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株式会社渡辺製作所 二本松工場

お客様から素材をお預かりし、付加価値をつけてお届けする仕事。

http://www.watanetu.jp
43
金属製品製造業

　自動車、農機具、建設機械、産業機械、工具な
ど、当社はありとあらゆる分野のものを熱処理して
います。金属熱処理はお客様から素材をお預かり
し、付加価値をつけてお届けする仕事。お客様の
ニーズにお応えすることが、当社の使命であると考
えています。
　連続炉、ピット炉、バッチ炉、真空熱処理炉、高
周波焼入機などを備え、さまざまな熱処理に対応
しています。母材の組織を安定させ、その後に部分
的な焼入を施すなど、複数の処理が必要な場合も
当社だけで行え、それが特徴の一つになっておりま
す。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［初任給］
［主要製品］
真空熱処理、雰囲気熱処理、
ロー付け、窒化、高調波焼入、
アルミ合金の熱処理

〒964-0803
福島県二本松市八万舘
10-6
渡辺将志（わたなべ まさし）
1961年6月
2,500万円
100名（2016年12月現在）
TEL.0243-24-8305
FAX.0243-24-8306
watanetu@ginzado.ne.jo
高卒 160,000円～

企業概要

　二本松工場は、2013年より稼働して今年で4年
目になります。働いている従業員は20代が多く、
部署関係なくとても和気あいあいとしています。

　入社前、熱処理について知識も何もない私

でしたが、昨年一級技能士に合格することが

できました。

For Message
先輩社員のメッセージ

営業管理部

田辺  和哉

有限会社吾妻プレス工業

「良い物を速く安くお届けする」を掲げて営業及び生産活動をしております。

http://azumap.sakura.ne.jp
44
生産用機械器具製造業

　金属プレス加工を主体として金型の設計製作及
びそれに付随する加工を手がけています。「良い物
を速く安くお届けする」を掲げて営業及び生産活
動をしております。現在は自動車関連部品を中心
に、産業機器部品や電子機器部品等を手がけてお
ります。加工している板厚は0.03～9.00まで取り
扱いをしています。金属プレス加工内容は抜き、曲
げ、絞りを手がけており、試作、単発、順送加工に対
応可能。金型に関しては2次元から3次元加工に対
応しており単発型、順送型、簡易型の設計製作を
手がけております。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［初任給］

［主要製品］
自動車関連部品、産業機器部品、
電子機器部品等

〒969-1511
福島県二本松市下川崎字
篠根坂山20
渡辺　隆（わたなべ たかし）
1968年
1,000万円
27名（2016年12月現在）
TEL.0243-54-2301
FAX.0243-54-2303
azumap@olive.ocn.ne.jp
高卒 160,000円～
大卒 200,000円～

企業概要

　どんな難局でも社員一丸となって乗

り切っていこうという気持ちが強くある

会社です。社員も若い方が多く、中心と

なって活躍しています。5Sにも力を入
れ、最新の設備も整っておりとても働き

やすい環境になっています。

For Message
先輩社員のメッセージ

製造課 課長

安斎  　隆

にほんまつ
企業ガイドブック

にほんまつ
企業ガイドブック 27
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株式会社尾形製作所46

当社の技術力に対し高い評価を得ております。

金属製品製造業

　当社は、工作機械用電磁チャック、上下水道用
製品、水力発電システム、建築金物等幅広い分野
の機械加工、組み立てを行っております。得意先は
大手企業から地元企業まで多岐にわたり、全ての
お客様から当社の技術力に対し高い評価を得てお
ります。汎用機、NC機の操作、組み立てには個々人
の能力、技術が製品品質に大きく影響するため、能
力開発、資格取得には特に力を入れております。ま
た、ISO9001を取得し、日々事業システムの改善、
小集団活動によるいきいきとした職場作りへの取
り組み等  30名程度の会社だからこそ出来ること
は無限です。

企業概要

　モノづくりの楽しさ、感動を共にあじわいません
か。無から有を生み出すことは、何ものにも代え難い
喜び、充実感を得ることが出来ます。図面に書かれ

た設計者の意図を、自分で機械操作し、思い通
りの製品に仕上げたときの達成感は爽快です。
お客様からの感謝の言葉も大きな励みとなり
ます。日本のモノづくりを共に支えよう。

For Message
先輩社員のメッセージ

代表取締役

尾形 喜久雄

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］

［初任給］
［主要製品］
工作機械用電磁チャック、下水道製品、
水力発電システム、建築金物

〒969-1402
福島県二本松市米沢字
名目志78
尾形喜久雄（おがた きくお）
1976年2月
1,000万円
30名（2016年12月現在）
TEL.0243-54-2231
FAX.0243-54-2232
server@
ogataseisakusho.co.jp
高卒 165,000円～

株式会社アベデン

私達は「ものづくりのPRO集団」を合言葉に、新しい技術や手法に挑戦。

http://www.abeden.biz/
45
電気機械器具製造業

　お客様のご愛顧を頂き、創業より28年を迎える
ことが出来ました。私達は「ものづくりのPRO集
団」を合言葉に、新しい技術や手法に挑戦しなが
ら、お客様に満足いただける「品質」「価値」「納期」
に応え、「スピード」ある対応、真心こめた「サービ
ス」に努めてまいりました。これからも、お客様にご
満足頂ける様、精進していきます。そして全ての携
わる人々の、幸福達成を実現するために、日々チャ
レンジ！してまいります。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［主要製品］
精密巻き線機組立、各種制御盤組立、
各種ハーネス加工品

〒960-1403
福島県二本松市渋川字
上払川89-1
安部敏弘（あべ としひろ）
1989年12月
1,000万円
76名（2016年12月現在）
TEL.0243-24-6022
FAX.0243-53-2559
info＠abeden.biz

企業概要

　当社では、産業機械・制御盤の組立やハーネス加
工など、普段は目にする機会が少ない製品の製造に
携わっています。製品の中には桃の選果場や新幹線
ホームのLED乗車案内板、またスマートフォ
ンに搭載される精密部品を製造する産業機械
など、皆さんの生活に無くてはならないモノづ
くりに携わる事に自信と誇りを持っています。

For Message
先輩社員のメッセージ

営業部長

本多    茂

にほんまつ
企業ガイドブック

にほんまつ
企業ガイドブック28
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山栄食品株式会社 福島工場48

機械に頼らず、人の手によって作られる製品の製造を得意とするメーカー

食料品製造業

　ひとりずつ手で巻きあげたロールキャベツ、一個
ずつかんぴょうで口を縛っていく餅入巾着など、機
械に頼らず、人の手によって作られる製品の製造を
得意とするメーカーです。それだけに、工場の大き
さにくらべて作り手の人数が多く、また女性が多い
のも特徴です。今、日本中どこに行っても人手不足
が叫ばれる中、他社が”苦手”とすることで、お客様
の信頼と、市場での優位性を得ています。

企業概要

　職場は、女性が多く活躍し、活気あふれています。仕事の内容とし

ては、誰でもできる簡単作業で休みも取りやすい職場で、特にお忙

しいお母さん方は、自由に休みが取れて働きやすいと思います。

　おいしく、安全な食品をみんなで作り、みなさんの食卓に届けた

いと思います。

For Message
先輩社員のメッセージ

菅野  保広

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［初任給］
［主要製品］
冷凍・冷蔵食品（ミートボール・
ハンバーグ・ロールキャベツ・
餅入り巾着）

〒969-1512
福島県二本松市上川崎
字上種田99
渡辺順治（わたなべ じゅんじ）
1996年9月
3,000万円
150名（2016年12月現在）
TEL.0243-52-2340
FAX.0243-52-2377
高卒 140,000円～

沖マイクロ技研株式会社

沖マイクロ技研は製品を通して、「社会を動かす仕事」をしている会社です。

http://www.oki-microeng.co.jp/　
47
電気機械器具製造業

　OKIグループの沖マイクロ技研は日常生活にお
いて身近な機器に使用される製品の開発・設計・
製造・販売をしています。プリンターやコピー機、
FAX、スキャナー、レジスター、ミシン、エアコンなど
には「ステッピングモーター」、コンビニや銀行にあ
るATM、空港の航空券発券機、自動販売機などに
は「ロータリーソレノイド」、各家庭にあるガスメー
ターには「ガス遮断弁」が使用されています。このよ
うに「社会を動かす仕事」をしている会社です。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［初任給］

［主要製品］
PM型ステッピングモーター、
小型ギアードステッピングモーター、
高精度HBステッピングモーター、
ロータリーソレノイド、ガス遮断弁

〒969-1403
福島県二本松市渋川字
十文字10番地
松山光雄（まつやま みつお）
1998年10月1日
1億円
70名（2016年12月現在）
TEL.0243-61-3001
FAX.0243-61-3002
mori373@oki.com
高卒 161,000円～
大卒 210,000円～

企業概要

　私たちが製造している製品は目に見える場所では使わ
れていません。ただ、ＡＴＭの内部でお金を運んだり、プリ
ンターを動かしたり、家庭をガス漏れから守ったり、機械の
中で静かに大活躍しています。直接感
謝されることはありませんがひっそり
と誰かの役に立っています。それって
ちょっといいと思いませんか。

For Message
先輩社員のメッセージ

品質保証課　

守山  　忍

にほんまつ
企業ガイドブック

にほんまつ
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高橋電機株式会社

電力用制御盤、保護盤製造に従事し、電力の安定供給に寄与しております。

http://www.takahashi-e.co.jp/
50
電気機械器具製造業

　当社は、設立以来、主として電力用制御盤、保護
盤製造に従事し、火力をはじめとする各種発電所
及び変電所などに広く採用され、電力の安定供給
に寄与しております。福島県二本松市は、高村智恵
子がこよなく愛した「ほんとの空」があるふるさとで
す。「ほんとの空」の下、美しい自然に囲まれた環境
の中で、日本国内だけでなく、広く世界に、わたした
ちの製品やサービスを提供していく使命を強く
持っています。これからも当社は、お客様、社会を支
えるために、成長・進化し続けます。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］

［初任給］

［主要製品］
各種配電盤、制御盤、精密板金加工
部品並びに金属塗装部品

〒969-1403
福島県二本松市渋川字
十文字1-11
髙橋正実（たかはし まさみ）
1974年1月6日
2,000万円
146名（2016年12月現在）
TEL.0243-53-2221
FAX.0243-54-2422
e.watanabe@
takahashi-e.co.jp
高卒 151,500円～
大卒 181,500円～

企業概要

　昭和49年に福島県二本松市に設立し、主として電
力用制御盤、保護盤製造に従事し、業績を伸ばして参
りました。高品質の製品を提供する為に一貫して社員
教育を徹底し、良い製品をお客様へ提供す
る事を基本理念にしています。社員一人ひ
とりの成長・進化が、社会を支える大きな力
となっていくものと確信しております。

For Message
先輩社員のメッセージ

総務グループ 参事

渡辺  英治

株式会社サンライト

”輝く明日を創造するサンライト”をキャッチフレ-ズに地域社会に貢献。

http://www.sun-lt.co.jp
49

化学工業

　”輝く明日を創造するサンライト”をキャッチフ
レーズに地域社会に貢献できる会社を目指してい
ます。主に国内外の有名な自動車車載用のプラス
チック部品を生産し、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。
製品は、当社独自の固有技術と最新の機械装置に
よって生み出され、塗装技術を応用した加飾方法
の生産に特化し品質の向上と安全な職場環境維
持のため、2Ｓ（整理整頓）活動で「見える化」を推
進し、又各種セミナーへの参加、会社負担による通
信教育の受講等、人財教育に力を入れています。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［初任給］

［主要製品］
自動車車載用プラスチック部品、
ＯＡ・ＡＶ機器関連部品

〒969-1403
福島県二本松市渋川字
蛇森1-2
吉田大樹（よしだ だいき）
1974年11月28日
1,000万円
78名（2016年12月現在）
TEL.0243-54-2111
FAX.0243-54-2188
m-kato@sun-lt.co.jp
高卒 140,000円～
大卒 200,000円～

企業概要

　私が所属する生産管理部の主な仕事は、お客様よ
り受けた注文を満足していただくために、生産計画の
立案・進捗管理です。正確性・確実性が要求されます。
複雑で難解な部分が多くあります。先輩社員の
方が丁寧に指導してくれます。職場は活気にあ
ふれ仕事に取り組む姿勢は真剣で見習うこと
がたくさんあり、私の仕事の原動力です。

For Message
先輩社員のメッセージ

生産管理部

亘理  美沙子

にほんまつ
企業ガイドブック

にほんまつ
企業ガイドブック30
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天昇電気工業株式会社 福島工場

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います。

http://www.tensho-plastic.co.jp
51

化学工業

　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。自動車
部品・家電・OA機器など、受託生産における外装
品や機能部品のサポートも、TENSHOの得意とす
る分野です。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。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］

［連絡先］

［メール］

［初任給］

［主要製品］
自動車部品、ミッペール、テンバコ、
テンタル

〒969-1403
福島県二本松市渋川字
囲壇1番地
石川忠彦（いしかわ ただひこ）
1936年5月1日
12億800万円
約550名（国内）
（2016年12月現在）
TEL.0243-53-2311
FAX.0243-53-2311
i-yamazaki@tensho-
plastic.co.jp
高卒 150,000円～
大卒 190,000円～

企業概要

　現在行っている新型自動車のグリル製品の検査は
日々不具合箇所が変わるため、限られた時間内で検
査をするのは大変ですが、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。

For Message
先輩社員のメッセージ

第二技術部

澁谷  聡一

東北江南株式会社

工業用プラスチック・ゴム製品を製造・販売行っています。

http://t-kounan.co.jp
52
ゴム製品製造業

　東北江南は工業用プラスチック・ゴム製品を製
造・販売している会社です。あまり耳なじみのない
言葉かも知れませんが、一口に言えば「工場で使用
するための樹脂製品」です。県の内外を問わず様々
な工場が世にはありますが、樹脂製品が使われて
いない工場は無く、東北江南はそうしたあらゆる工
場に存在するビジネス・チャンスを糧に日々成長し
ています。ベルトやホース等既製品をメーカーから
直接販売するだけでなく、板材や丸棒から機械加
工で削り、更にそれらを接着や溶接で組み立てて
お客様に提供することが主な業務です。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［メール］
［初任給］

［主要製品］
工業用プラスチックの切除及び
組み立て加工品

〒969-1513
福島県二本松市小沢字
柳原72-4
遠藤敏昌（えんどう としあき）
1992年5月25日
1,000万円
200名（2016年12月現在）
TEL.0243-61-3491
FAX.0243-53-2770
info@t-kounan.co.jp
高卒 159,000円～
大卒 200,000円～

企業概要

　「お客様の満足は私達の満足」をモットーに、
あらゆる産業の発展をプラスチック・ゴムでお手
伝いしている企業です。工業用の樹脂製品なら
なんでもそろう、もし世の中に無い物で
も自分たちで作れます、という事を強み
に日夜頑張っています。

For Message
先輩社員のメッセージ

取締役総務部長

遠藤  隆雄
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社会福祉法人 二本松市社会福祉協議会

皆がともに生きていける豊かな社会をつくるために

http://nihonmatsushisyakyo.or.jp/

社会保険・社会福祉・介護事業

　社会福祉協議会は、暮らしの中のいろいろな問
題を解決しながら、誰もが安心して暮らすことがで
きる地域社会づくりを目指して活動している民間
の非営利団体です。本会の活動は地域の皆様や関
係機関と地域福祉を進めるために様々な活動を行
う「地域福祉事業」と、居宅介護支援、訪問介護、
訪問入浴、デイサービス事業所の運営を行う「福
祉サービス事業」の大きく分けて二本立てで活動
をしています。福祉は”笑顔”をつくる仕事です。皆が
ともに生きていける豊かな社会をつくるため、これ
からも福祉活動を推進して参ります。

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［社員数］
［連絡先］

［メール］

［初任給］

［事業内容］
地域福祉事業、学童保育、
居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴、
デイサービス事業所の運営等

〒969-1404
福島県二本松市油井字
濡石1-2
安齋英雄（あんざい ひでお）
2005年12月1日
170名（2016年12月現在）
TEL.0243-23-7867
FAX.0243-23-9046
soumu@nihonmatsushi
syakyo.or.jp
高卒 148,700円～
大卒 170,800円～

企業概要

　訪問入浴の看護師として、医療の知識・技術を
生かしながら、心強い介護スタッフと一緒に楽し
く働いています。利用者様が「お風呂に入ると幸
せ」と感じる最高の時間を提供できるよう、日々
努力を重ねています。職場内は、休日が取りやす
く、子育て中の私でも安心して仕事が出来る、温
かくて、明るい職場です。

For Message
先輩社員のメッセージ

訪問入浴

佐藤  有美

54

日昇工業株式会社53

技術と品質に磨きをかけ、地域に貢献

輸送用機械器具製造業

　主に自動車用・産業用ソフトメタルガスケットを
製造しており、よりよい品質を追求しています。
　社員の平均年齢も若く、男女問わずやりがいを
見いだすことのできる会社です。これからも、技術と
品質に磨きをかけ、地域に貢献できるようがんばり
ます。

企業概要

　「明るく楽しく元気よく」をモットーに、活気溢れる職場です。

自分自身の可能性を目覚めさせてくれる会社ですので、自分自

身の成長を常に感じる事が出来ます。自分の可能性をもう一度

探してみませんか？

For Message
先輩社員のメッセージ

総務

渡部  一裕

［所在地］

［代表者］
［創　業］
［資本金］
［社員数］
［連絡先］

［初任給］
［主要製品］
ソフトメタルガスケット

〒969-1511
福島県二本松市下川崎
字花立山21-1
須澤恭市（すざわ きょういち）
1977年1月
5,000万円
69名（2016年12月現在）
TEL.0243-54-2636
FAX.0243-54-2265
高卒 135,000円～
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