設備工事業

二本 松エリア

① 有限会社浅川製作所
業務用厨房機器の製造販売から建築関連のステンレス金物工事まで
当社は、ステンレス製流し台、調理台等の業務用
厨 房 機 器のオーダーメイド製 作から事 業を開 始
し、今年で創業60周年を迎えます。
現在では業務用厨房機器の製造販売はもとよ
り、建築関連のステンレス金物工事にも携わってお
り、県内のステンレス流し台製造や、スロープ用手
摺施工を手掛けております。
また、個人のお客様に対しましても、住宅用のオ
リジナルキッチンの製作に対応し、個性的な空間の
提供をさせて頂いております。
今後も客様の多様なご要望にお答え出来る様

企業概要
［所在地］ 〒964-0924
福島県二本松市中森96-1
［代表者］ 三浦章一（みうら しょういち）
［創 業］ 1957年3月25日
［資本金］ 500万円
［社員数］ 10名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-2786
FAX.0243-22-2786
［メール］ mail@asakawa-sus.com
［主要製品］
業務用流し台、調理台、
スロープ手摺工事、
ステンレス金物

に、設備投資及び技術の向上に努めてまいります。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

当社は 、個々のお客様に合わせた、少量多品種
の製品提供を目標としております。その為に資格
取得等を行い、社員個々の技術向上を図ってお

浅川 修一

ります。個々の技術を磨く事により、
トータ
ルとしての品質向上を目指しております。

職業紹介・労働者派遣業、保険業

岩 代エリア

② 株式会社アスク

http://www.maruya-gr.co.jp/ask/summary.html

「人は人の為にあり」
をモットーに
人財派遣業・・・
「人材ではなく、人財である」の
考えをもとに労働者派遣許可を取得し、幅広い分
野への派遣サービスを提供しております。
損害保険・生命保険代理店業・・・東京海上日動
火 災 保 険 ( 株 )の代 理 店として、
「 人は人の為にあ
り」をモットーに活躍しております。お客様が笑顔
で安心して暮らせるように、全力でお守り致します。
コインランドリー業・・・二本松で最初のコインラ
ンドリー店。常に清潔な設備で、皆様のご来店をお
待ちしております。

東 和エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

社名のアスクは 、英語の「ASK」
（ 訊ね る・尋ね
る・聞く）に由来します。皆様からのお声を頂戴し、
経験と知恵を出し合い、地域社会に喜ばれる社会

保険部

氏家 直稔

6

にほんまつ
企業ガイドブック

づくりをしようという意味を込めております。社員
一同、笑顔喜業を目指し、地域社会の発展と繁栄
に全力で取り組んでおります。

企業概要
［所在地］ 〒964-0817
福島県二本松市高西
65番地5
［代表者］ 佐藤興司（さとう こうじ）
［創 業］ 2000年7月1日
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 45名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-2000（派遣）
TEL.0243-22-0555（保険）
FAX.0243-22-2100
［メール］ ask-tokiomarine
@maruya-gr.co.jp
［初任給］ 高卒 160,000円〜
［事業内容］
労働者派遣業
東京海上日動火災保険㈱代理店
東京海上日動あんしん生命保険㈱代理店
コインランドリー業
（二本松市榎戸一丁目310番地）

社会保険・社会福祉・介護事業

http://www.adachifukushi.jp/

「地域社会の福祉サービスの発展向上と福祉人材の育成」に努めております
当法人は安達地方の中核的な社会福祉法人で、
特別養護老人ホームやショートステイ、デイサービ
スセンターの高齢者福祉施設と障がいをお持ちの
方を対象とした就労継続支援Ｂ型事業所の経営
に加え、将来の地域福祉の担い手を育成する介護
福祉専門学校を経営しています。
さらに平成29年4月から二本松市の委託を受
け、地域包括支援センター2か所を開所いたします。
当法人は尊敬・信頼・実行を基本姿勢に「地域
社会の福祉サービスの発展向上と福祉人材の育
成」に努めております。

先 輩 職 員 の メッセ ー ジ

［所在地］ 〒964-0938
福島県二本松市安達ヶ原
一丁目291番地1
［代表者］ 理事長 本多正広
（ほんた まさひろ）

［創 業］ 1984年9月3日
［社員数］ 263名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-62-0515
FAX.0243-62-0488
［メール］ info@adachifukushi.jp
［初任給］ 高卒 143,700円〜
大卒 161,300円〜
［事業内容］
老人福祉事業

社会福祉法人あだち福祉会は 、二本松市をはじめ安達地方市町

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

③ 社会福祉法人 あだち福祉会

村の全面的な支援を受けて設立された社会福祉法人です。安心して
生涯働くことができる環境が整っておりますので、私たちと一緒に

職 員 一 同 より

その素敵な笑顔でご利用者に元気を送りませんか。あなたの笑顔と
チカラを必要としています。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

④ 株式会社礒野製作所
「切削分野における高い技術とアイデアをご提供する」
を合言葉に。
昭和12年東京にて発足し、永年に渡り大手光
学機器・事務機器メーカーとして共に精密切削加
工メーカーとして歩んで参りました。昭和48年に
二本松工場を開設し県内外を問わず幅広く取引を
させて頂いております。現在では半導体・自動車設
備関係など多方面の分野へ拡がり、高精度の部品
製作により機能の優れた製品開発に貢献させて頂
いています。施盤・マシニング加工を中心に「切削
分野における高い技術とアイデアをご提供する」を
合言葉とし、永年培って来た高い技術と経験、並び
に熱い熱意でお客様のニーズにお答えする、それが

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

企業概要
［所在地］ 〒964-0936
福島県二本松市諸越谷114
［代表者］ 田中達人（たなか たつひと）
［創 業］ 1951年2月8日
［資本金］ 5,000万円
［社員数］ 38名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-9331
FAX.0243-22-9337
［初任給］ 高卒 170,000円〜
大卒 200,000円〜
［主要製品］
カメラ部品、OA機器部品、
産業用ロボット部品の切削加工

東 和エリア

磯野製作所です。

岩 代エリア

www.isono.co.jp/

日頃からパソコンに触ることが多かった私は、自分の身近にある
周辺機器の部品を作っている会社に興味を持ち、入社しました。物
作りのサポートをする立場として、
「どう効率よく動くか」をよく考

工場管理課

えるようになり、その結果お客様の声に答えることが出来た時にと

本多 美香

てもやりがいを感じます。

にほんまつ
企業ガイドブック
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プラスチック製品製造業

二本 松エリア

⑤ 宇部樹脂加工株式会社
http://www.ujk.co.jp

硬質フロート、樹脂ローラーメーカーとして50年の高い技術力。
硬質フロート、樹脂ローラーメーカーとして50
年、海に携わる企業として水産業・ダム・海洋工事・
海洋調査・等々、国内外専門分野への提案と供給
を続けて参りました。東日本大震災では津波による
漁業施設の復旧に貢献。再生可能エネルギー分野
では汎用性に優れた信頼のおけるフロートの設計
開発を進め、福島県沖浮体式洋上風力発電施設ラ
イザーケーブル用フロートの開発に成功、国内品
初採用を頂くなど、各専門分野において高い技術
力に評価をいただいております。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

製造部

渡邊 達也

企業概要
［所在地］ 〒964-0812
福島県二本松市関1-4
［代表者］ 薄 孝昭（すすき たかあき）
［創 業］ 1965年3月20日
［資本金］ 2億8,000万円
［社員数］ 80名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-7801
FAX.0243-23-7805
［メール］ info@ujk.co.jp
［初任給］ お問い合わせください
［主要製品］
自社商品プラスチック製フロート・
プラスチック製ローラー等

製品の品質・価格・納期においてお客様へ信頼され 満
足していただくをモットーに「ものづくり」に邁進しており
ます。自社で開発したフロートやロー
ラーが水産業や各種企業をサポート
し、物 流 や 生 産 現 場 の 身 近 なところ
へ貢献できる嬉しさとユーザの声が
聞こえる楽しさがあります。

電気機械器具製造業

岩 代エリア

⑥ 株式会社エイクラ通信 福島工場
http://www.eikura.co.jp

弊社の製品は、
自動車や列車といった身近なところで活躍しています。
電線加工と情報機器の開発・設計・製造の２つ
の事業を通して、製品を全国のお客様へお届けし
ています。電 線 加 工 部 門では、自動 車用ワイヤー
ハーネスの加工、オーディオ機器の内部配線に使
用するテープ電線の製造を行っています。情報機器
部門では、
ソフトウェアからハードウェアまで当社
オリジナルの計 測 機 器（ 列 車用振 動 解 析 機 器や
レール遊間測定器等）の開発・設計から製造まで
一貫して行っています。当社の製品は、日常生活の
中で目に触れる機会は少ないですが、自動車や列
車といった私たちの身近なところで活躍していま

［所在地］ 〒964-0913
福島県二本松市茶園
2-180
［代表者］ 渡辺紀光（わたなべ のりみつ）
［創 業］ 1963年1月28日
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 60名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-4545
FAX.0243-23-4544
［メール］ kanri@eikura.co.jp
［初任給］ 高卒 165,000円〜
大卒 196,000円〜

東 和エリア

［主要製品］
ワイヤーハーネス、
テープ電線、
列車用振動解析機器

す。

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

エイクラ通信の
先 輩 社 員 より
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当社は 、
「 人材の育成」を重視しています。一つでも
多くの技術を習得すべく目標を立てて活動を進めてい
ます。社員みんなが気さくでなんでも話せる雰囲気が
あり、若手社員が学び やすい環境です。図
面の見方や機械の操作方法を先輩社員が
一つ一つ丁寧に教えてくれるので、安心し
て作業に臨むことができます。

飲料・たばこ・飼料製造業

http://okunomatsu.co.jp

「伝統の技」
と
「最新技術」
の融合により最良の酒造りに挑戦。
奥の松酒造は創業300年を迎える福島県を代
表する酒蔵です。安達太良山の伏流水から造られ
る酒は全国新酒鑑評会で8年連続で金賞を受賞す
るなど、国内外で高い評価をいただいております。
精米から瓶詰め工程までを全て自社で管理し、日
本酒業界ではあまり例を見ない瓶詰め後殺菌シス
テム(パストライザー)をいち早く導入致しました。
お客様に信頼され選ばれる日本酒ブランド「奥の
松」をめざすため、徹底した品質管理のもと
「伝統
の技」
と
「最新技術」の融合により最良の酒造りに
挑戦し続けてまいります。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

業務部

田中

舞

［所在地］ 〒964-0866
福島県二本松市長命
69番地
［代表者］ 遊佐丈治（ゆさ じょうじ）
［創 業］ 1716年
［資本金］ 1億円
［社員数］ 48名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-2153
FAX.0243-22-2011
［初任給］ 高卒 150,000円〜
大卒 150,000円〜
［主要製品］
日本酒、焼酎、
リキュール

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

⑦ 奥の松酒造株式会社

私は 通常業務の他に試飲会などのイベントに参
加することもあります。その場でお客様に試飲して
頂き「あっ美味しい」と言っていただいた時やお客
様の笑顔が見れた時、私はこんな笑顔にでき
る商 品 を販 売している企 業に勤めているの
だと誇りに思います。そして、そのようなお客
様の為に更に頑張ろうと励みになります。

金型製造業

社会に貢献したく日々邁進しております
当社は設 立３年 弱と大 変 若い会 社であります
が、前身の会社である春日精工株式会社から設備
などを引き継ぎ、元社員も多くカムバックしていた
だき、金型業界としては大変バランスの取れた20
歳代からベテラン技術者の60歳代までと人材にも
恵まれております。生産品目は主に自動車部品、
プ
ラスチック金型を製造販売しております。自動車は
ハイブリット・プラグイン・電気・燃料電池等で、ま
だまだ進化し続けるであろう業種の川下産業とし、
しっかりと地元に根を張り、微力ではありますが社

岩 代エリア

⑧ 株式会社カスガ
企業概要
［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市宮戸
68-21
［代表者］ 小早川五郎（こはやかわ ごろう）
［創 業］ 2014年6月24日
［資本金］ 500万円
［社員数］ 15名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-62-4871
FAX.0243-62-3550
［初任給］ 高卒 150,000円〜

会に貢献したく日々邁進しております。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

東 和エリア

For Message

金型とは何かも分からなくカスガに入社し製造現場に配属され、
自動車メーカー・家電メーカーの製品モデル 等を見せていただき、
各メーカーがこれから世の中に送り出す新・開発商品を直接我々の

社 員 より

手で作りあげていく工程に大変興味も湧き、やりがいも感じ取れる
仕事なので、日々頑張っています。

にほんまつ
企業ガイドブック
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繊維工業

二本 松エリア

⑨ 菅野繊維株式会社
県内で最も歴史のあるニット製品製造メーカー
当社は福島県内で、最も歴史のあるニット製品
製造メーカーであります。近年はデザイナーブラン
ドの「コム・デ・ギャルソン」の製品を中心に製造し
ており、又、福島県の織物及び縫製会社とコラボし
て「福島プライドオブシルク」を立ち上げ、
ミラノや
ニューヨークで独自の展示会を開催しております。
「物づくり」の楽しさを追求し、日本でも3台しか導
入されていない21Ｇのユニットマシンを使用して、
他社には出来ないこだわりのあるセーターを中心
に広く営業活動を展開しております。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

編機担当

渡辺 勝浩

企業概要
［所在地］ 本社
〒964-0917
福島県二本松市本町
一丁目188番地
平石工場
〒964-0981
福島県二本松市
平石高田二丁目64番地
［代表者］ 菅野京一（すげの きょういち）
［創 業］ 1947年6月30日
［資本金］ 2,500万円
［社員数］ 14名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-1234
FAX.0243-23-1235
［メール］ kannoseni@tkcnet.ne.jp
［初任給］ 高卒 150,000円〜
大卒 180,000円〜
［主要製品］
ニット製品（主に婦人・紳士セーター)

一本の糸から、セーターを造り出す楽しみ があり
ます。最新のコンピューターを利用して、多配色やシ
ルエットのきれいな製品を作り消費者には 大変喜ば
れています。流れ 作業では なく、
「 モノづくり」を皆で
一緒に考えながら、斬新なセーター
を世の中に送りだしています。

プラスチック製品製造業

岩 代エリア

⑩ 共伸プラスチック株式会社 福島工場
http://www.kyoshin-plastic.co.jp/

弊社のプラスチック製品を二本松から世界へ
弊社は埼玉・福島・宮城の3工場により、プラス
チック製品を製造している会社です。埼玉・宮城の
両工場では主に
「INJ工法」による自動車内外部品
の製造を、福島工場では「RIM工法」
と呼ばれる独
自の技術を活かし、建設・農業機械の外装部品や
浴槽設備機器の製造などを行っております。
「 RIM
工法」は、熱硬化性樹脂DCPDを主原料としてお
り、短時間で大型・複雑形状の成型品を製造でき
るのが特徴です。成型から組立、塗装、梱包出荷の
一貫生産体制によって、二本松から世界へ、お客様
の要望に沿った提案をして参ります。

［所在地］ 〒964-0984
福島県二本松市北
トロミ228
［代表者］ 多田恵一郎（ただ けいいちろう）
［創 業］ 1968年11月
［資本金］ 5,000万円
［社員数］ 253名（2017年3月現在）
［連絡先］ TEL.0243-62-3710
FAX.0243-23-9071
［メール］ info@kyoshin.plastic.co.jp
［初任給］ 高卒 164,100円〜
大卒 200,000円〜

東 和エリア

［主要製品］
農業機械、建設機械の外装部品及び
住宅設備機器、産業機械等

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

営業技術二課

佐藤 健一
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企業概要
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企業ガイドブック

プラスチック製品は 私たちの身の回りに溢れ 、現代社
会に必 要 不 可 欠 な 存 在で す 。用 途 や 性 能 、形 状 などに
よって材料や工法も様々です。弊社は建設機械や農業
機械の外装部品を中心に、中型・大型プラスチック製
品の生産をしています。実際に組み付け
られた外装部品を見かけると、やりがい
を感じ仕事の励みになっています。

輸送用機械器具製造業

常に低コスト・短納期・高品質を目標に、末永く支持される会社を目指して
当社は、鋳物の生産に使用する金型・木型の製
作をしています。建設機械や医療用機械など様々
な分野の型を手掛けていますが、主に自動車関連
のエンジンルームやブレーキ周りの部品の元とな
る形の型を製作しています。
完成までの流れとしては、鋳物図を基にCADを
用いて型設計をし、マシニングセンタで加工を行
い、手仕上げ、組立、検査を経て完成となります。
鋳物の生産手法も様々で、受注先に合った型作
りが求められる中、低コスト・短納期・高品質を常
に目標に、末永く支持される会社を目指していま
す。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

主任

伊東 篤史

［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市宮戸68-14
［代表者］ 遠藤洋一（えんどう よういち）
［創 業］ 1980年8月8日
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 27名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-5531
FAX.0243-22-6482
［メール］ miyado68-14@
kyokuyo-seiko.co.jp
［主要製品］
自動車部品・建設機械・医療用機械
などの金型・木型

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

⑪ 株式会社旭洋精工

私は入社 13 年目で、型製作の基本となる図面を起こす
設計業務に就いております。製作の工程や型の品質にと
ても左右する重要な業務の為、苦労は
多いですが、型の完成品を見た時、評
価の良い 鋳物製品が 取れ たとお客様
より報告を頂いた時などは 、とても嬉
しくやりがいを感じています。

宿泊業・飲食サービス業

⑫ 有限会社泉屋旅館（櫟平ホテル）
お客様の
「非日常の演出」
をモットーに。
名峰安達太良の中腹に位置し、鏡が池を臨む四
季の変化に富み自然豊かな眺望の温泉宿です。美
肌のランキングで３位となった全国的に珍しい酸
性の良質な温泉と岳温泉に唯一の薬草露天風呂、
地場の食材を使った繊細なお料理も堪能でき、特
に水上ダイニング「時空の舟」でのお食事は幻想的
な雰囲気の中ゆっくりとした時間を過ごせると好
評です。露天風呂に枡酒のサービスをはじめ一昨
年前には貸切露天風呂もオープン、お客様の「非日
常の演出」
をモットーに、
これからも新しいことに挑
戦し続けます。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

企業概要
［所在地］ 〒964-0074
福島県二本松市
岳温泉2-8
［代表者］ 阿部三枝子（あべ みえこ）
［創 業］ 1904年
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 50名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-24-2626
FAX.0243-24-2619
［メール］ info@kunugidaira.com
［初任給］ 高卒 170,500円〜
大卒 207,600円〜
［事業内容］
旅館業

東 和エリア

For Message

岩 代エリア

http://www.kunugidaira.com

ホテルはお客様が日常から離れ、食や温泉で心の芯からたっぷり
と癒される場所です。その場所で心からのおもてなしをし、お客様に
ご満足いただける様、日々務めております。お帰りの際、
「 すごく良

宿泊予約課

かったよ。また来るね 」と笑 顔で お声がけい ただくと、この仕 事 を

中村 恭子

やっていて良かった、又、さらに頑張ろうと思う瞬間です。

にほんまつ
企業ガイドブック

11

総合工事業

二本 松エリア

⑬ 有限会社さくら鐵工所
「全てのお客様により良い製品を」
をモットーに。
弊社は「全てのお客様により良い製品を」をモッ
トーに製作・施工させていただいております。
日々目
まぐるしく進化する社会の中、お客様の要求・思い
に迅速に対応する事を常に変わらず心掛けており
ます。一般住宅、鉄骨階段、工場・倉庫新設、
また公
共工事に於いては市・県立小中学校、高校等の体
育館改修、エレベーター室新設、鉄骨枠付耐震ブ
レースと大小問わず施工させていただいておりま
す。鉄骨は建物のいわば骨格。その構造体における
品質の向上と安全性の確保を計りつつ技術向上に
努力し更なる発展に努めている所でございます。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

代表取締役

佐藤 修治

企業概要
［所在地］ 〒964-0981
福島県二本松市
平石高田4丁目33番地
［代表者］ 佐藤修治（さとう しゅうじ）
［創 業］ 1992年4月1日
［資本金］ 500万円
［社員数］ 12名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.050-7544-8765
FAX.0243-22-1072
［メール］ satou-s@
sakura-engineer.co.jp
［初任給］ 高卒 185,000円〜
大卒 195,000円〜
［主要製品］
建築鉄骨製品、
鉄骨枠付耐震ブレース、鉄骨階段、
手すり、
クレーン等

弊社、㈲さくら鐵工所は 歴史の浅い事業所では
ございますが二本松を拠点にして鋼構造工事業を
しております。地元地域の皆様より信頼して頂ける
事業所となれる様にこれからも品質を保ち
技術力を向上して参りたいと思います。地
元企業様との連携を密に取り、共存・共栄し
ていきたいと思います。

プラスチック製品製造業

岩 代エリア

⑭ 三光化成株式会社 福島工場
http://www.sanko-kasei.co.jp

オーダーメイドプラスチック製品、業界トップクラスの生産高と技術力。
プラスチックは、精 密 機 器から自動 車 、衛 生 機
器、一般工業用品や電子機器など、あらゆるところ
で現代社会を支えています。当社は国内11工場、
海外3工場を有し、お客様の様々なニーズに合わせ
て製 品を開 発していく、オーダーメイドのプラス
チック製品を提供しており、設計、金型製作〜量産
成形、組立完成までの一貫生産システムにより、高
品質を維持し、
コスト・納期の合理化を実現してい
ます。大手企業250社近くのメーカーと取引きがあ
り、業界の中ではトップクラスの生産高と技術力を
有し、景気に左右されない安定した企業です。

東 和エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

生産管理係

齋藤
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にほんまつ
企業ガイドブック

彩

私は、物作りの職場に就きたいと思い、三光化成に入社
しました。身の回りの生活に欠かせない物の部品で使わ
れ、スーパー等などで自分が携わっている
商品が並べられたり、実際に手に取って下
さるお客様を目にするとうれしくなりま
す。お客様に役立っているんだな、社会に
貢献しているなと実感しています。

企業概要
［所在地］ 〒964-0813
福島県二本松市舟形
石山3番地
［代表者］ 細川貴志（ほそかわ たかし）
［創 業］ 1965年7月13日
［資本金］ 9,734万円
［社員数］ 660名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-3311
FAX.0243-23-1659
［メール］ fukushima-jimu@
sanko-kasei.co.jp
［初任給］ 高卒 155,500円〜
大卒 204,000円〜
［主要製品］
ウォシュレット関連部品、
ポンプ関連部品、エアーバック部品、
車載用部品

業務用機械器具製造業

http://www.sansei-iki.co.jp/

医療機器・診療用材料を販売している総合商社です。
当社は、福島県内を中心に医療機器・診療用材

［所在地］ 〒964-0803
福島県二本松市八万舘10-7
［代表者］ 権瓶健市（ごんぺい けんいち）
［創 業］ 1935年9月
［資本金］ 2,000万円
［社員数］ 312名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-62-0155
FAX.0243-62-1525
［メール］ main@sansei-iki.co.jp
［初任給］ 大卒 216,219円〜
［主要製品］
医療機器全般(歯科除く)

料を販売している総合商社です。昭和10年に創業
し、今年で82年目を迎えます。販売拠点として、郡
山、福島、会津若松、いわき、原町に営業所を構え、
県内一円をカバーしております。二本松物流セン
ターは、平成22年2月に開設し、県内唯一の物流
拠点として、約40名は従事しており、各販売拠点や
二本松市近郊の医療機関等へ商品の配送をして
おります。今後も、お客様のニーズを的確にとらえ、
特に、福島県内への医療への貢献を通じ、当社の
価値を高めてまいりたいと思っております。

東京で接客業をしていましたが、震災を機に
福島に貢献したい気持ちが強くなり、医療機器
販売シェア県内トップの今の会社に入社しまし
た。直接、病院様と接する機会は少ないのです
が、メーカーからの商品入荷や各営業所への出
荷作業を、物流スタッフ全員で正確かつスピー
ディーに行うことにやりがいを感じています。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

二本松物流センター

結城

安 達エリア

For Message

企業概要

亮

二本 松エリア

⑮ サンセイ医機株式会社

電子部品・デバイス・電子回路製造業

⑯ 株式会社CKF

多様な固有技術を駆使し、
ものづくりに取り組んでいます。
自動車部品産業のカルソニックカンセイグループ
における電子部品製造メーカーとして、自動車用
メーターをはじめとする各種電子部品・機器類の
ものづくりに取り組んでいます。多様な固有技術を
駆使し、各部品の成型、プレス、電子基板実装、塗
装、印刷、組立、検査、出荷まで、一貫した生産環境
が整っている事が当社の強みであり、
グローバル競
争力の大きな原動力となっております。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

工 務 グル ープ

丹野 峻吾

企業概要
［所在地］ 〒964-0867
福島県二本松市住吉
5番地1
［代表者］ 吉田敏宏（よしだ としひろ）
［創 業］ 2003年10月1日
［資本金］ 9,000万円
［社員数］ 338名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-3131
FAX.0243-23-3137
［初任給］ 高卒 160,000円〜
大卒 200,000円〜
［主要製品］
電子部品（メーター、回転センサー等）

私は 入社して 3 年目になりますが社員一人一人が競
争心をもって取り組む活気ある会社だと思っています。
また、自分の部署でも生産性向上や品質改善等、議論
しながら毎日少しでも良くしていこうという仕事の進
め方にやりがいを感じています。秋祭
りなど社 内イベントでリフレッシュも
できるので楽しく仕事ができますよ。

にほんまつ
企業ガイドブック

東 和エリア

For Message

岩 代エリア

http://ckf.jp.net/
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飲料・たばこ・飼料製造業

二本 松エリア

⑰ 大七酒造株式会社
http://www.daishichi.com

日本酒の正統的醸造法「生酛造り」に全国随一の評価。杜氏は「現代の名工」です。
大七酒造は福島県、安達太良山麓の城下町、二

［所在地］ 〒964-0902
福島県二本松市竹田
一丁目６６番地
［代表者］ 太田英晴（おおた ひではる）
［創 業］ 1752年
［資本金］ 2,000万円
［社員数］ 46名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-0007
FAX.0243-23-0008
［メール］ somu@daishichi.com
［主要製品］
日本酒
大七箕輪門（生酛純米大吟醸）
大七純米生酛
とろける酒粕

本 松 市に1 7 5 2 年 創 業 。日本 酒の正 統 的 醸 造 法
「生酛造り」に全国随一の評価があり、杜氏は「現
代の名工」です。さらに、米粒を表面から等厚に平
たく削る独自の「超扁平精米技術」により、雑味の
元を徹底除去することに成功し、精米部門初の「現
代の名工」、
「 エコプロダクツ大賞」審査委員長特
別賞を受賞。大七の名酒はＧ８洞爺湖サミットの
乾杯酒や海外王室晩餐会などの国際的な舞台で
採用され、国内外で高い評価を得ています。
「 第一
回ふくしま産業賞」最高賞･知事賞。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

代表取締役社長

太田 英晴

企業概要

伝統の匠の技にこだわった弊社独自の酒造
りは、日本酒業界をリードしてきました。早くか
ら海 外 市 場の開 拓にも積 極 的で 、内 外で 高い
評価を確立しています。地方にあっても人の叡
智を結集し最高水準のものづくりを目指し続
ければ 、
「 地方発の世界ブランド」になれると、
社員一丸となって努力しています。

輸送用機械器具製造業

岩 代エリア

⑱ 株式会社田口型範 二本松工場
http://www.tpw.co.jp

昭和22年以降、
70年に渡り試作用木型、
鋳造用金型のパイオニアとして
当社は昭 和 2 2 年 、埼 玉 県川口市に「田口木 工

［所在地］ 〒964-0981
福島県二本松市
平石高田4-123
［代表者］ 酒井栄次（さかい えいじ）
［創 業］ 1974年5月10日
［資本金］ 2,000万円
［社員数］ 69名（2016年12月現在）
（会社全体142人）
［連絡先］ TEL.0243-23-2517
FAX.0243-23-2790
［メール］ sakai@tpw.co.jp
［初任給］ 高卒 164,500円〜
大卒 192,000円〜
［主要製品］
木型、金型製造（シリンダーヘッド、
シリンダーブロフ）、
コンプレッサー
インぺラー

所」を創業したのが始まりであり、以降70年に渡り
試作用木型、鋳造用金型のパイオニアとしてお客
様の要望に応え続けてきました。
「 良い物を作る」、
言葉にするのは簡単ですが、最新鋭の設備だけを
揃えても良い物は出来ません。当社の製品は職人
の技や経験、伝統的な手法といったアナログの良
さと融合して初めて完成します。
また、当社は試作用木型、鋳造用金型の両方を
作れる強みで、同分野にえ高いシェアを獲得し国
内外の車両機械メーカーと取引させて頂いており

東 和エリア

ます。

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

技 術 グル ープ

大内
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にほんまつ
企業ガイドブック

徹

企業概要

田口型範に入社して 5 年が経ちました。現在三次元
CADによる形状作りを担当しています。お客様からの
製品を独自の手法で分解し型に展開していきます。難し
い形状物はなんどもやり直しをしますが、完成したとき
にはこの上ない喜びとなります。今や 3 D-CADCAM
とCNC工作機械の進化により精密な型が作られます。
今後も田口型範の一員として努力していきます。

化学工業

http://www.chugaichem.co.jp

化学の力で様々な色を生み出しています！
私たちの周りにはモノが溢れ、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
学の原材料等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、スマートフォン、液晶テレ
ビ、医薬品、農薬品等の製品に使用されています。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

製造部合成係

菅野

裕

［所在地］ 〒964-0982
福島県二本松市
赤井沢35-3
［代表者］ 若松正晴（わかまつ まさはる）
［創 業］ 1941年9月18日
［資本金］ 4,950万円
［社員数］ 58名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-6050
FAX.0243-22-6070
［メール］ t-oohira@
chugaichem.co.jp
［初任給］ 高卒 140,000円〜
大卒 170,000円〜
［主要製品］
機能性色素、染料、医療用中間体、
記録計器用インク等

私は、製造部合成係として入社して6 年目です。1 年目から製
品の合成を覚え始めて、今では反応を任されている製品もあり
ます。また、必要な資格取得や講習会に行かせてもらえるので
自 分 のスキル アップになります 。
やる気さえあれば 、多くの製品の
合成に関われ、多くのことを学べる
のでやりがいのある仕事です。

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

⑲ 中外化成株式会社

業務用機械器具製造業

⑳ 有限会社出川工作所
弊社の方針は
「お客様からの信頼は会社・家族・地域の幸せに繋がる」
弊社は各種機械部品の製造・販売をしておりま
す。本社は神奈川県藤沢市ですが二本松工場を設
立して30年になります。お取引先は日本各地にあ
り各業界から製造ラインの特殊部品や産業用機械
の部品など様々な注文を頂いております。弊社の方
針は「お客様からの信頼は会社・家族・地域の幸せ
に繋がる」です。従業員はその「信頼」を得るために
日々技術向上して会社の発展に努めています。職
人の技術を育て「お客様に喜んでいただける」
よう
に日々邁進しております。

岩 代エリア

http://www.degawa.jp/index.html

企業概要
［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市宮戸82-8
［代表者］ 出川正人（でがわ まさと）
［創 業］ 1984年7月19日
［資本金］ 500万円
［社員数］ 34名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-2474
FAX.0243-22-1543
［メール］ otoiawase@degawa.jp
［初任給］ 高卒 158,000円〜
大卒 195,000円〜

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

検査係

武藤

遼

弊社で作っているものを説明するのは非常に難
しいです。しかし、納品した部品がメーカーさんの
製造ラインに組み込まれているのを見ると本当に
うれしくなります。職人さんが多い職場です
が みんな 前 向きに仕 事 をしています 。一 人
前になるのには時間がかかりますが先輩が
しっかりと技術指導してくれます。

にほんまつ
企業ガイドブック

東 和エリア

［主要製品］
生産設備の治具・機械加工部品
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輸送用機械器具製造業

二本 松エリア

㉑ テクノメタル株式会社
http://www.t-meal.jp

独自技術の開発に力を入れ、
お客様に喜ばれる製品造りを目指しています。
弊社は自動車向けエンジン・シャシーをはじめ、

［所在地］ 〒964-8585
福島県二本松市高田
100番地
［代表者］ 三浦哲夫（みうら てつお）
［創 業］ 1971年5月20日
［資本金］ 19億4,000万円
［社員数］ 670名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-8100
FAX.0243-23-8126
［メール］ jinji@t-metal.jp
［初任給］ 高卒 154,000円〜
大卒 195,000円〜
［主要製品］
エンジン部品（シリンダーブロック、
シリンダーヘッドなど）、シャシー部
品（フロントアクスル、ナックルアーム
など）、その他（各種ギア類、
トランス
ミッション関連部品など）

産業機械・建設機械等用の主要な鋳造・鍛造・ア
ルミダイカスト部品の製造および機械加工を同一
事業所内で行なう、国内でも有数の規模を誇る部
品メーカーです。
私たちの造り出す製品はシリンダーブロック、ク
ランクシャフト、各種ギアなど自動車やエンジンの
内部に組み込まれるものが多いため目に触れる機
会は少ないものの、みなさんの日常生活を支える
様々な場面で活用されています。近年は他社には
ない独自技術の開発に力を入れ、高品質な製品造
りにより新規顧客の獲得に繋げています。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

鍛造部 鍛造技術課

丹治

雅人

企業概要

当社の魅力は「人」です。鉄製品の製造を手掛ける
ことから、どの職場においても先輩、後輩の絆は鉄の
ように固く、人情に熱いメンバーが集まり、日々の物
づくりに努めています。仕事をするだけの集団
では なく、互いに協力し助け合うチームメイト
として仕事に取組むことができる会社です。
私達と共に働いてみませんか。

ゴム製品製造業

岩 代エリア

㉒ 東邦ゴム工業株式会社
警察・警視庁・消防などの特殊作業長靴の国内シェアは80%。
私たちの生活環境が一段と多様化し、さらに大

［所在地］ 〒964-0903
福島県二本松市根崎1-241
［代表者］ 鴫原達夫（しぎはら たつお）
［創 業］ 1957年5月25日
［資本金］ 6,000万円
［社員数］ 102名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-1237
FAX.0243-23-1240
［メール］ toho-park@bz03.
plala.or.jp
［初任給］ 高卒 145,000円〜
［主要製品］
消防長、安全靴

きく変わろうとしている中でも、平穏に生活して行
く為には、スタンダードな必需品の充足は不可欠
です。物作りの拠点が海外にシフトしていく中で、顧
客の身近な生活に寄り添ったオーダーメイド感覚
を組み入れての物作りが出来ればと、
日々願いなが
ら一途に物作りに徹したいと考えています。近年で
は、警察・警視庁・消防などの特殊作業長靴のシェ
アは国内80%です。
また、現在の技術を結集した特
殊作業長「無敵くん」等も、東日本大震災で大変活
躍しました。

東 和エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

長 靴 の 製 造は 想 像 以 上に細 かい 作 業 が ありま
す。ただ、技術も必要ですが、それよりも慣れるこ
との方が大事だと思います。諸先輩方が、丁寧に優

製造部成型課

菅野
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にほんまつ
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彩

企業概要

しく指導をしてくれます。また、休日や就業時間も
しっかり決められているので、自分の予定も立てや
すく働きやすい環境です。

化学工業

http://www.tohokshinwa.jp/

工業用製品だけではなく、医療・美容業界に向けた新製品開発を視野に。
弊社は、二本松市と神奈川県、愛知県、京都府、
岡山県、福岡県に工場を持ち精製水を製造、全国
に販売させていただいております。バッテリー補充
液、
ウィンドーウォッシャー液の工業用製品のみな
らず、将来は、医療や美容業界に向けた新製品開
発を視野において品質管理を行っています。お客
様の信頼と満足を得ることが社会貢献へ寄与する
ものと信じています。また包装資材事業部は、最適
なご提案をするとともに、お客様からのご要望には
確実にお応えできるように務めております。包装と
物流のパートナーとして、
どうぞおきがるにご相談
下さい。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

本社工場長

中野

淳

［所在地］ 〒964-0045
福島県二本松市原セ
笠張381-3
［代表者］ 伊藤要三（いとう ようぞう）
［創 業］ 1974年9月6日
［資本金］ 2,000万円
［社員数］ 20名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-7651
FAX.0243-22-7652
［メール］ info@tohokushinwa.com
［初任給］ 高卒 170,000円〜
大卒 195,000円〜
［主要製品］
バッテリー補充液・
ウィンドーウォッシャー液

地 球 上には 、およそ 14 億 k ㎥あると言 われ る
水。そのうち私たちが使える淡水は 2 . 5 %弱です。
自然の恵 水 は、クルマ社会の発展と共に様々な
業界へ波及し活用されてきました。弊社ではイオ
ン交換の技術により高純度の水を生み出
し自信と誠意をもってお客様にお届けし
ております。

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

㉓ 東北新和化学株式会社

配管加工業

㉔ 東北ノーラ株式会社
次世代型配管システムをお客様へお届けします
当社は、二 本 松 市 役 所 商 工 課 様のご尽力によ
り、平成27年から次世代型配管システムの生産を
開始することができました。私たち東北ノーラは、
環境負荷低減と豊かな生活の実現（コストと耐久
性・耐震性）を実現する次世代型配管システムをお
客様にお届けすることにより、更なる業容拡大を目
指したいと考えています。

岩 代エリア

http://www.nowla.co.jp

企業概要
［所在地］ 〒964-0029
福島県二本松市永田
6丁目530-7
［代表者］ 糸澤尚人（いとざわ なおと）
［創 業］ 2013年3月
［資本金］ 3,000万円
［社員数］ 22名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-24-5580
FAX.0243-24-5581
［メール］ shoko-watanabe
@nowla.co.jp
［初任給］ 高卒 176,000円〜

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

東 和エリア

［主要製品］
ステンレス鋼管加工部材

当社は、世界一のプレハブメーカー目指して、世界で初めてのニッ
ケル を含まないフェライトステンレス配管のプレハブ製品を供給す
るメーカーとして世界一の品質を目指して、地域に貢献したいと考え
ています。当社の製品は、次世代型配管システムとして、岩手医科大

渡邊 祥子

学や仙台駅東口ホテル等地域の大切なインフラ設備に採用していた
だいています。

にほんまつ
企業ガイドブック
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その他の卸売業

二本 松エリア

㉕ 株式会社東流社 二本松物流センター
http://www.toryusha.co.jp

21世紀型卸流通を目指して進化していきます。
当社の事業内容として、化粧品/日用雑貨品/家
庭紙/ペット用品及びその他商品の卸売業。
スーパー/ホームセンター/ドラッグ/ディスカウン
トのお得意先様へ出荷しており中間流通機能を重
点とした物流機能のみならず、多様化する消費者
ニーズに対応するために、多品種少量配送の定期
納品を実現し21世紀型卸流通を目指して進化し
ていきます。最後に当社経営理念のひとつに【お得
意先様と地域経済の発展に寄与する】
との言葉が
あり、少しでも地域経済に貢献していきたいと思い
ます。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

企業概要
［所在地］ 〒964-0981
福島県二本松市
平石高田3丁目300
［代表者］ 芳賀愉一郎（はが ゆいちろう）
［創 業］ 1995年10月1日
［資本金］ 4億8,000万円
［社員数］ 520名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-3325
FAX.0243-23-5030
［初任給］ 高卒 160,000円〜
大卒 190,000円〜
［主要製品］
洗剤・紙・シャンプー・化粧品・
ペット用品

二 本 松 市 出 身 でどうしても 地 元 で 就 職した かった た めと 、
フォークリフトの免許を持っていたため、その免許が生かせる職
場と思い就職しました。

ピースエリア

遠藤 広貴

現在はあまり免許が生かせる所属部署ではありませんが、と
ても充実した日々を送っています。

金属製品製造業

岩 代エリア

㉖ トヨタ工機株式会社 福島工場
http://www.toyota-kohki.co.jp

創業50年、世界のインフラ事業を根本から支えています。
当社は、インフラ整備に使用されるプレキャスト
コンクリート製品を製造するための型枠（金型）及
び製造設備を設計・製造しているメーカーです。皆
さんが普段目にしている道路用の排水溝・縁石や
マンホール、河川の護岸ブロック、地下鉄のトンネ
ルや高速道路など、世の中の様々な所で使用され
るプレキャストコンクリート製品。それらを思い通り
の形に成型するための型枠が当社の主要製品で
す。当社は、2016年1月に創業50年を迎えました。
世界中の人々がより安心・安全で清潔な社会で生
活できるよう、インフラ事業を根本から支えていま

東 和エリア

す。

［所在地］ 〒964-0984
福島県二本松市
北トロミ524-2
平石高田工業団地内
［代表者］ 豊田 実（とよだ みのる）
［創 業］ 1966年1月25日
［資本金］ 5,350万円
［社員数］ 110名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-8555
FAX.0243-22-8540
［メール］ soumu@
toyota-kohki.co.jp
［初任給］ 高卒 156,000円〜
大卒 179,000円〜
［主要製品］
プレキャストコンクリート製品用型枠

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

代表取締役

豊田
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企業概要

にほんまつ
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実

当社の製品は 全てオーダーメイド。使いやすく品
質の高い製品を提供します。当社の型枠から作られ
たコンクリート製品は、高速道路、鉄道、河川、下水道
などのインフラ整備に世界中で使用されていま
す。私たちの仕事は 、いわば 社会の基盤をつくっ
ていく縁の下の力持ちです。大きなやりがいを感
じながら働くことができますよ。

輸送用機械器具製造業

http://nitto-tokyo.sakura.ne.jp/

NITTOは、
自転車部品の世界のブランドです。
NITTOは、
自転車部品の世界のブランドです。
自
転車部品(ハンドルバー＆ステム、シート・ビラー、
フレーム、キャリア、スタンドなど)を製造していま
す。競輪や、ロードレース、
トライアスロン等の競技
用部品でその品質の良さが評価されて、国内の自
転車メーカーさんはもとより、広く海外にも輸出し
ています。いろいろな材質の金属管を、切ったり、肉
厚を変えたり、外径や内径を変えたり、曲げたり、
溶接したりして成型し、
さらに表面処理、組立包装
して出荷する、一貫生産工場です。モノつくりに挑
戦する若い皆さんの職場です。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

先 輩 社 員より

［所在地］ 〒964-0938
福島県二本松市
安達ヶ原6-151-1
［代表者］ 吉川 章（よしかわ あきら）
［創 業］ 1948年10月
［資本金］ 7,210万円
［社員数］ 34名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-4648
FAX.0243-22-4792
［メール］ nitto210@io.ocn.jp
［主要製品］
自転車部品

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

㉗ 株式会社日東 福島工場

弊社は平成 19 年経済産業大臣から「明日の日本を支える元気なモノ作り
300社」に選ばれました。プロの競輪選手は 100％弊社製のハンドルを使用

しており、
リオ五輪銅メダリストのフランス選手が「命を預けるに足る究極の
逸品」
と絶賛する様子がテレビ番組でも紹介
されました。社内ではベテランの職人に新人
が加わり「世界一のハンドルメーカーを目指
そう」と頑張っています。写真は、
５月に行な
われた日東サイクリング出発前の模様です。

輸送用機械器具製造業

物造りは人造りから。
オイルシールとは、車・鉄道・船・建機等のあらゆ
る機械に使われる部品で、油・水・薬液・ガスなどが
外部に漏れないようにすると共に、外部からのホコ
リや土砂の侵入を防ぐ、
とても重要な機能の部品
です。オイルシールは大型な物もあり、人の身長を
超え、直径2mもある製品もあります。
ＢＰＳ製品は
あらゆる車種に使われており、最近はさらに需要が
多く、生産も増えています。人材育成に関しては「物
造りは人造りから」を念頭に置き、教育センターを
設立し、新人教育はもちろん、個々の成長を促し、
育てております。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

オイルシ ール 課

オイルシール課員

企業概要
［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市
宮戸30番地
［代表者］ 井 光夫（い みつお）
［創 業］ 2012年
［資本金］ 900万円
［社員数］ 390名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-0284
FAX.0243-23-5947
［初任給］ 高卒 145,000円〜
［主要製品］
オイルシール・BPS・ガスケット

東 和エリア

For Message

岩 代エリア

㉘ 二本松シール工業株式会社

車や重機等の部品を生産しております。日常的に見かけることのな
い、小さな部品から、2 ｍを超える大きなも
のまで取り扱っており、造るのに技術を要
求されることも有ります。そのため、製品を
作り上げたときには達成感も得ることが出
来ます。入社してから 5 年以上になります
が、今なお新しい発見のある職場です。

にほんまつ
企業ガイドブック
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飲料・たばこ・飼料製造業

二本 松エリア

㉙ 人気酒造株式会社
http://www.ninki.co.jp/

新しい価値観を追及し、独自性の高い商品開発を目指します。
人気酒造は長年酒造りに携わってきたプロが集
まってつくった新しい蔵です。日本酒は吟醸酒のみ
にこだわり、普通酒は造りません。私たちは手間を
惜しまず、全て精米歩合60％以下で長期の低温発
酵にこだわり、昔ながらの手作りで吟醸酒を造り続
けています。人気酒造が考える蔵元の仕事は、ただ
おいしいお酒を造り上げるだけではありません。飲
んだ人の心が豊かになる。そのお酒の有るシーンが
心地よく素晴らしいものになる。そんな飲酒スタイ
ルを提案していきます。私たちは常に新しい価値観
を追及し、独自性の高い商品開発を目指します。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

総務部

眞壁

惇

企業概要
［所在地］ 〒964-0027
福島県二本松市山田
470番地
［代表者］ 遊佐勇人（ゆさ ゆうじん）
［創 業］ 2007年9月
［資本金］ 7,900万円
［社員数］ 18名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-2091
FAX.0243-23-2098
［メール］ info@ninki.co.jp
［主要製品］
日本酒、本格焼酎、
リキュール

人気酒造は地元の米と水を活かして昔ながらの手作
りで酒造りを行います。大きなタンクでなく瓶に詰め
て貯蔵することで、フレッシュな味と香りを劣化させ
ずにいつでも新鮮な日本酒をお客様に提供でき
ます。昔から続くよい部分は活かしつつ、新しい
ことにも進んで挑戦する企業のため、日々やり
がいを感じています。

窯業・土石製品製造業

岩 代エリア

㉚ 柏洋硝子株式会社
http://hakuyo-glass.jp/

茶びんと透明びんを交互に生産するハイブリットの窯を採用
大きな特徴は24時間連続操業の会社です。熔
解炉に一旦火を入れると10年間以上火を燃やし
続けます。2015年11月からは2つの熔解炉を1つ
に集約。茶びんと透明びんを交互に生産するハイ
ブリットの窯を採用しました。燃費、エネルギーを
大幅に削減でき、操炉技術も新しい段階へ進んで
います。営業面では産学協同開発で新しいデザイ
ンの新製品を市場に定期的に投入することで、ブ
ランド力のアップも図っています。一方人材面では
目標管理制度の導入を図り、上司と部下の納得性
を高める新しい人事考課制度の構築にも取組んで

東 和エリア

います。

［所在地］ 〒964-0866
福島県二本松市長命233-1
［代表者］ 七島 徹（ななしま とおる）
［創 業］ 1961年9月2日
［資本金］ 4,500万円
［社員数］ 126名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-2021
FAX.0243-22-3090
［メール］ hy@hakuyo-glass.co.jp
［初任給］ 高卒
154,600円〜159,600円
大卒
182,400円〜
［主要製品］
食料調味料びん、
ドリンクびん、
薬びん、酒びん

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

機 械

齋藤 啓太
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企業概要

にほんまつ
企業ガイドブック

入社１年目。職場は 皆さん分からない人ばかり。
挨拶はするけれど、話題が続かず仕事に集中できな
い 日 々が 続きました。でも休み 時 間に趣 味の話 を
切っ掛けに打ち解けると、後は仕事の質問もしやす
くなり、勿論失敗もしますが、同じ失敗を繰り
返さない 為にも、分からないことは 遠 慮なく
聞くことが大切です。

はん用機械器具製造業

大径薄肉ベアリングの旋削技術のパイオニア
創業時より一貫して金属加工業として65周年を
迎えることが出来ました。ベルト掛け旋盤から始ま
りモーター直結旋盤などを経て、現在ではNC旋
盤、マシニングセンターなどコンピューター制御の
工作機械で産業機械用のベアリングケースの旋削
加工をしている会社です。ベアリングメーカーとの
取引は50年になります。現在は新幹線や車両用・
建設機械・風力発電用・工作機械など多種にわた
るベアリングケースの加工を行っております。
これからも高い旋削加工技術の継承で産業に地
域社会に貢献できる企業を目指しております。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

［所在地］ 〒964-0805
福島県二本松市下ノ内
68-2
［代表者］ 阿部佳文（あべ よしふみ）
［創 業］ 1952年10月
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 32名（2017年3月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-2736
FAX.0243-22-4644
［主要製品］
産業機械用ベアリング

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

㉛ 株式会社光製作所

初代社長の「取引先の信頼と地域に愛される企業を目指す」との社
是が、現在まで継承されています。私たちの会社がここまでやってこ
れたのは、お客様の信頼と地域の人たちに支えられての事だと考えて

光製作所の
先輩社員より

います。少しでも地域に貢献し、従業員を大切にすることが企業を発
展させる事と強く信じて経営を行っております。

半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

㉜ 福島サンケン株式会社

パワーエレクトロニクスメーカーの
「サンケン電気」
のグループ会社
当社はパワーエレクトロニクスメーカーの「サン
ケン電気」
（ 東証1部上場）のグループ会社として、
LEDの国内生産を担うべく昭和63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。
また、平成23年より、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。現在は、グループにおいてLED供
給のコア工場として、また、半導体チップ供給のハ
ブ工場としての役割を担っております。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、
新製品開発に注力しています。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

総務人事係長

安斎 裕美

企業概要
［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市宮戸
15番地
［代表者］ 宇津野瑞木（うつの みずき）
［創 業］ 1988年3月1日
［資本金］ 5,000万円
［社員数］ 355名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-4300
FAX.0243-23-2472
［メール］ ysaitou@ms3.
sanken-ele.co.jp
［主要製品］
LED製造（LED単体、照明用LAM）、
半導体チップウェーハ検査（Ic、Tr、Di）

16 年度新入社員の感想
・上司と部下の隔てがなく、雰囲気が良い。会社で目
標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
るので、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。

にほんまつ
企業ガイドブック

東 和エリア

For Message

岩 代エリア

http://www.sanken-ele.co.jp/
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鉄鋼業

二本 松エリア

㉝ 冨士シャフト株式会社
http://www.fujishaft.co.jp/

平成27年で創立50周年。特殊鋼を中心に、鋼管の冷間引抜を行っています。
当社は平成27年に創立50周年を迎え、二本松
に拠点を移してから25年を経ました。金属材料の
塑性変形を利用し、特殊鋼（鉄に炭素以外の様々
な化学元素が配合された合金鋼）を中心に、鋼管
の冷間引抜を行っています。高炉メーカー等で作ら
れる熱間の鋼管は精度が出ませんが、冷間引抜で
ダウンサイジングされた鋼管は寸法精度はもとよ
り、表面肌や機械的特性が格段に向上します。更に
受注生産対応により、オーダーメイドで製作します
ので、あらゆる鋼種・寸法・形状や少量生産にもお
応えします。皆様からのお問合せをお待ちしていま
す。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

代表取締役社長

野中 聖生

企業概要
［所在地］ 〒964-0974
福島県二本松市小高内
110番地
［代表者］ 野中聖生（のなか せいお）
［創 業］ 1965年7月7日
［資本金］ 2,000万円
［社員数］ 30名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-2315
FAX.0243-23-2313
［メール］ fs̲sales@fujishaft.co.jp
［主要製品］
ベアリング用特殊鋼鋼管、
一般産業用鋼管、
自転車用特殊鋼鋼管、
ゴルフシャフト用各種鋼管

「 幸 せ な ひとを育てる」事 業 経 営 を通じ、
「物をつくる前に人を育て、うでを磨く前に心
を鍛える」をモットーに、人間尊重・人間中心
の健全経営に徹し、社会や顧客、社員に対し"
満足が与えられ 、なくては ならない 企業" を
目指す、の経営理念のもと、生命パイプを供
給することで、未来に社会に貢献します。

生産用機械器具製造業

岩 代エリア

㉞ 株式会社ぶんぶく 二本松工場
http://www.bunbuku.co.jp

新しい発見に気づきライフスタイルに合った製品を届けします。
大正7年に水ひしゃく・バケツの製造業を開業し
て今年で創業98年を迎えるメーカーです。普段使
いできる家庭用ゴミ箱、傘立てから、オフィスやホテ
ル施設でもご使用頂ける大型な商品も各種取り揃
えております。また、お客様の多様なご要望にもお
応えするために特注品オーダーも製造致しており
ます。2015年度にはテーパーバケット
（大）がグッ
ドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞するな
ど時代の波に乗った物作りに取り組んでおります。
これからも新しい発見に気づきライフスタイルに
合った製品をお届けします。

東 和エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

入社して４年になります。家庭用のゴミ箱や傘立てから多くの製
品を製造しています。
「 ぶんぶく」自社ブランドとして、一枚の板から
一つの製品が 完成して販売され る過程にとてもやりがいと魅力 を
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仕上げ班

感じています。自社の製品でお客様が便利で使いやすくて安心して

國分 恵理

使用できる物をこれからも作っていきたいと思います。

にほんまつ
企業ガイドブック

企業概要
［所在地］ 〒964-0896
福島県二本松市末広町315
［代表者］ 小泉和公（こいずみ わこう）
［創 業］ 1918年3月
［資本金］ 2億円
［社員数］ 26名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-5331
FAX.0243-23-0662
［メール］ info@bunbuku.co.jp
［初任給］ 高卒 160,000円〜
［主要製品］
ゴミ箱・傘立て

宿泊業・飲食サービス業

http://www.kounkaku.co.jp

岳温泉でも一番高台にある最高のロケーション
岳温泉でも一番高台にあり最高のロケーション
でお客様をお迎えしております。私達は安達太良山
の大自然のすばらしさと魅力を一人でも多くのお
客様に体感して頂くためにPRを続けております。地
元のお客様はもちろんの事、県内県外からも沢山
の企業様や個人のお客様にお越し頂いております。
おいしいお料理と源泉引き湯100％掛け流しの美
肌の湯、そしてゆっくりとした寛ぎのお時間のご提
供をしてまいりたいと思います。市内の企業様との
ご入浴連携にも協力させて頂いております。お気軽
にご相談下さいませ。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

［所在地］ 〒964-0074
福島県二本松市岳温泉
1-85
［代表者］ 大内正孝（おおうち まさたか）
［創 業］ 1963年12月
［資本金］ 4,500万円
［社員数］ 53名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-24-2101
FAX.0243-24-2760
［メール］ info@kounkaku.co.jp
［初任給］ 高卒 160,000円〜
大卒 200,000円〜
［事業内容］
旅館業

安達太良山の麓、岳温泉の一番高台にあり最高のロケーション

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

㉟ 有限会社ホテル光雲閣

でお仕事ができます。大自然の恵みである温泉を 1 人でも多くの
お客様にご利用頂き、美味しいお食事とお酒を楽しんで頂く事。ご

IT企画販売係長

家族での思い出を作って笑顔でお帰り頂く事が私達スタッフの喜

木戸 美江

びでもあります。

倉 庫 業

㊱ 株式会社マルコ物流

倉庫規模も7拠点。重量物を扱えるクレーンも設置。
当社は平成元年に、丸や運送から分離し設立し
て以来、倉庫規模も7拠点となり、低温倉庫と重量
物を扱える15tクレーンも設置しています。
フォーク
リフトは、1.5t車から5.0ｔ車まであり、35台所有し
ています。社員数91名（パートさん含む）
となり、発
展繁栄してきました。社訓を
「感謝」
と掲げ、お客様
の多様なニーズに応え、満足度の高いサービスの
提供に心がけています。また、お客様に、信頼と安
心を得られる豊かな会社づくりと、社員さんの喜び
と幸せの実現に力を注いでいます。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

住宅事業部

黒澤 利雄

企業概要
［所在地］ 〒964-0811
福島県二本松市宮戸
68-11
［代表者］ 遠藤吉次（えんどう よしつぐ）
［創 業］ 1989年3月17日
［資本金］ 5,000万円
［社員数］ 91名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-9999
FAX.0243-22-9998
［事業内容］
倉庫業

東 和エリア

For Message

岩 代エリア

http://www.maruya-gr.co.jp/maruko/summary.html

応募前職場見学の際、広い敷地にも関わらず整理
整頓されていると感じました。貨物の特性を考えた保
管管理をしており、社員の皆さんで協力し合い、仕事
をしている雰 囲 気 がとても良く目に映りました 。ま
た、社員さんの挨拶が、とても元気が良かっ
た事と、社訓の「感謝」に共感し、周囲の人を
大切にする会社で働きたく入社しました。

にほんまつ
企業ガイドブック
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道路貨物運送業

二本 松エリア

㊲ 株式会社丸や運送

http://www.maruya-gr.co.jp/maruya/summary.html

人財育成と運送品質・サービスの向上に邁進しています。
丸や運送は全日本トラック協会の「安全性優良
事業所」
（ Gマーク）認定を取得し、安全輸送に徹
底して取り組んでいます。 また、
「グリーン経営認
証登録証」の交付を受け、環境保全に配慮した車
輌の導入を推進しています。更に、
「 福島県家庭教
育応援企業」の認定を受け、企業ぐるみで社員・家
庭教育に取り組み、人財育成と運送品質・サービ
スの向上に邁進しています。年数回の全社行事を
通し、会社と社員の絆、社員相互の信頼の向上を
図り、家庭的な雰囲気で個人の能力が十分発揮で
きる会社です。

安 達エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

企業概要
［所在地］ 〒964-0874
福島県二本松市中里47-1
［代表者］ 佐藤 仁（さとう ひとし）
［創 業］ 1931年
［資本金］ 5,000万円
［社員数］ 93名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-0808
FAX.0243-22-0909
［初任給］ 高卒 147,500円〜
大卒 190,000円〜
［主要製品］
グループ企業全4社、
総合物流サービス
（運送・倉庫・人財派遣・保険）

昭和 6 年創業以来、丸やグループは常に お客様第一主義 で物流
事業を行っています。 人はみな 豊かでなければならない 我々に関
係ある人はみな どうしても豊かでなければならない をグループ基

社 員 より

本理念に掲げ、どうすればお客様に喜んでいただけるのか、社員一同
想いを一つにして日々変化と改善にチャレンジしています。

電気機械器具製造業

岩 代エリア

㊳ ミヤデン株式会社
http://www.miyaden.net

多種多様なモーターを製造。福島から新たな流れを創っていく。
昭和42年に創立し、長年、多種多様なモーター
を製造してきました、震災をきっかけに、福島の復
興には省エネや再生可能エネルギーが必要だと思
い、LEDならび太陽光発電の開発、製造、設置工
事 、販 売をするエネルギー 分 野へ進出しました。
「ふくしまからはじめよう」をテーマに環境と安全を
最優先し、次の世代へとつながる「あかるい」未来
を願い、福島から新たな流れを創っていこうという
目標をもとに、お客様や従業員等、会社をとりまく
全ての人々が発展・成長する企業を目指していま
す。

東 和エリア

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

入社して５年目になります。従業員数は少ないですが、大手企
業に負けないくらいの仕事の勢いがあります。年齢・性別・入社
歴に関係なく、仕事を任せていただける会社です。責任をともな
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総務部

いますが、それ 以上にやりがいを感じ、自己のスキルアップがで

安斎 充和

きる会社だと思います。

にほんまつ
企業ガイドブック

企業概要
［所在地］ 〒964-0043
福島県二本松市原セ諏訪
455番地
［代表者］ 高宮光敏（たかみや みつとし）
［創 業］ 1967年6月
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 23名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-22-2897
FAX.0243-22-2896
［メール］ miwa55@
apricot.ocn.ne.jp
［主要製品］
ＬＥＤ照明、太陽光発電

職別工事業

http：//www.yaginuma.co.jp

お客様の満足度を高めるために、最高の製品サービスを提供。
経営方針は、お客様の満足度を高めるために、
最高の製品サービスを提供することです。営業内
容といたしましては、
自動車部品を中心に金属の各
種塗装（カチオン電着塗装、静電塗装、粉体塗装、
手吹塗装）及び、関連会社においてプレス加工、金
型製造、メッキ処理を行い一括引受が可能となり
ました。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

［所在地］ 〒964-0975
福島県二本松市岡ノ内
274番地3
［代表者］ 栁沼裕子（やぎぬま ひろこ）
［創 業］ 1981年2月
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 56名（2017年1月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-7311
FAX.0243-22-3615
［メール］ ｗatanabe@
yaginuma.co.jp
［主要製品］
自動車部品、家庭用品部品他

安 達エリア

For Message

企業概要

二本 松エリア

㊴ 柳沼精工株式会社

弊社は 20 歳代から 40 歳代まで比較的若い人達が活躍している
会社です。7ライン・チームワークで頑張っています。

部長

菅野 正彦

金属製品製造業

㊵ 柳沼プレス工業株式会社
金属プレス金型の設計製作・プレス加工で、
あらゆる産業分野に貢献。
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､ I S O 9 0 0 1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。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

製造部

菊地 優汰

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（やぎぬま ひろこ）
［創 業］ 1946年5月
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 91名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-2525
FAX.0243-23-4918
［メール］ p̲somu@yaginuma.co.jp
［主要製品］
自動車、電機、
ＯＡ機器、家電、
産業機器等の部品

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、二年
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。

にほんまつ
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東 和エリア
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岩 代エリア

http://www.yaginuma.co.jp
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宿泊業、飲食サービス業

二本 松エリア

㊶ 陽日の郷 あづま館
http://www.azumakan.com

全天候型の屋内プールやライブキッチン等多彩なサービスを提供。
日本百名山のひとつ安達太良山の麓、標高550
ｍに岳温泉が有ります。自慢の温泉は源泉100％
掛け流し、全国でも珍しい酸性泉です。館内には全
天候型の屋内プールやライブキッチンが楽しめる
ビュッフェレストラン「食菜彩ゆいの一楽」、各種で
宴 会 ができる大 宴 会 場「 安 達 太 良 」や会 議 がや
パーティーなど多彩な用途のコンベンションホー
ル、エステやもみほぐしが出来るリラクゼーション
ルーム等が有り、
リゾート温泉旅館をお楽しみ頂け
ます。
主なお仕事は、
フロント、料飲サービス、調理で

企業概要
［所在地］ 〒964-0074
福島県二本松市
岳温泉1-5
［代表者］ 藤井宏二（ふじい こうじ）
［創 業］ 1934年
［資本金］ 4,000万円
［社員数］ 52名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-24-2211
FAX.0243-24-2671
［初任給］ 高卒 152,000円〜
［事業内容］
旅館業

す。勤務はシフト制となっております。年間休日は

安 達エリア

104日（H28年）。人事評価制度も実施済。メリハ
リのある働き方改革を進めています。

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

フロント課

星野 有香

私は 、お客様１人１人を笑顔に出来る職業に就き
たいと考えこの職場を選びました。同級生が旅館業
はどうかと勧めてくれ たのがきっかけで職場見学に
行き、実際に働く社員を見て、おもてなしの心が伝わ
り、ここで会社と共に自分も成長したいと思
い 入 社しました。今は お客 様と接して笑 顔
を見るとうれしくて励みになります。

食料品製造業

岩 代エリア

㊷ ライオン菓子株式会社 二本松工場
http://www.lion-k.co.jp/

老若男女幅広い世代から愛されるキャンディーメーカーを目指していきます
全国6ヶ所に販売拠点を持ち、工場は二本
松工場及びその他協力工場で生産活動し全
国 展 開しているキャンディーメーカーです。
2015年にはお客様に安全で安心な商品を提
供できるように食品安全マネジメントシステム
であるFSSC 22000を取得しました。
これに
よって今まで以上に高い衛生管理を実現し高
品質な商品作りが可能となりました。
健康貢献企業であることを第一に考え常に
時代から先読みし老若男女幅広い世代から
愛されるキャンディーメーカーを目指していき

東 和エリア

ます。

For Message
先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

ライオン菓子株式会社は 明治 38 年創業の老舗のキャンディー
メーカーです。企業理念である「健康貢献」のもと、健康と天然のお
いしさを追求し、キャンディー界の衛生モデル工場として最新の設

取締役工場長

市場 利助
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備を誇り、お客様へ安全で安心な商品を提供するため日々チャレ
ンジしています。

企業概要
［所在地］ 〒964-0938
福島県二本松市
安達ヶ原1-300
［代表者］ 西 勝（にし まさる）
［創 業］ 1905年6月21日
［資本金］ 3,000万円
［社員数］ 138名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-23-1911
FAX.0243-23-1163
［初任給］ 高卒 180,000円〜
大卒 220,000円〜
［主要製品］
きえちゃうキャンディー、
ライオネスコーヒーキャンディー、
そのまんまレモン、そのまんまゆず

金属製品製造業

http://www.watanetu.jp

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。
自動 車 、農 機 具 、建 設 機 械 、産 業 機 械 、工 具な
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。

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

二本松工場は、2013 年より稼働して今年で 4 年

安 達エリア

［所在地］ 〒964-0803
福島県二本松市八万舘
10-6
［代表者］ 渡辺将志（わたなべ まさし）
［創 業］ 1961年6月
［資本金］ 2,500万円
［社員数］ 100名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-24-8305
FAX.0243-24-8306
［メール］ watanetu@ginzado.ne.jo
［初任給］ 高卒 160,000円〜
［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

ど、当社はありとあらゆる分野のものを熱処理して

For Message

企業概要

二本 松エリア

㊸ 株式会社渡辺製作所 二本松工場

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

営業管理部

田辺 和哉

でしたが、昨年一級技能士に合格することが
できました。

生産用機械器具製造業

㊹ 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。
金属プレス加工を主体として金型の設計製作及
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。

どん な 難 局でも社 員 一 丸となって乗

東 和エリア

先 輩 社 員 の メッセ ー ジ

企業概要
［所在地］ 〒969-1511
福島県二本松市下川崎字
篠根坂山20
［代表者］ 渡辺 隆（わたなべ たかし）
［創 業］ 1968年
［資本金］ 1,000万円
［社員数］ 27名（2016年12月現在）
［連絡先］ TEL.0243-54-2301
FAX.0243-54-2303
［メール］ azumap@olive.ocn.ne.jp
［初任給］ 高卒 160,000円〜
大卒 200,000円〜
［主要製品］
自動車関連部品、産業機器部品、
電子機器部品等

びそれに付随する加工を手がけています。
「 良い物

For Message

岩 代エリア

http://azumap.sakura.ne.jp

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 。5 Sにも力 を入

製造課 課長

安斎

隆

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。

にほんまつ
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