプセルを専門に開発・製造し
ています。患者が飲みやすく扱いやすいソフトカプセルを医
療現場に届けることを目標にしています。ソフトカプセルの
特徴を活用し、薬を患者が簡単・安全に服用できる形状に形
成することに強みをもっています。一例として、医薬品の中
でも、微量（○µg）で、人体に効果を表す高薬理活性医薬品
を患者、従業員、環境に対し、安全に製造することが可能です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕

〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 2201-2
今野 和彦
植木 俊行
9,000 万円
2016 年
非公開
30 名
（2021 年 10 月末時点）
ソフトカプセルの
製造・品質管理

Q&A

どんな社風？

コミュニケーションがとりやすい職場だと感じます。
業務中には、質問をすると手を止めて聞いてくださり、私が
理解できるまで教えていただけるので質問しやすいです。業
務外でも食堂で会話しながら食事ができたり入社後、すぐに
馴染みやすい職場です。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮2201-2

同じ部署はもちろんですが、
他部署の方とも気軽に話せる風通しの良い職場です。

健康経営優良法人（中小規模法人部門）を
2年連続取得
従業員が働きやすい環境づくりを行っています。

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

社外の方と接する機会が多いため、
コミュニケーション能力やビジネスマナーが自然と
身につきます。

・素直にアドバイスを吸収する
・報告連絡相談ができる
・成長意欲がある

　コバヤシは、納豆、豆腐、アイスクリーム、ドリンクカップ、カッ
プ麺などの食品容器を始めとした生活に身近な製品を製造してい
ます。特に、納豆容器は全国の生産量の約6割を製造しており、シェ
ア No.1 を獲得しています。1952 年の会社設立以降、社是の「大
いなる飛躍より着実なる前進を」に従い、お客様の要望に応えな
がら着実に売り上げを伸ばしてきました。今年で設立 70年目を迎
え、設立以来連続黒字経営達成と非常に安定した経営を行ってい
ます。最近では持続可能な社会実現のため、環境にやさしい素材
の開発・製造にも力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都台東区浅草橋
3-26-5
小林 達夫
8,000 万円
1946 年
289 億 6,600 万円
680 名
（うち富士工場 67 名）
静岡県富士宮市
猫沢 551-1
食品容器を始めとする
プラスチック製品の開
発・製造・販売

Q&A

会社を一言で表すと？

コバヤシの求める人物像は、「勉強好きで素直な努力家」です！
そのため、わからないことをわからないままにせず自分で調べ
たり人に聞いたりすることができたり、好奇心をもって積極的
に新しいことを学んだり挑戦したりする人が活躍しています。

〒419-0302
静岡県富士宮市猫沢551-1

皆さんの生活を支える縁の下の力持ち 自分が携わった製品がスーパーやコンビニなどの店
頭に並びます。家族や友人に自慢している社員も多
いです。

どんな社風？

会社の魅力は？

先輩社員として一言！

真面目で穏やかな人が多く、丁寧に仕事を教えてく
れたり困った時にはすぐに助けてくれる雰囲気があ
ります。

新卒で入社できる会社は人生で1社のみです。
ぜひたくさんの情報に触れて自分の進路を決めてくだ
さい！
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　当社は現在創業 54 年目を迎え、軟カプセル剤、液剤、半
固形剤、内服ゼリー剤等、日本国内でも特殊な医薬品の製剤
化技術を持った製薬企業です。その独自の技術により、医薬
品の製造、供給を行い、加えて自社製品の販売も行っています。
医薬品製造だけでなく、機能性食品の製造、受託研究をはじめ、
ニーズにこたえるべく国内はもとより海外へも発信していま
す。創業以来、全役職員が一粒ずつ大切に造り上げることを
念頭に、品質向上と市場への安定供給を目指し、当社の経営
理念である「誠義感を心がけ、当たり前の事を当たり前のよ
うに実践行動しよう」に基づいて「一粒主義」を貫いていき
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

静岡県富士宮市
中里東町 560 番地
望月 陽介
1,200 万円
1968 年 2月
非公開
300 名
・本社、本社工場
     富士宮市中里東町 560 番地
・富士山工場
     富士宮市南陵 7番地
・芝川工場
     富士宮市下柚野 175 番地の 1

医療用医薬品・一般用
医薬品・栄養補助食品
の開発、製造及び販売、
受託加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

日本の軟カプセルメーカー５社のうちの１社です。近年は小
児・高齢者にも服用しやすい製剤を目指し、流体製剤の
「Camusle製剤」、「粒子状製剤」等の特殊な剤型の開発を行い、
安全性・有効性を考慮した有用性の高い製剤の提供を目指し
ています。

東洋カプセル株式会社　総務部
〒418-0046
静岡県富士宮市中里東町560番地

■時間を厳守できること。
■日々健康で過ごせるように自己管理、体調管理が
できること。

■工場等へ入室する際徹底した衛生管理をしています。
■安全管理に配慮し作業環境の向上に努めています。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

■決められた通りのことを決められた通りに行える方。
■僅かな変化でも見逃さない方。

工場見学も丁寧に対応しています。
健康に貢献したい方、お気軽にお問い合わせください。

〔事業内容〕

（写真は東洋カプセル（株）  富士山工場）

http://www.toyo-cap1.com

　当社は、1935年の設立以来続けてきている熱硬化性樹脂成
形材料の製造販売をはじめとし、熱可塑性プラスチックによ
る特殊成形加工品の製造販売、成形金型の製作販売、さらに
はエンジニアリングプラスチックのコンパウンドやその仕入
れ販売、そして射出成形機等のプラスチック成形に関連する
機械設備の仕入れ販売までカバーする、プラスチック関連分
野の総合メーカーです。これらに加えて、最近特に注目が集
まっている炭素繊維と合成樹脂からなる複合材料の製造も新
規事業として手がけています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

神奈川県横浜市港北区
新横浜 2丁目 15-16
吉田 省吾
1億 8,000 万円
1935 年 2月 3日
95 億円（2020 年度）
206 名
静岡県富士宮市北山
5747-6
1. 熱硬化性樹脂成形材料の製
造・販売
2. キシレン樹脂の製造・販売
3. プラスチック成形材料、成
形機械及び金型等の仕入販売
4. 大型熱可塑性樹脂成形品の
金型製作・成形加工・販売
5. 炭素繊維強化樹脂成形品の
製造と加工・販売
6. 熱可塑性樹脂成形材料の受
託製造

Q&A

どんな社風？

富士宮工場は、当社の複数の事業の生産・開発拠点となってお
り様々な業種の人材がそろっています。材料製造部門、成形部門、
開発部門及び、それに関係する営業部門の交流もあります。こ
れによる幅広い知識と資源が確保されていることです。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5747-6

他部署との交流が多く、相談や意見交換がしやすい
会社です！

大きな製造設備をオペレーションすることが出来ま
す！！

先輩社員として一言！

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

自分の考えを生かすことが出来る会社です！ いろいろな人と連携して互いに助け合いながら物事
を進行できる素質。
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　創業以来「信頼性の高い製品の創造」を目標に掲げ、自動車部
品を中心に優れたプラスチック製品の製造に取り組んでまいりま
した。 社会、経済、環境、時代が大きく変化している今、”ヒトとモノ”
の新時代を迎え無限の可能性を秘めたプラスチック素材への要望
は、今後ますます拡大していくものと思われます。 常に時代の流
れを見極める眼を持ち、社会や時代のニーズに応えるため最新の
成形加工技術を導入し、より良い製品をより良いサービスでお客
様の期待に応えるよう一層の努力を尽くしております。 自社の特
性を活かした提案型企業として、これからも魅力溢れる製品、魅
力溢れる企業を目指し、未来社会に貢献していきたいと考えてお
ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市伝法
1275-1
佐藤 正晃
3,000 万円
1960 年 12 月 12 日
23 億 3,000 万円
99 名
自動車用プラスチック
製品及び医療機器の製
造

Q&A

新入社員に求めるものは？

当社と同様の設備を要している企業が多くはございませんので、
現在働いております社員の多くが他業界からの入社です。トッ
プレベルの品質を要求される業界での仕事のため、未経験者で
も安心できる教育システムを受けて活躍をしております。

〒417-0061
静岡県富士市伝法1275-1

一言で言いますと、「やる気」です。仕事を覚える
速度は人により異なりますが、目標を持つことによ
り仕事に対する意識が、やる気となります。

既成概念にとらわれない、提案型人材を求めます。

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

資格取得制度が充実しておりますので、必要となる
資格の取得が望めます。

仕事における実績が評価されやすい環境です。キャ
リアが少なくとも実績が評価されますと早期昇進も
夢ではありません。

　当社は「すべての社員が誇りをもって挑戦し、お客様に感動を
提供する」を経営理念に感動を提供し成長を続けている会社です。
自動車部品の中でもとりわけ要求精度・管理基準の高い「トルク
コンバーター部品」「フィラーチューブ（燃料給油パイプ）部品」
などの重要な部品の製造を得意とし、プレス加工から溶接・メッ
キ塗装・粉体塗装まで一貫した生産体制を確立しています。近年
ではロボットの PLC プログラミングなどを活用した自働化設備を
自社開発し製造工程ラインへ導入し効率化を実現しました。
グローバル化の進む中、タイ・インドへも進出。タイでは電器部
品及び自動車部品、インドでは自動車部品の製造を行っておりま
す。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3680-9
清　行雄
3億 6,500 万円
1963 年 10 月 1日
72 億 6,000 万円
（2021 年 3月期）
240 名
自動車用燃料パイプ、
トランスミッション精
密部品、エアバッグ部
品等の製造販売、関連
設備金型の製造販売

Q&A

会社の魅力は？

技術系の人が多く、自ら設計・開発した金型や機械を通して、
製品を作る製造部門へ提供することで、不良品を作らないこ
とが当たり前にできる生産ラインの構築に貢献しています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3680-9

5S・VM活動を通じ整理整頓の行き届いた職場環境の
中で、精一杯自分というものを出して仕事ができます

「頑張った人が報われる」をモットーに、やりがいが
感じられる会社である

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

どんなスキルを求める？

モノを作ることが大好きで、何事にも失敗を恐れず
積極的にチャレンジしていくことができるプラス思
考の人

協調性があり、どんな人ともコミュニケーションが
取れ、職場を明るくできるムードメーカーな人
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【何にでも挑戦できる会社】
大きな仕事をして大きな失敗をする。
失敗から実力が養われ自信がついていく。新技術の開発には一人
ひとりの力が大切です。1960 年の創業以来、自動車用の金属プレ
ス部品、各種金型、産業用機械の製造を行っている会社です。
2019 年には、南陵工業団地に新たな工場を稼働しました。また、
長年培ってきた金属加工技術を活かし、オリジナルアウトドアブ
ランドである『ANCAM』を立ち上げるなど、事業の拡大にも取り
組んでいます。やる気さえあれば、どんな仕事にも挑戦すること
ができる。それが当社の大きな魅力です。これからも CREATION
＆PROGRESSをポリシーに、飛躍を続けます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
星山 1040-4
小林 俊夫
1,200 万円
1960 年 1月
23 億円
105 名
・金属プレス加工
・金型、治具の製造
・産業用機械の製造
・アウトドア用品の
   製造

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

中小企業ながら、プレス部門、金型部門、産業用機械部門と
幅広く事業を展開しています。またキャンプ部門は、メディ
アに取り上げられたり、ふるさと納税返礼品に認定されたり
と話題を集めています。創業以来、少数精鋭で技術の高いモ
ノづくりを続けています。

〒418-0035
静岡県富士宮市星山1040-4

一流の技術者になれることは勿論、会議も活発なため
コミュニケーション能力を高めることもできます。

アットホームな職場です。部署や年齢に関係なく、仕
事の相談をしたりアドバイスをもらう事ができます。

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

先輩社員として一言！

好奇心旺盛で、何に対しても失敗を恐れず挑戦でき
る人、失敗をしても挫けずに次に繋げようと意識で
きる人。

勉強や部活だけではなく、遊びや趣味にも一生懸命
に取り組んで充実した学生生活を送ってください。

　私たちは富士宮市に本社・工場を置くプレス金型メーカーです。
当社の製造した金型は各取引先を通じてトヨタ自動車 (株 )や日産
自動車 (株 )などの多くの国内メーカーで採用されています。当社
では日々変化する金型製造にも最先端の設備・技術力で対応し、
徹底した数値管理の下で 40歳代を中心に 30歳代・20歳代の若手
まで社員一人一人が活躍しています。日本が誇る金型技術を地元
企業で身につけることができます。初歩からの教育体制を大切に
し、次世代へ【ものつくり】の楽しさと技術をつなげていきたい
と思っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神東町 19-1
佐野 博之
1,000 万円
1969 年 9月 1日
3億円
25 名
プレス金型の設計・製
作、各種部品加工

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社では徹底した数値管理のもとでプレス金型製作を行ってい
ます。技術者の経験や技術、データノウハウの技術蓄積を活か
し、金型技術を伝えて行きたいです。

〒418-0007
静岡県富士宮市外神東町19-1

わかりやすく初心者からの教育体制ができている。 一緒にモノつくりの楽しさや達成感を喜べる人

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

先輩社員として一言！

圧倒的な技術力　 仕事ができる人はかっこいいですよ。
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　私たちは、矢崎グループの一員として富士宮市と静岡市清水区
を拠点に、ワイヤーハーネスやバッテリーケーブル、ロボットハー
ネスの製造をしています。幅広い年齢の従業員全員が健康でいら
れるよう、健康づくりを意識した様々な取り組みを通じ、健康の
向上と充実した勤務の実現を目指し、2021 年健康経営優良法人認
定、更にその中の上位 500 社のブライト 500 に選ばれました。土
日の他、ＧＷ・お盆休み・年末年始の 9 日前後の長期休暇に加え、
有給等も取得しやすい上に、各種休業の福利厚生はもちろん、敷
地内に無料駐車場や社服があり、文房具等も支給。勤務時間も 8
時～ 17時の固定の為、プライベートの時間も十分に確保できる会
社です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神 2182 番地
山田 伸人
10,000 千円
1987 年 3月 23 日
48 億円
（2021 年 3月時点）
227 名
・自動車用組電線
（ワイヤーハーネス）
の製造
・産業用ロボットハー
ネスの製造

Q&A

会社の魅力は？

これから先、高校でも大学でも教わらない事を自分自身で選択
していく必要がでてきます。そんなときに「あの時、教わって
よかった」と思えること、仕事だけでなく、一人の大人として
成長できるよう、入社時から継続して教育してもらえるので安
心できます。

〒418-0006
静岡県富士宮市外神2182番地

地域とともにある企業を目指し、会社の利益だけで
なく、従業員の未来に寄り添って一緒に仕事をして
います。

学生時代の勉強力ではなく、誰にでも物怖じせず素直
に質問や会話ができる力を持っていると嬉しいです。

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

「穏」何かミスをしたとしても、怒るのではなく、
きちんと話を聞いてくれて一緒に改善策を考えてく
れます。

年齢・役職等問わず、仕事での発言やそれ以外の会
話もしやすく、気軽に名前を呼び合える社風です。

　ジヤトコは「クルマの頭脳」である「トランスミッション」
のメーカーです。CVT（無段変速機）では、グローバルシェ
ア No.1。1997 年の CVT 生産開始以来、数多くの世界初の技
術を商品化し、軽自動車用から中・大型車用までの CVT フル
ラインナップを揃えています。現在までに CVT 累計生産台数
5,200万台以上を生産しています。自動車業界の電動化に対し、
トランスミッション専門メーカーだからこそできる高い技術
力で、未来の車に新しい価値を提案していきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
700 番地の 1
中塚 晃章
299 億 3,530 万円
1999 年 6月 28 日
5,428 億円（2020 年度）
6,200 名（日本国内）
14,200 名（全世界）
静岡県富士宮市山宮
3507 番地の 16
変速機および自動車部
品の開発、製造および
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

自動車業界はこれまで経験したことがないような変革期を迎え
ています。様々な変化に対応すべく、変化に馴染むことができ
る人、チャレンジできる人、常に疑問を持ってより良い方法を
考えて行動できる人が活躍しています。

〒417-0023
静岡県富士市吉原宝町1番 1号

ルールを守る、報連相 (ほうれんそう )ができる、変
えようとする意志がある、こんな人を求めています。

スキルがなくても大丈夫！充実した教育プログラムで
必要なスキル・資格を必要な時に取得していきます。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

地域に愛される「ジヤトコ」を目指し様々な活動を
しています。右下のQRコードから確認してくださ
い！

年齢、性別、国籍等、様々な価値観を持った社員がお
互いを認めながら自由に意見を言い合える社風です。
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　静岡県富士宮市を拠点とした、自動車の精密引抜鋼管を製
造する会社です。
引抜鋼管の製造から定尺切断、曲げ、フレア、ロウ付け加工
に至るまで、一貫したパイプ製品の製造を行っており、品質・
コスト・納期において優位性を活かした製品を提供しており
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3647-3
歳田 雄二
8,155 万円
1947 年 8月 1日
42 億円
120 名
・本社工場
　静岡県富士宮市
　万野原新田 3647-3
・芝川工場
　静岡県富士宮市
　上柚野 288-2
機械構造用引抜鋼管の
製造と自動車部品製造
（金属パイプ加工）

Q&A ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社の視点は常にお客様にあり、より良い製品を送り出してい
く為、社員それぞれ培ってきた技術と経験に更に磨きをかけて
います。個々の能力を結束させて、より良い製品が生まれてき
ますので、皆がチームワークを大切にしています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3647-3

引抜鋼管という特殊な加工で特殊な自動車部品を
作っています。

風通しの良い社風です。
良いと思った提案は、積極的に社内へ取り入れています。

新入社員に求めるものは？

どんな社風？会社の魅力は？

先輩からのアドバイスを聞き入れ
何事にも真面目に取り組むことのできる人を求めます。

創業以来60年以上にわたり信頼される地元企業とし
て高い技術力を強みに日々業務に励んでいます。

〔事業内容〕

　当社の設立は 1948 年、まだ日本にプラスチックが登場し始め
た時代ですが、いち早くプラスチック加工技術の開発・生産に取
り組み、世界屈指の自動車用樹脂部品メーカーへと発展してきま
した。主力製品は、ハンドル、エアバッグ、空調、インストなど、
車全体に及びますが、特に近年では、自動車における樹脂の果た
す役割はますます重要になってきています。
その理由として主に挙げられるのは、
1. 安全性、2. 車体の軽量化、3. 高機能化、4. デザインの自由度。
樹脂の持つ特性を活かす領域は広がってきており、当社でも従来
にはない特徴や機能を持つ新しい樹脂の開発を常に行っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市山宮
3507-15
永野 博久
32 億 606 万円
1948 年 10 月 9日
831 億円
（2021 年 3月期）
1,150 名　※国内のみ
（2021 年 3月末日）
●自動車部品の設計～開発～
試作～製造とゼロから完成ま
でこなす会社です
・安全装備部品
（ステアリング・エアバッグ）
・内装樹脂部品
（インストパネル・グローブ
BOX・エアコンダクトなど）
・外装樹脂部品
（エアスポイラーなど）

Q&A

どんな社風？

世界 6 か国に拠点を展開する自動車内装部品のグローバル企業
です。ステアリングホイール、各種エアバック、内装インテリ
ア部品、外装樹脂部品など、業界をリードする先進技術により、
様々な高品質・高性能な商品を創造し、世界中のお客様に提供
しています。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-15

年 2 回の個人面談等もあり、上司や仲間と悩みや課題を共有し
て一緒に解決していく職場づくりを大切にしています。職場に
よってはフレックスタイム制度を導入し、ライフスタイルや負
荷に応じた出社 / 退社時刻を自分で決めることも可能です。自
動車業界の中なので忙しい部分もありますが、自分の役割を
しっかりと感じながらやりがいの持てる職場環境です。

入社時から管理職まで役割に見合った教育が体系づけられてお
り、また職場のOJTなど、上司と相談しながら習得すべきスキ
ルを決めていきます。その他、通信教育制度もあり、自己啓発
によりさらにスキルアップを目指すことも可能です。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

年間休日が121日あります。GW、夏季休暇、年末年始は7～
10日間の大型連休となります。さらに年5日間のリフレッシュ
休暇やメモリアル休暇などを使って、自分だけの有意義なプラ
イベート休暇を持つことが可能です。有給は最高で年間40日、
慶弔休暇や半日有給など含め、ワークライフバランスがしっか
り保たれる環境になっています。

語学力（特に英語）は上司と相談しながら業務水準を決めてい
きますので心配いりません。さらに研修制度や海外留学など社
内のサポート制度を利用すれば、個人のレベルにあわせて語学
力を更に向上させることが可能です。
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　1937年に創業して以来、ビヨンズは様々な産業機器の精密部品
を製造してきました。特に、自動車部品の製造が主要事業となっ
てから、今のビヨンズの基礎となる技術が大きく培われてきまし
た。私たちの事業は「信頼性向上の支援」をすることです。私た
ちが持っているテクノロジーが幅広く活用され、そこから生まれ
る高いクオリティを持った製品がお客様の製品の信頼性向上へと
つながっています。当社は、更に大きなフィールドに向けて挑戦
し続けています。絶えず学習・挑戦・革新すること。これは、ビ
ヨンズの基本的な姿勢であり、拡がり続けるお客様への約束でも
あります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市大渕
2429-3
大塚 嘉章
3億 2,268 万円
1937 年 5月
99 億円
（2020 年度実績 連結）
392 名
自動車部品・金型部品・
コーティングの製造お
よび販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

富士・富士宮の地元の先輩方が、生き生きと働いています。
学校の先輩に会えるかも！？

〒417-8575
静岡県富士市大渕2429-3

創業 66周年に及ぶ長い歴史と、自動車部品専門会社
としての幅広い経験。そして、特許保有のコーティ
ング技術があります。

チームの理念を元に、トップから末端迄、同じ目標
に向かい日々働いています。
『従業員１人ひとりが主役です』

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

先輩社員として一言！

明るさ、元気、誠実さ、コミュニケーションスキル 土日休みの為、仕事とプライベートの両立ができ、
働きやすい環境です。

　創業９２年、長年の経験と最新の技術力にて自社内での開
発、試作～量産の一貫対応に加え、プレス、切削、成形、溶接、
組付加工など幅広い技術と品質保証体制にて、お客様より要
望された品質・納期・コストで製品を国内外にて実現し、「皆
が豊かに暮らす」を目標に「モノづくり」を通してお客様に
喜ばれるために努力を続けている企業です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
三園平 1355
髙﨑 尚紀
3,220 万円
1929 年 10 月 1日
28 億 2,000 万円
165 名
・自動車部品製造
・電器機器部品製造
・専門機械設備製作
・金型製作
・切削
・マシニング加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

入社６年目です。職場は若い人が多く、雰囲気がとても良く
てのびのびと仕事をすることが出来ています。仕事とプライ
ベートのメリハリがつけやすい環境ですので、ストレスなく
自分の趣味などを楽しんでいます。

〒418-0004
静岡県富士宮市三園平1355

ズバリ！　コミュニケーション能力！　これだけ！ 技術力が高い会社です！

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

どんな社風？

将来海外で働けるかも！ 風通しの良い社風です！
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　ユニプレス精密はユニプレス株式会社のグループ会社で、創業
60 年を迎えた安定企業です。駿河湾から北へ約 5km に位置した
富士市中里の浮島工業団地内にあり、これまで 2 度の合併を経験
し成長してきました。主要設備には FB プレス機、TRF プレス機、
両頭研削機、ブラシ・ベル研設備と塗装・ASSY 設備、切削加工に
使用している NC 旋盤等があり多種に渡って取扱っております。
雇用形態も充実している為 10 歳代～ 60 歳代後半の方々が働いて
おり国籍も様々です。言葉の壁があるなかで協力して生産し、工
場内では 2Ｓにも取組み災害０・納入不良０を目指して活動して
います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市中里
2608-25
山川 浩由
35,300 万円
1960 年
37 億円（2020 年度）
223 名
（2021 年 10 月現在）
・自動車用トランス
ミッション部品の製造
・精密加工
　（プレス・切削・研削）
・オイルパンの
　一貫生産
　（プレス・組立・塗装）
・車体部品の生産

Q&A

新入社員に求めるものは？

ISO9001・ISO14001 の認証取得済であり品質・環境の両面から
の社会貢献を目指しています。また挑戦する精神を持ち、現在
超難関の IATF認証取得に向け全社一丸となって取組中です。

〒417-0826
静岡県富士市中里2608-25

先輩のアドバイスは聞き入れまずはやってみる人

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

一人一人が個人目標を持ち、総合的に会社目標を達
成させています

真面目で元気の良い君を待っています！

精密せん断ができるFBプレス機を4台保有、また
オイルパンではプレス～塗装までの一貫生産を行っ
ています

　業界最多数の五面加工機を中心に旋盤、ターニングでも大
型に特化し、あらゆる産業設備のお手伝いをしており不況に
強い会社です。例として一般産業機械から橋梁やビルの補強
プレート、トンネルの補強部品などのインフラ設備まで幅広
く対応しております。社員は 20 代から 70 代までいろいろな
年代の方が活躍されています。機械を使うのがメインの仕事
なので体力がなくても平気です。手に職をつければ一生続け
られる仕事です。働き方は個人に合わせることも可能です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
杉田 523
渡辺 克洋
300 万円
1962 年 4月
5億円
20 名
産業機械設備等の大型
の金属機械加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

幅広い年齢層の先輩が初心者にも丁寧に教えます。有名で重要
な設備の仕事も入ってくるのでやる気と充実感が得られます。
お子さんや友達にも自慢できますよ（笑）毎日違う品物を加工
するので退屈なことはなく、やる気が評価されます。

〒418-0021
静岡県富士宮市杉田523

物作りが好きな事、基本的に機械一台に一人の仕事
なのでコミュニケーションが苦手な方でも問題があ
りません。

機械加工の技術にゴールはないので仲間と切磋琢磨
してとことん技術を極めることができる。

会社を一言で表すと？

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

適度な距離感がある。しかし社内で意見を言い合え
て、やる気が報われる会社。

日々成長することができ、後世に残るような仕事が
できる。
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　私どもアサヒ飲料は「ブランドを磨き、ブランドで挑む」という
経営方針のもと、お客様に長年ご愛飲いただいております「三ツ
矢サイダー」「カルピス」「WILKINSON」「十六茶」などのロングセ
ラーブランドをはじめ、一つひとつのブランドを大切に育ててま
いりました。変化の激しい時代においても、100年以上愛されて
きたこれらのブランドをお客様へお届けしたい。
受け継いできた伝統や文化を大切に“100年先も誇れるものを"
これからも創り上げ、育てていきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都墨田区吾妻橋
1-23-1
米女 太一
11,081,688,000円
2001年 4月
4,643億円
（2020年 12月 31日時点）
約240名
（物流部門含む）
静岡県富士宮市
北山4839-2
・各種飲料水の製造、販売
・自動販売機のオペレート
・その他関連業務

Q&A

先輩社員として一言！

私は、「自分はどんなことがしたいか」「どんな仕事が向いてい
るのか」「見学して自分の目でみたこと感じたこと」をもとに
自分自身で考えて入社しました。実際に入社してみて働きやす
い環境に驚きました。皆さんも、自分自身で考えて進路を決め
てください。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山4839-2

明るく元気な仲間を募集しております。
職場体験も開催しますので、ご参加下さい。

「素直さ」「責任感」「コミュニケーション力」

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

毎日の生活から健康をサポートする業界であるため、
コロナ禍などの不況でも安定した職業となります。

100年のワクワクと笑顔を追求し続ける会社

　お客様の期待を超えるクオリティーを提供するため、圧倒的な
技術力と高い品質を武器に成長を続け、国内における業界トップ
クラスの企業になりました。特に高い製剤技術が求められるソフ
トカプセルの分野においても、国内生産量トップクラスです！オ
リジナル製剤の開発など、海外展開も積極的に行っています。
また、フレックスタイム制度の導入など、職場の自主性を重んじ
たメリハリのある勤務を推進しています。
普段から上司、部下に関わらずお互いのことを「○○さん」と呼
び合っているため、チームワークが良いのも自慢です。
わたしたちは、成長産業である健康食品・医薬品の受託製造業界
における国内No.1企業を目指しています！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
1468
石川 泰彦
86,889,000 円
1993 年 11 月
22,892 百万円
690 名
（2021 年 10 月時点）
静岡県富士宮市
南陵 12 番
健康食品・医薬品
一般食品・雑貨等
の企画、開発
受託製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

社員自ら計画したイベントの実施や、年 1回の方針説明会と表
彰パーティーなど社内イベントも多く、社員同士の親睦を深め
ています。また、上記のような職場環境向上のための取り組み
を継続的に行い「健康経営優良法人 2021」の認定を取得しま
した。

〒419-0201
静岡県富士市厚原1468

「チャレンジする」「創意工夫する」
「コミュニケーション力」
「挨拶をしっかりする」「ルールを守る」

ルーチンワークのみではなく、若手社員も自ら考え提
案し、クリエイティブな活動をすることができます。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

様々な種類の製剤を製造することができます。
また、自社オリジナル製剤の開発にも取り組んでい
ます。

明るく働きやすく、
職場の仲間は活気に満ちています。
やりがいのある仕事で、色々な発見もあります！

38



　グループ農場から届いた原卵を洗浄・乾燥し、格付け（選別）
し、鮮度と品質を保持する形で、スピーディーに取引先にお
届けしています。人の目と最新鋭の検査機器による厳重な検
査を行うことで、良い卵だけを選んでパックすることができ
ます。また、卵の品質を確認するため、1日に 50 個程度をラ
ンダムに選び、毎日検査を行っています。「きよら」が最高品
質であり続けるため、状態を細かくチェックします。卵は実
際に割って、卵の鮮度、卵黄色、卵殻の強度を検査。卵質を
検査して、異常があれば農場へフィードバックを行います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3765 番地 15
山根 祐治
5,000 万円
2007 年 4月 9日
43 億 7,756 万円
160 名
静岡県富士宮市
山宮 913 番地 9
・鶏卵養鶏
・鶏卵販売

Q&A

ほかの会社を大きく違う特徴は？

「自分が関わった商品が店頭に並ぶ喜び」、「お客様が手に取っ
てくださる喜び」は、体験しないとわかりません！「安全・安心・
新鮮な」なたまごを、消費者のみなさんにお届けするやりがい
のあるお仕事です。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮913番地9

「ブランド卵」の出荷に関わり、幅広いお客様へお
届けすることができます。

GPセンターは富士山の麓にあるので毎日表情の違う
富士山を楽しむことができます。

どんな社風？

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

真面目・堅実な社風です。休憩時はみんなとお喋り
して過ごしたりメリハリがあります。

素直さです。

　富士錦酒造は、清酒などの酒類の製造を行っています。綺
麗な水が湧く富士山のふもと、富士宮市の白糸の滝の近くに
あります。製造数量は県内第 3 位、創業は元禄年間 (1688～
1704) で、300年以上18代続く歴史ある蔵元です。創業以来、
富士山の柔らかな伏流水を仕込み水として使用し、三百年間
培われた伝承技法を駆使し、皆さまに愛される蔵元を目指し、
常に改新を行いながら醸造を行っています。世の中をあっと
言わせるお酒、あなたの手で作り出してみませんか？

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上柚野 532
清　信一
4,000 万円
1688 年 ~1704 年
32 千万円
15 名
酒類（日本酒・焼酎・
リキュール・ワイン )
製造、発酵食品製造

Q&A

会社を一言で表すと？

酒類製造 ( 清酒・リキュール・焼酎 ) から、瓶詰め、出荷作業、
営業業務のほか、営業企画や広告宣伝業務なども行い、夏季は
自社水田において原料米の作付けから収穫までを社員全員で行
います。近年は海外需要も増え、アジア、北米などへの輸出も
行っています。

〒419-0301
静岡県富士宮市上柚野532

3月の蔵開きをはじめ、お客様がたくさんご来社さ
れる楽しい蔵元です。

米作りから酒造りまで行っており、季節ごとに様々
な仕事に携わることが出来ます。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

SNS対応　 300年の歴史に触れて、一緒に頑張ろう！！
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　当社は牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム・チーズ・粉ミ
ルクなどを製造する乳業メーカーですが、シールド乳酸菌や
ラクトフェリンなどの機能性原料も製造・使用しています。
その一つであるラクチュロースというミルクオリゴ糖を日本
国内で唯一製造しているのが富士工場です。ラクチュロース
はお腹の調子を整え、また高アンモニア血症という病気を改
善する医薬品としても使用されるなど人々の健康に役立つ素
材であり、その製造はやりがいのある仕事です。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都港区芝 5-33-1
大貫 陽一
21,787 百万円
1917 年 9月 1日
422,537 百万円
3,377 名
・富士工場
静岡県富士宮市
中里東町 639
牛乳、乳製品、アイス
クリーム、飲料その他
の食品等の製造、販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

ラクチュロースは分解・吸収されずに大腸まで届き、善玉菌
の代表であるビフィズス菌の増殖を助けます。腸内環境とヒ
トの健康との関係が解明されていく中で、今後も多くの人々
の健康に貢献できる可能性を秘めた機能性原料です。海外に
も輸出されています。

〒418-0046
富士工場：静岡県富士宮市中里東町639

医薬品GMPガイドラインを遵守し製造しているた
め「ルールを守ることができる」ことが最重要です。

従業員の半分が入社１０年以内と若い社員が多く、
明るく活気があり、年齢にかかわらず活躍できる工
場です。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

計画製造なので急なオーダーであせりながら製造す
ることはなく、落ち着いて仕事が出来ます。

製造業務に加えて各種プロジェクトがあり、取組み
の中でチームワーク・折衝能力・統率力などが磨か
れます。

　空調機器部品（主に家庭用エアコン）、銅パイプの加工・組
立をする会社です。経営方針：50 年続いた会社の信頼を維持
し、働き甲斐のある100年続く会社になる。
「従業員に笑顔を！」をモットーに、皆さんと色々なチャレン
ジをしていきたいと考えています。
従業員一同、皆さんの「見学を待ってます」

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
杉田 1138 番地
井上 芳久
10,200 千円
1966 年 4月
42 億円
227 名
（アルバイト社員含む）
空調機器部品、冷凍冷
蔵機器部品の製造（銅
管、アルミ管の切断加
工、曲げ加工、ろう付
け、組立）

Q&A

新入社員に求めるものは？ -part1

大手空調機メーカー主体に取引させていただき、５０年以上、一貫
として銅パイプ加工業を事業展開しています。入社から３０年以上
働かれている方も多数おり、先輩と若手が一緒になり日々生産活動
をしています。若手の新入社員、第二新卒者、障害者の方も入社し
活躍しています。今後、さらなる社員の働く環境を追求し、100 年
を目指していきます！

〒418-0021
静岡県富士宮市杉田1138番地

誠実さと責任感が大切だと思います。何事もごまか
さない、最後までやり抜く事が仕事には大事です。

新しい仕事や改善にもやってみようと前向きに取り組
む意欲があるといいです。

先輩社員として一言！ -part1

新入社員に求めるものは？ -part2

先輩社員として一言！ -part2

社会人になると出来る事の幅が広がります。
自分の可能性を信じてやってみるという気持ちを大
事にして下さい。

私が気をつけている事は、整理整頓、安全作業で、
今後もお客様に喜んでいただける製品製造に努めます。
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　私たちは「みんなの生活」を豊かにするための小さな部品
を製造しています。急速に変化する時代の中で、モノづくり
の難しさ・大切さを実感しながら「こんな部品をつくりたい」
「こんな加工が出来ないか？」と日々課題に向き合い、最新鋭
の設備と斬新なアイディアを融合して挑戦を繰り返し、常に
前進を続けています。更なる活躍の場としてタイ国にも工場
があり、地元出身の先輩達も活躍してきました。これからも
世界を支える小さな部品の可能性をさらに追及して、私たち
の確かな技術力と丁寧なモノづくりを提供していきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上井出 3831
西村 陽介
4,500 万円
1974 年 6月 21 日
2億 9,000 万円
30 名
・オートモーティブ
・産業機器
・民生通信機器
・光学機器
・コンピュータ
・ 弱電機器
・板バネ・コネクタ
・端子
等のプレス部品の製造
及び金型設計・製作

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

全従業員の８割が富士宮周辺の出身者です。
モノづくりが好きでコツコツと物事に取り組むのが得意な人や、
自分のやる気で新しい技術や知識を身に付けることに貪欲な人。
ゴルフ・酒・釣り・園芸が好きな人。

〒418-0103
静岡県富士宮市上井出3831

最新鋭の設備を揃えているので、新しい事・やりた
い事に挑戦できる環境が整っています。

挑戦心・向上心・責任感があり粘り強い人。
話していて楽しい人。

先輩社員として一言！

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

苦労や経験の積み重ねの先に大きな喜びと感動を得る
ことができる仕事です。一緒に成長していきましょう。

安全第一を規範としてモノづくりに真 に取り組む
会社です。

　創業以来、パイプ、切削加工を中心に技術最優先の部品メーカー
として取り組んできました。中でもエアコン等に使用される冷凍
サイクル部品の製造に注力し、省エネ化、コンパクト化など変化
の激しいエアコン業界との取引により、様々な加工ノウハウや高
レベルの技術蓄積を獲得しました。
特に、バルジ加工には当社の技術力を結集し、水道水を使用した
バルジ加工の量産に成功しており、現在では中・大空調機器、エ
コ給湯等の冷凍サイクル部品や、住宅設備機器向け配管部品等そ
の応用技術の幅も広がっております。中国、タイに子会社を設立
し海外のお客様に品質面、技術面共に日本製と同等レベルの部品
を提供し、満足頂けるよう努めています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
南陵 10 番地
佐藤 憲和
2,000 万円
1968 年 10 月
2,338 百万円
250 名
空調機器・給湯器・冷
蔵庫・自動販売機等の
冷凍サイクル部品の製
造（パイプ加工・ろう
付け加工・切削加工）

Q&A

新入社員に求めるものは？

１８歳から７０歳まで幅広い世代が活躍しています。
ＯＪＴ教育に力を入れており、ベテランの技能と経験、若手の
フレキシブルな発想の融合を大切にしています。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵10番地

「元気な挨拶・素直な心」
会社で学び成長していくための必須アイテム！！

「気軽に相談できる」
メンタルヘルス対策として、安心して相談できる環
境づくりを推進しています !

先輩社員として一言！

会社の魅力は？

会社と一言で表すと？

「№1を目指そう」
どのような分野でも№1を目指すことによって、自
分の成長に繋がります！

「カラフル」
外国人従業員も多数！
８か国、６０人以上の外国人が活躍してます！
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　学校や会社で使用されているウォータークーラーや、レス
トランやコンビにで活躍しいるジュースディスペンサー・ス
チーマーなど、高い全国シェアを誇るロングセラー製品で知
られ創業61周年の開発型メーカー。
企画、デザイン、開発、設計から製造、販売、メンテナンス
まで自社で行う自己完結一貫生産体制が強みで、時代のニー
ズに合わせて様々な機器開発を手掛けてきた飲料、食品分野
に冷・温・熱応用機器でおいしさを追求する自立創造型企業
です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市天間
177 番地の 2
小林 公一
9,750 万円
1960 年 5月
20 億円
170 名
・冷熱機器、加熱機器
等電気製品の
設計開発、製造販売
・電気製品等のプレス、
溶接部品製造及びプリ
ント基板製造  
  

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

大学卒・専門学校卒・高校卒の定期採用者から、随時実施の転
職採用の方が多く活躍しています。転職採用の方では、前職が
調理師や医療事務職の方がモノづくり溶接作業等の技能職に従
事して活躍しています。

〒419-0205
静岡県富士市天間177番地の2

開発から量産までの一貫生産体制
板金加工及び電子基板から製品組立まで自己完結一
貫生産が会社の特徴。

能力により色んな業務に挑戦可能
社内抜擢が闊達にあり技能職種から設計開発・営業
職の可能性がある。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

挑戦する力から失敗を重ね、得られる喜び
真剣に取り組み失敗から学ぶことで、確かな仕事が
習得できる。

風通しが良い会社と痛感
200人弱の会社のため、会社の意思決定が社員への情
報伝達が速い。

　私たちパーパスは創業から『パーパス』ブランドで様々
な製品を開発。高効率ガス給湯器「エコジョーズ」、電
気とガスの業務用ハイブリッド給湯システムなど、次世
代エネルギーシステム製品を幅広く世に送り出していま
す。IT ソリューション部門は、LP ガス総合管理システム
メーカーとして高いシェアを誇り、DX 改革を支援する
総合エネルギー管理システムとして進化を続けていま
す。そのノウハウを活かし、ひらめきをお客様と地球の
笑顔に変えていきます！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市
西柏原新田 201
髙木 裕三
9,800 万円
1946 年 4月 1日
220 億円
（2020 年 4月）
873 名
（2021 年 10 月現在）
静岡県富士宮市
上井出字見返 3508番地
1. 住宅設備関連機の製造・販売
2. 電子制御機器の製造・販売
3. IT 情報ソフトウェア・クラウ
   ドサービス事業
4. 産業用ロボット・省力機械・
    環境機器の製造・販売
5. ウォーターサーバーの製造・
    販売

Q&A

会社の魅力は？

自分の持味を発揮して、幅広い視野、自らの意思、自由な発想
をもって、いま何が求められ、何が必要かを理解し、失敗を恐
れずに実行できる人が活躍しています。

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

『業界初』を生み出す創業７５年の技術と伝統、他
社に先駆けた『製品開発力』がパーパスの魅力です。

企画設計・開発～製造まで一貫生産、高い内製化率、
多角的事業をグローバルに展開しているメーカーです。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

向上心を持ち、多少の困難はあってもチャレンジ精神
を持って突き進むストレートな人材を求めています。

仲間やお客様、企業パートナーと協調して、一人で
は達成できないことを成し得ることができます。
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　昭和４２年３月　明光製紙株式会社エンジニアリング部を分離
独立、紙パルプ業界が必要とする自動制御器並びに省力化装置の
開発、製作、販売を目的として設立。
昭和４７年度よりＮＣカッターコントローラー、ＮＣスリッター、
グリップクレーン等の製造・販売及び製紙機械全般の設計、販売
を積極的に開始し現在に至っている。この間　昭和５２年度に紙
パルプ技術協会より『第５回佐々木賞』、昭和６０年静岡県及び静
岡県紙パルプ技術協会より夫々『優秀発明賞』、平成５年静岡県科
学技術振興財団より『科学技術功労理事長賞』、平成１１年（財）
日本発明振興協会より「非接触ウェブ厚さ計」に対して『第２４
回発明大賞千葉発明功労賞』受賞。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市五貫島
746-3
田原 義博
2,400 万円
1967 年 3月 2日
17 億 4,000 万円
（2021 年 3月期）
20 億円
（2022 年 3月期予想）
40 名
光学フィルム、フレキ
シブル基板、電池極材
などに用いるスリッ
ターや厚さ計の開発

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

とにかく、何でも自由にやらせてくれる会社だと思います。
言い換えると何でも自分でやらなくてはいけないということ
なので、責任は大きいのかもしれませんが、だからこそやり
がいのある仕事だと思います！

〒416-0946
静岡県富士市五貫島746-3

お客様の要望により設計から設置まで日本全国へ、
又、近年は海外輸出が80％以上を占めています。

先輩からのアドバイスを素直に聞き入れ、実行でき
る人を求めます。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

従業員それぞれが個性に合った働き方をしていま
す。

風通しの良い社風です。自分の思ったことやアイデ
アを生かせる会社です。

　院庄林業富士宮工場は、木材のプレカット加工を行う工場
です。ハウスメーカーの設計士の方が作った設計図をもとに、
パソコンで建物の構造設計データを作るCAD職と、構造用木
材を機械で加工するマシーンオペレーター職の人が働いてい
ます。図面上で建物を形作り、それを木材加工で立体化して
いくことが面白いお仕事です。建物の設計に興味のある方、
モノづくりが好きな方を募集しています。YouTube【院庄林
業採用チャンネル】にて仕事内容の動画を配信中！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

岡山県津山市二宮
22-1
武本 哲郎
3,000 万円
1955 年 4月 15 日
200 億円
350 名
静岡県富士宮市
大中里 1961-1
木材プレカット

Q&A

会社の魅力は？

ここがスゴイ！ベスト３
１．“Boundaryless（境界のない組織）” 部署や年代の壁を越え
         て意見をかわす場面が多い風土
２．集成材の生産量世界No.2 の販売実績
３．国産檜の商品「匠 乾太郎」業界支持率No.1（日刊木材新聞調べ）

〒418-0044
静岡県富士宮市大中里1961-1

新しいモノを生み出す “チャレンジ ”の多い会社で
す。

大手ハウスメーカーとの仕事が多く、皆さんも一度は
院庄林業の木材で建てた家を見たことがあるはず！

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

林業や建築知識が身に付き、フォークリフトの資格
など仕事をする上で必要な資格は会社負担で取得で
きます。

他者と協力して仕事を行う場面が多いので、コミュ
ニケーション能力のある方を求めています。
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　株式会社ケイテックは、株式会社共和のグループ企業とし
て、在来軸組木造住宅の構造材及び構造補助部材のプレカッ
ト加工を行っている会社で、ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを駆使
し、コンピュータ制御の最新のプレカットマシンによる、高
強度、高精度な品質の木材加工を行っています。高速、高能
率により、均一化とコストダウンそして工期短縮も実現し、
高い信頼性を誇っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 2695-1
伊藤　稔
2,000 万円
1996 年 4月 26 日
3億円
29 名
木造住宅の骨組みのプ
レカット加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

プレカット加工システムは、木造住宅の設計から木材の加工ま
ですべての工程でコンピューターを取り入れた新しい技術で
す。株式会社ケイテックでは、年間約１０００棟の木造住宅の
骨組みを加工しています。

〒418-0032
静岡県富士宮市浅間町12-15（（株）共和）

笑顔で元気な挨拶ができ、向上心を持って真面目に
仕事に取り組める方。

１棟ずつ違う住宅の加工を行うので、ライン作業と
は異なります。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

多くの方が一生に一度の買い物である住宅の骨組み
を加工する会社というところです。

住宅や木材に興味のある方、ぜひ一緒に働きましょう！

　私たちは小型産業用ロボットの専業メーカーです。「あった
ら、いいな」にお応えするため、常に革新的な製品を作って
います。工場自動化が進む自動車業界を中心に、電子部品・
精密機器、食品・医薬品など様々な製造現場に高い採用実績
を持っています。今後もお客様の期待を超える製品とサービ
スをお届けし、世界一の小型産業用ロボットメーカーを目指
します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市清水区
尾羽 577-1
石田　徹
3,000 万円
1976 年 4月 3日
271 億円
1,191 名
静岡県富士宮市内房
1700
工場自動化用の小型産
業用ロボットの開発、
製造、販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

・やりたいことを提案したら、やらせてもらえる    ・何もないと
ころから図面の中のものを、実際の「もの」として作り上げる
感動がある    ・いろいろな仕事ができ、達成感がある     ・改善の
提案制度があるから、自分のアイデアをすぐに実行できる

〒424-0103
静岡県静岡市清水区尾羽577-1

・素直であること    ・プラス思考・前向きであること
・いつも勉強を怠らないこと

製品の開発から販売まで行うため、お客様のニーズを
的確に把握し、高品質で使いやすい製品を提供するこ
とが可能です。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

現場でも先輩方が丁寧に仕事を教えてくれるほか、
技能五輪への参加もあり、技術面の成長が期待でき
ます。

仕事に対して協力しあい、個々の成長を促すアット
ホームな雰囲気です。
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　戦後創業以来、移り変わる時の流れの中で印刷技術を通し
て暮らしに美しさ・豊かさを想像してまいりました。
当社は、高級パッケージ、クリアケース、ブリスター台紙を
中心に、印刷・色業界で７０余年の実績があります。その実
績と知見をベースに、生活者への思いを馳せつつ、お客様の
想いをつなぎ具現化させることを使命として、「もっともっと
創造的に」「もっともっと心に残るパッケージを」「もっともっ
と心が動くパッケージを」「もっともっと堅実に」「もっともっ
と笑顔に」といった「もっともっと」の精神で、技術と信頼
を磨き続けてまいります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
富士見ヶ丘 545
佐野 賢治
1,000 万円
1948 年 1月
19 億 5,000 万円
（2020 年 4月現在）
80 名
総合パッケージ製造及
び販売、高級化粧品箱
等

Q&A

新入社員に求めるものは？

開発・企画・提案から印刷・加工・アッセンブリーに至るま
で自社一貫生産体制をとることでき、差別化商品制作やトー
タルコストダウンができることや、グループ企業の東京製紙
と連携し素材からパッケージに至るまでの総合提案ができる
ことが強みです。

〒418-0014
静岡県富士宮市富士見ヶ丘545

①元気良くあいさつができる事②報告・連絡・相談
ができる事③自発的に整理・整頓・清掃ができる事

一貫した生産体制とグループ企業との連携でパッ
ケージの総合提案ができるところ

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

最新の設備を操作しながら、普段目にする身近な製
品を、自分たちの手で作り上げることができます。

協力し合う風土が根付いており知識に不安がある方
も問題ありません。幅広い年齢の方が強みを活かし
て活躍中

　私たちは紙加工事業を主力とし来年創立 60周年を迎えます。食
品関係や半導体関係などで使用される、高い品質管理の求められ
る紙を数多く取り扱っており、品質にはお客様から高い評価をい
ただいています。５年前からは環境に配慮した紙加工の経験を活
かし、化粧品製造事業を開始しました。まだ事業開始より間もな
いですが、ラインを増設し年々事業を拡大しています。また、地
元富士宮市の観光発展のためご当地コスメブランドを立ち上げ、
企画・商品開発から製造販売を行っています。日々変化する環境
の中、新しい事業に挑戦しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市外神
2191-1
渡邉 俊介
3,000 万円
1962 年 2月
545 百万円
（2021 年 4月期）
111 名
・紙の断裁加工
・スリット加工
・化粧品製造
　（充填、包装表示）

Q&A

どんな社風？

『従業員から選ばれる会社』をモットーに、社員の声を聴き仕事
や職場環境の改善につなげています。女性が多い職場というこ
ともあり、有休がとりやすく、家庭との両立の為の短時間勤務
など、性別年齢に関わらず様々な人が働きやすい環境づくりに
努めています。

〒418-0006
静岡県富士宮市外神2191-1

アットホームな会社です。社員の誕生日にはケーキを
贈るなど、コミュニケーションを大切にしています。

素直に人の話に耳を傾けられる人、前向きに挑戦しよ
うとする意欲のある人、協調性のある人を求めます。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

安全でクリーンな職場です。働く人が安心して気持
ちよく働ける環境づくりに力を入れています。

『進化』。問題があったら解決する、チャンスがあった
ら挑戦する、を日々繰り返し変化に対応しています。
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　主に板金機械事業、切削事業、研削盤事業、プレス事業、精密
溶接事業の5事業を中心とする加工機械を取り扱っている他、そ
れらを制御するコンピュータ・ソフトウエアや周辺装置、金型、メ
ンテナンスにいたるすべてのソリューションサービスを提供して
おります。
　アマダは金属加工機械のグローバルメーカーとして、お客さま
の視点で、最も必要なものは何かを考えながら、モノづくりの発
展に貢献します｡

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

神奈川県伊勢原市
石田 200 番地
磯部　任
連結 547 億 6,800 万円
1946 年 9月
連結 2,504 億円
（2020 年度実績）
連結 8,777 名
（2020 年度実績）
静岡県富士宮市
北山 7020 番地
金属加工機械・器具の
製造、販売、賃貸、修
理、保守、点検、検査
など

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

【1. トータル力】　お客さまのモノづくりをトータルに支援できる、世界で
も数少ない、金属加工機械のグローバルメーカーです。
【2. 高い技術力】　モノづくりにかかわる多様な課題を解決！  アマダグル
ープの最先端技術が、お客さまの工場に変革をもたらします。
【3. グローバルネットワーク】　グローバルで直販・直サービス体制を構
築し、お客さまの日々の課題解決に努めています。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山7020番地

グループ全体の戦略から開発・製造・販売・サービス
といった一貫したモノづくりを通じて、お客様へより
きめ細かく、スピーディーな対応を行っています。

アマダグループでは社員に対してさまざまな教育を行っていま
す。若手社員のキャリアアップのための研修や作業者への技能
試験、環境や安全に関する体験型の教育など、意識向上や知識
の習得に役立てています。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

会社を一言で表すと？

「学生が選ぶインターンシップアワード2020」で優
秀賞を受賞しました。未来を担うモノづくり人材の
育成に注力しています。

「お客さまとともに発展する」ことを経営理念に掲げ、
お客さまの生の声を大切にしている会社です。

　当社は、学校で利用されている自動販売機、勉強机や椅子、
PC、ご家庭にある家電製品等様々なものをリサイクルし、新
たな資源として生まれ変わらせる、環境に寄り添った事業を
展開しております。今注目されている SDGｓへの取り組みも
積極的に行っております。また「明るく」「楽しく」「元気よ
く」という会社のビジョンを大切にしており、社員一人一人
がイキイキと働けるような職場作りを会社全体で行っており
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3507-19
佐野 文勝
4億 3,500 万円
1950 年 3月
83 億 8,000 万円
（2020.7 月～2021.6 月末）
223 名
産業廃棄物リサイクル

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

見学に行ったとき自分が利用していたものがどのようにリサ
イクルされるのかとても興味がわきました。入社してから様々
な部署で研修しましたがどの部署でも丁寧に仕事を教えて頂
き、仕事を早く覚えることができました。今ではやりがいを
感じて働いています！

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-19

企業理念や社風が社員一人一人に身についている点
です。朝礼では毎朝企業理念を皆で読み上げます。

役職に関係なく相手のことを必ず「さん」付けで呼び、
お互いに尊重しあう風土があります。

会社の魅力は？

どんな社風？

先輩社員として一言！

基本を大切にしている点です。挨拶、清掃、整備等、
基本的なことを一人一人が徹底しております。

「地元にこんな企業があるんだ」ということをもっと
知ってもらいたいです。
いつでも見学にきてください！
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　皆様の学校にもある門やフェンスなどの「エクステリア製
品」を、お見積もりから設計・製造・施工まで自社ですべて行っ
ています。ボタンを押すだけで自動で開閉する便利な製品も
造り、様々なお客様のニーズに応えてきました！
皆様がご存じの有名な場所にも多数納めており、お客様は全
国にまで及んでいます。
これからも成長し続けられるよう、一人ひとりの意見を尊重
し、仕組みづくりを行っています！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
淀師 1569-1
西川 大介
1,000 万円
1970 年 6月 5日
4億 3,000 万円
34 名
エクステリア製品の
設計・製造・施工

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

いきなりですがインテリアとエクステリアの違いはわかりま
すか？インテリアとか建物内、入った人にしか見れません。
エクステリアは誰もがそこを通れば見れるもの。自分の作っ
たものが一部に見られるのと誰もが見られるもの。あなたは
どちらを選ぶ？

〒418-0051
静岡県富士宮市淀師1569-1

お客様の喜ぶことを考える姿勢と、
個性を尊重し、得意を伸ばしていく働き方です。

自分で「ここはこうした方がいいのではないか」と
考え工夫して働けるところです。

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

ほとんどの社員が未経験のため、スキルは必要あり
ません。自ら学びたい！という思いがあれば大丈夫
です。

会議などで年代関係なく意見をだしあうので、自分
の意見もつことができるようになります！

　当社は、1939 年創業の設備機械メーカーで 80 年以上の歴史が
あります。主要製品は、銅線にビニルやポリエチレン等を被覆し
電線を作る電線製造用機械であり、技術レベルも業界の先端を走っ
ています。また近年は、その技術を応用して医療用チューブ製造
装置を開発、製造、販売を行っています。当社の製品は、基本的
なモデルはありますが、そのほとんどがお客様の要望に応えたオー
ダーメイド製品です。開発～提案～受注～設計～製造～出荷～据
付～調整～アフターサービス・・・　ものづくりにおける全ての
工程を間近に見ることができます。一つ一つ製品になっていく工
程全てを見られる光景は、当社の醍醐味です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3718-1
金子 建太郎
2,800 万円
1939 年 12 月 18 日
18 億 6,000 万円
80 名
電線製造用装置・医療
用チューブ製造装置の
製造販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

現代の製造メーカーでは、設計をして、部品製作は外注で行
う企業が多い中、当社では、部品加工も行っているため、製
造設備が充実しています。また汎用旋盤といわれる機械では、
職人技といえる工程もあり、新旧の技術が調和した最先端の
機器を製造しています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3718-1

当社の製品は全て受注生産です。いわゆる流れ作業
がありません。皆が協力して大きな製品を作り上げ
ます。

受注生産で同じ製品は少ないので、意思疎通力とい
うかコミュニケーション力ですね。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

会社と一言で表すと？

通常の生活では見る事のできない、大きな産業機械
製造に携われます。

安定している会社です。
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　わが社は、精密板金を主とする総合金属加工メーカーです。
油圧装置・車両検査装置をはじめ、工作機械や産業機械のモ
ジュール生産に対応し、設計から素材加工、塗装、組立まで、
社内一貫体制で製造しています。一貫した品質管理のもとで、
「高品質・短納期・低コスト」を実現します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
西山 2103
増田 温美
1,000 万円
1960 年
非公開
112 名
（2021 年 11 月現在）
・3次元 CAD設計
・鉄、ステンレスの精
   密板金加工
・板金、製缶溶接組立
・吹付、焼付塗装
・装置組立及び電装組
   立

Q&A

新入社員に求めるものは？

わが社は新卒社員や他業種からの中途社員、様々な年齢の方
が働いてます。やった事がない仕事未経験者が多いですが、
一から仕事を覚えて活躍しています。

〒419-0313
静岡県富士宮市西山2103

明るく元気で、やる気と向上心 アットホームな、風通しの良い会社

どんなスキルを求める？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

人の話をしっかり聞ける。失敗をしても次に活かせ
る人

ものづくりが好きな人、一緒に良い製品を作りましょ
う。

　弊社は、県の許可を得て山を掘削し、安全で快適な街づくりに
必要不可欠な『砕石、砂、グランド用土、生コンなど』を製造販
売している会社です。また、其々の製品は高評価を頂き、高速道路、
公共施設、マンション、球技場等社会生活で重要かつ必要な処で
使用して頂いており、業況は安定しております。多種の法令下で
の仕事柄、資格を必要とする業務は少なくありませんが、弊社は、
人材育成にも力を入れており、積極的に資格取得の支援もさせて
頂いております。また、職場の雰囲気も、社長以下風通しが良く、
家族的な雰囲気の中で仕事ができる会社です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上稲子 101
後藤 裕史
1,000 万円
1958 年 3月
非公開
42 名
・建設工事用砕石
   製造販売
・生コン製造販売
・グランド材製造販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社の場合、特大の重機で山を削り、採れた石を砕いて JIS 規
格に沿った大きさの石に分別し販売しています。この石は、道
路や建物の基礎、或いは駐車場に敷いたり、コンクリートを作
る材料にも使われます。この街の道路などにも利用して頂いて
いますよ。

〒419-0311
静岡県富士宮市上稲子101

スケールの大きさ。山続きの3工場は、移動に車を
使わなければならない程の広さです。重機の大きさ
と数も。

経営者が前向きである事。資格取得支援、経営努力
を惜しまない事。従業員同士が、仲がいい事。

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

どんな社風？

どんなポジションでも、会社の資質、売上げに貢献
しようとする姿勢。現状を少しでも改善しようとす
る姿勢。

地元、近隣住民を大事にする。寛容、協力、協調を
重んじる。
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　小林製作所は 1947 年、霊峰富士山の麓に創業し、産業機
械の設計・製造・販売を手掛け、お客様に満足される品質の
高い製品をオーダーメイドで提供してきました。
創業当初のモノづくりに対する「匠」の精神を継承し、「Go 
Global from Fuji」を合言葉に、日本でのモノづくりにこだわり、
誇りをもって「モノづくり」に取り組んでいます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市水戸島
2-1-1
戸田 訓人
1億円
1974 年
60 億円（2020 年実績）
276 名
製紙機械・産業機械の
設計・製造・販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

小林製作所は、自社で開発した技術に基づき、お客様の要望す
る機械を設計し、製作します。70 年の技術の蓄積は、国内だ
けでなく世界各国で信頼を得ています。自分の関わった機械が、
目の前で形になり、稼働するシーンに立ち会うことができます。

〒416-0921
静岡県富士市水戸島2-1-1

どんなことにも前向きに、積極的にチャレンジして
いくことです。

”ONE　TEAM”　部署間の壁はなく、全社一丸となっ
てモノづくりに励んでいます。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

どんな社風？

「働きやすい職場環境」オフィスや工場の設備改善
やダイバーシティ経営を推進し、従業員が働きやす
い環境づくりを推進中。

一言で言うと「自由」です。有給休暇取得率が高い
こともさることながら、仕事の進め方も自分の裁量
次第なところもあります。

　当社は顕微鏡周辺機器を開発から製造販売まで社内で一貫して
行うメーカーです。高度な顕微鏡は不妊治療や iPS 細胞などの研
究で使用されております。その周辺機器として体内に近い状態に
温度管理を行う装置や、温度・湿度・CO2 をコントロールする装
置が、当社の主力機器です。不妊治療で顕微授精を行う際や、最
先端の生命科学の研究において、国内市場のみならず、世界中で
役立っています。エンドユーザーは大学や研究機関、医療施設と
なりますが、顕微鏡メーカーのニコン様やオリンパス様が主要取
引先であり、各社の公式カタログにも当社商品が記載されていま
す。これからの医療の発展に伴い、将来性のある企業となります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
源道寺町 306-1
土屋 貴則
1,000 万円
1994 年 10 月 25 日
12 億円
48 名
医療や最先端の研究分
野に不可欠なガラス
ヒーターや顕微鏡用培
養装置の開発、製造、
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

“ 付加価値の高いものづくりを通じて社会に貢献したい ” とい
う思いで、営業・開発・製造という 3 つの仕事が、同じ社屋の
中でものづくりに携わっている少数精鋭企業です。製品はノー
ベル賞を受賞するような先生方が使用しており、人々の生命に
携わる仕事です。

〒418-0074
静岡県富士宮市源道寺町306-1

素直さ、謙虚さ、向上心、探求心
「真に社会や人の役に立てる一流のプロをめざせる
人」を求めています。

営業・開発・製造という3つの仕事が、同じ社屋の
中でものづくりに携わっており、風通しの良い社風
です。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

会社の魅力は？

50名程度の会社ですので、若いうちから様々な仕事
も任せてもらえます。残業も月1.2時間と少ないです。

生命科学や再生医療といった、社会貢献度が高くかつ
成長性のある業界に携わり、仕事ができることです。
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　当社は1981年の創業以来、熱技術の追究と工業炉の製作に挑み、
画期的な鋳造（ちゅうぞう）用アルミ保持炉の開発により、“アル
ミ炉のトウネツ ” として世界に名を知られるようになりました。
製品は 100 ％自社オリジナル。従業員の７割が技術者。研究開発
重視の社風です。
主製品「アンダーヒーター型アルミ保持炉」のシェアは世界一！
　現在、世界 23か国で稼働しています。国内主要自車メーカー全
社をはじめ、内外ユーザー企業の熱いエールに応え、トウネツは
熱処理の “オンリーワン ”技術で世界をリードします！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神東町 16
望月 城也太
2,000 万円
1984 年 2月 4日
20.4 億円
95 名
（北山工場）
静岡県富士宮市
北山 7427-805
工業炉、工業用熱処理
設備の開発、設計、製
造、販売、施工、技術
コンサルティング

Q&A

会社の魅力は？

従業員 100 人にも満たない小さな会社なのに、世界のトップ企
業のみが採用する産業用機械装置を、ゼロから開発・設計し作っ
てしまうところ。こんな熱い開発エネルギーをもった中小企業
なんてめったにないと思います！

〒418-0007
静岡県富士宮市外神東町16

ライン製造にない奥深さ。毎日の工夫が楽しい、自由
なものづくり環境。仕事へのハマり度の高いところ。

職業に王道なし！　皆、ゼロからスタートです。あ
せらずコツコツと地道に取り組めばＯＫ！

どんな社風？

新入社員に求めるものは？

入社したらどんな成長ができる？

イキイキした明るい社風で社員はみんな顔見知り。
ゆる～い体育系のノリかな？　

一途に勤め上げれば、誇張ではなく、この分野世界
一のエンジニアや設計者にもなれます！

　当社では設立以来、主に国内重電気メーカーの配電盤・制
御盤を製作。53期目に入っています。
大手重電気メーカー各社と協力関係を築き、お付合いから得
た品質管理ノウハウをもとに、独自の生産管理体制を持って
活動しています。
配電盤・制御盤の製造は「横の繋がり」が最も大切な仕事。
コミュニケーションと技術の向上に、最も力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
339-1
上柳 浩志
2,000 万円
1969 年 7月 1日
13 億 5,000 万円
（2021 年 6月現在）
97 名
（パート・契約社員含）
配電盤・制御盤の設計・
製造、太陽光パネル設置

Q&A

新入社員に求めるものは？

配電盤や制御盤関連製品をメインに、設計製造から現場での設
置までをワンストップ対応。
下記の全工程を一貫して自社で行う為、短納期に対応すること
も可能です。

〒417-0001
静岡県富士市今泉339-1

ものづくりが好きで、学び続ける意欲と向上心のあ
る方。

電気の基礎知識や技術の習得、CADの使い方等を学
び、電気工事士資格取得を目指します。

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

事業活動を通じて、地域社会に貢献しています。役
員との距離が近く、意見の言いやすい職場です。

電気関連の技術向上には上限がありません。やれば
やるだけ面白味が増えていく仕事です。
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■お客様からの「こんなフィルムがほしかった！」に応える会社■
　創業88年、当社は日常生活に身近な素材［プラスチックフィルム］
の専門商社でありながら、国内と海外に生産拠点を持つ加工メー
カーでもある少しユニークなビジネススタイルをもつ会社です。
商社としての提案力とメーカーとしての技術力を活かして［素材選
定、加工設計、機能設計、デリバリー］等、お客様からのご要望に
一貫対応しています。
新しいものを生み出す為の粘り強さとチャレンジ精神をお持ちの
方、お待ちしています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都港区芝浦
3丁目 1番 1号
田町ステーションタワーN33 階

宮下 正博
3億 1,000 万円
1979 年 1月 12 日
685 億円
（2020年度3月期実績）
467 名
静岡県富士宮市
北山 5961-1
各種高機能プラスチッ
クフィルムを工業材
料、電子材料分野に加
工及び販売

Q&A

どんなスキルを求める？

私たちの扱う製品：プラスチックフィルムは皆さんのお持ちの
スマートフォン、家電製品、車の内装、街のショーウィンドウ等、
様々なところに使用されています。多彩な用途を持つフィルム
に更なる付加価値をつける弊社の技術が今日も日常生活を支え
ています。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5961-1

わからないことをそのままにせず先輩に質問したり
自分で調べる探求心や積極性をお持ちの方を求めて
います！

やる気次第で若い社員も大きな仕事にチャレンジでき
る会社です。もちろん先輩社員もサポートしますよ！

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

新入社員に求めるものは？

専門商社としての提案力と加工メーカーとしての技
術力、１社で２つを兼ね備えていることが大きな特
徴です。

新入社員ならではの自由な発想と行動力！あなたの
気づいたことや、アイデアも遠慮せず聞かせてくだ
さいね。

　当社は化粧品・健康食品・医薬部外品の製造加工を通じて「製
造 ×Logistics 企業」として、品質と価格の総合サービスに於
いて、日本で№１（ナンバーワン）企業を目指します。環境
の変化に柔軟に対応し、且つ、論理的・科学的手法により顧
客の課題を適切に解決できる専門性の高いソリューション・
カンパニーを実現し、鈴与グループの企業理念である共生（と
もいき）の精神に則り、物流と製造で地域社社会に貢献して
参ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市南陵
3番 1
鈴木 伸一
3,000 万円
1951 年 2月 19 日
非公開
280 名
・製造加工業
・倉庫業
・自動車運送取扱業

Q&A

会社の魅力は？

パッション（情熱）・ミッション（使命）・アクション（行動）
の３つのキーワードの元、製造・保管・配送までの作業を一貫
して行うことができるワンストップソリューションでお客様の
ビジネスをサポートしています。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵3番 1

アットホームな雰囲気で風通しの良い職場です。 製造・倉庫・輸送の３本柱で構成されているため、様々
な職種があります。

新入社員に求めるものは？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

明るく挨拶が出来て、コミュニケーションをとれる
人が良いです。

社名からは想像できない職場です。ぜひ一度会社見
学に来てみてください。
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　現代の社会は、個性があるのに個性が削られる…そんな社会で
す。私たちの会社は一人ひとりの個性を尊重します。個性が削ら
れた四角いピースには、将来的に「代わりのピース」がいるとい
うことです。「幸せ」を感じるよりも「不安」が付きまとう人生に
なると思います。
ですが、当社は「あなたというピース」の個性を大事にします。
「ピース」が「ピース」の個性を生かし合い、かばい合うことが、
本当の組織づくりと考えるからです。ミズ・バラエティーは、今
後も既存の様々な当社のリソースを使って、新たな事業を立ち上
げ、さらなる発展を目指します。既存の事業も当社「独自の強み」
により、上場企業を中心にどんどん伸びています。 

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
383-5
栗田 佳幸
9,500 万円
1972 年 7月
16 億 8,000 万円
（2021 年 4月期）
274 名
化粧品・医薬部外品等
の受託製造 /健康食品
の受託製造 / 医療機器
の組み立て、加工業務
 /物流サービス業務全般

Q&A

新入社員に求めるものは？

“100,000 時間 ”これ、なんの時間かわかりますか？定年まで勤
めあげる人が会社で過ごすおおよその総時間数です。
時間は財産そのものです。これほどの時間を無為に過ごして
はもったいない。当社は働く事を通じて、学び、成長してい
ける会社です。 

〒417-0001
静岡県富士市今泉383-5

自分だけでなく周りも幸せにしたいと考えることが
できる人・素直で明るい人・向上心・学習意欲の旺
盛な人 

色々なことにチャレンジできる！成長できる！
大企業や海外向けの仕事ができる！
中小規模だけど堅調な会社！ 

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

どんな社風？

経営理念の一人一人とは顧客であり、仕入先であり、
従業員であり、家族であり、自分です。
「皆が幸せになること」が経営理念です。

『職場の仲間を心から大切にする』
様々な事業部と共に高め合い支え合える仲間がたく
さんいます。 

お客様に高品質な製品を提供するため技術を高める努力をし続けています。
医薬品・食品・半導体・化学薬品等、各社の工場で使用されているタンク
を製作しております。又新製品、技術開発にも全力をつくしております。
お客様との打合せからはじまり、設計、材料入荷、切断、曲げ、溶接、研磨、
電解研磨、洗浄、出荷まで全てを行っています。
材料から仕上げ出荷迄と国内でも数少ない企業です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3507-24
髙木 和明
1,000 万円
1982 年
非公開
20 名
（男性 13 名・女性 7名）
医薬品・食品・半導体・
化学薬品といった幅広
い分野のタンクを製作
しているものづくりの
会社

Q&A

新入社員に求めるものは？

近年機械化が進んでいますが、当社は多種多様なタンクを製作して
いる為、タンクの溶接は人の手で行っております。ベテランによる
溶接はまさに職人技です。クレーンで吊っている食品向けの大きな
タンクはお酢を入れるタンクで、高さ 11ｍあります。このタンクは
各自の技術を結集して作りました！！こんなタンクを一緒につくり
ませんか？

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-24

①目的・目標 ②協調性 ③思いやりのある人
④健康な人

各資格の取得が必要です。先輩方から一から教わり
初めての方も覚えていきます。女性溶接士も在籍し
て頑張っております。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

製作者は多数資格が必要となります。
資格補助もしておりますので向上心がある方は多く
の資格取得ができます。

住宅手当・家族手当・通勤手当・資格手当（資格取
得補助）・作業着支給・食事補助・職能手当・ボーナ
ス年2回・有給付与

（食品向） （工場内女性溶接士）

（半導体向）
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