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建 設・不 動 産

流 通・外 食
製造業

7

≪ふくやまワーク・ライフ・バランス認定マーク≫
男女が働きながら
「仕事と家庭の両立」
を実現するための支援に積極的に取り組んでいる認定された企業です。
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金 融・サービス
企業番号

1 （株）中国銀行
地域やお客さまの課題やニーズに対して、一緒に

こんな人 悩み、汗を流し、達成した喜びをお客さまと一緒に
募集！ 分かち合うことができる人財
先輩からの
メッセージ

企業番号

就職活動は未だ見ぬ自分を発見する大きなチャンスです。
自信を持って前向きにそして真剣に就職活動に取り組ん
でください。

企業
PR

中国銀行は設立から90周年、創立から140年の歴史と伝統があります。
地域のお客さまに「選ばれ」
「 信頼される」銀行を目指して、役職員一同、日々の業務に取り組んでいま
す。10年戦略『Vision2027「未来共創プラン」』長期ビジョン「地域・お客さま・従業員と分かち合え
る豊かな未来を共創する」
をオールちゅうぎんで目指してまいります。

業務
内容

金融・サービス

2 （株）もみじ銀行

（（株）山口フィナンシャルグループ）
前例にとらわれない自由な発想でYMFGに革新を

こんな人 もたらし、地域の豊かな未来を共創できる方。
募集！
先輩からの
メッセージ

企業
情報

■所在地：〒700−8628 岡山市北区丸の内1−15−20
■営業所等：
■URL： https://www.chugin.co.jp
■TEL：（086）234 - 6524
■E-mail：
■担当者：髙橋 一貴
■設立：1930年
■資本金：151億円
■従業員数：2,889人（男：1,814人・女：1,075人）
■預金残高：78,458億円

金融・サービス

就職活動は長いようで短く、苦しいようで楽しいものです。
是非多くの業界・会社そして人と出会い、自分の感性を磨
いてください。
（ 入社6年目）

企業
情報

企業
PR
業務
内容

普通銀行業務

■所在地：〒750-8603 山口県下関市竹崎町4丁目2番36号
■営業所等：
■URL： http://www.ymfg.co.jp
■TEL：( 082 ) 236 -0148
■E-mail： keita̲tanaka@ymfg.co.jp
■担当者：田中 啓太
■設立：2006年
■資本金：500億円
■従業員数：4,541人（2020年3月31日時点）
■売上高：175,405百万円（連結経常収益）
当社は「志を以って地域の豊かな未来を共創する」
をミッションとし、金融の枠を超え、圧倒的な当事者
意識を以って地域を巻き込み、社会課題を解決するリージョナル・バリューアップ・カンパニー（地域価
値向上会社）
を目指し、全てのグループ会社が一丸となって活動しています。

銀行業務を中心に、地域の深い情報やネットワークを活かし、証券、
コンサルティング、地方創生、
フィ
ンテック事業など、
グループの総合力による発展的かつ専門的なサービスをグループ一体となり提供
しています。

企業
情報

■所在地：〒７２３−００１７ 三原市港町１丁目８番１号
■営業所等：三原市、尾道市、東広島市、福山市、庄原市に23店舗
■URL： http://www.shimanami-shinkin.jp
■TEL：（０８４８）６２ - ７１１１
■E-mail： s1756000@facetoface.ne.jp
■担当者：堀内 久美子、兒玉 結美
■設立：1944年
■資本金：1,435憶2,100万円
■従業員数：309人（男：２０0人・女：１０9人）
■売上高：

こんな人 る想い」そして「金融のプロとして成長したい想
募集！ い」を持っている方。

企業
PR

お客様が、たくさんある金融機関の中で「しまなみ信用金庫」
を選んで相談してくださること。
そうしたお客様の「ありがとう」や「あなたに相談してよかった」の言葉。
これらが、私たちしまなみ信用金庫の職員の原動力です。私たちは「地域のことなら私たちが１番」
とい
う誇りを持ち、お客様にとって１番身近な金融機関になることを目指しています。

様々な職業や年代の方と出会う機会があり、日々成長をさ
せてくれる仕事です。
地元の為に働ける事も私のやりがいの1つです。
（入社3年目）

業務
内容

しまなみ信用金庫は数ある金融機関の中でも、中小企業・個人専門の協同組織型金融機関として業務
を行っています。昭和19年の創業以来、地域に密着し歩んできた信用金庫です。私たちの仕事は、
「金
融」
という手段を用いて、人と街をつなぎ、地域の暮らしを支えること、つまり
「地域経済発展の架け
橋」になることです。

企業番号

3

金融・サービス

しまなみ信用金庫
「地域を愛する想い」
「 人とのふれあいを大切にす

先輩からの
メッセージ

企業番号

金融・サービス

4 （株）福山臨床検査センター
新しいことをすすんで吸収することができる行動

こんな人 力とプラス思考、チームで働くので明るく素直で
募集！ 前向きな人を募集しています。
先輩からの
メッセージ

営業職のほとんどは文系出身です。
医療に係わる業務だけに責任は大きいですが、研修がしっ
かりしているので大丈夫です。

企業
情報

■所在地：〒720-0831 福山市草戸町1丁目23番21号
■営業所等：東京、大阪、神戸、福岡を含めた中四国14支所
■URL： http://www.fmlabo.com
■TEL：（084 ）921 - 2751
■E-mail： saiyou@fmlabo.com
■担当者：藤尾 耕造
■設立：1967年
■資本金：4800万円
■従業員数：757人（男：363人・女：394人）
■売上高：114億5,000万円

企業
PR

「人の健康こそ幸福への第一歩である」
を経営理念とし、臨床検査を通してかけがえのない「いのち」
と
「明日の健康」のために地域医療に貢献しています。
業務エリアは中四国を中心に展開しており、中国地方ではトップレベルの規模となっております。
社内保育園を開園し、従業員の福利厚生にも力を入れています。

業務
内容

事業内容は「受託臨床検査・医薬品及び医療材料販売・医療情報システム開発・調剤薬局事業」です。
受託臨床検査とは病院から検体をお預かりし検査を行って、結果をお返しすること。
医薬品及び医療材料販売は、血液などを採取するための試験官販売。医療情報システム開発とは医
療機関向けシステムの開発です。調剤薬局事業とは病院と隣接している調剤薬局の運営です。

4

流 通・外食
企業番号

流通・外食

5 （株）エブリイ
求めている人財は「自ら創意工夫を楽しめる人」、

こんな人 そして「素直」
・
「プラス発想」
・
「勉強好き」
な
募集！ 人です！
先輩からの
メッセージ

企業番号

6

就職活動は自分を知るチャンスです。
固定観念を持たずに、チャレンジすることで新しい自分を
発見できますよ！
（入社4年目）

北村自動車（株）

（マツダオートザム福山南）
自ら考えて行動できる方、私達と一緒に目標に向

企業番号

成長しようとする力を大事にしてほしいと思っています。
私達先輩がフォローします。ぜひ、一緒に働きましょう！

周りの人と力を合わせ、助け合いの気持ちを持っ

こんな人 ている方。また、仕事を通じ地元に貢献したいとい
募集！ う意識のある方。

企業番号

クルマの営業は大きなやりがいが感じられる仕事です。
一緒にマツダと広島を盛り上げましょう！
（入社9年目）

人を思いやり、前向きに行動できて、

こんな人 仕事を楽しめる方
募集！

企業番号

9

何事もチャレンジです！必ず皆さんに合う企業と巡りあうこ
とが出来ます！
チャンスを逃さず、楽しんで就活をしてほしいと思います！
（入社4年目）

地域のお客様のために力を尽くせる人、人と話し

こんな人 をするのが好きな人
「ありがとう」
と言われるのが好
募集！ クルマが好きな人、
きな人

先輩からの
メッセージ

お客様から
「ありがとう」
と言っていただき、お客様に喜ん
でいただけることにやりがいを感じます。
（ 入社４年目）

「地域に 美味しい を届けたい」その想いからエブリイを設立。
私たちは、本部主導でお店を管理するのではなく、個店主義でお客様に最も近い売場担当者が仕入れ
や売場作りを行い、お客様から
「愛されるお店」
を目指しています。そして目の前の売上より、今日のお
客様の満足度を追求し、店舗独自企画や売場作り、商品展開など創意工夫を行っています。
店舗（青果・精肉・鮮魚・惣菜・食品・ベーカリー・サービス）で商品作り・売場マーケティングを学びそ
の後、本人の個性を最大限に活かした配属を実施し、キャリアをつんでいただきます。

企業
情報

企業
PR

今年で56年目を迎える弊社は、マツダディーラーとしてお客様ひとりひとりに寄り添ったサービスを
提供し、お客様とのつながりを大切に、お客様から心から信頼され、選ばれ続ける会社を目指していま
す。そして、地域に貢献し、従業員が誇りを持って働き続けたいと思える会社を目指しています。毎年
マツダ耐久レースに参加しており、チームワークの良さが自慢です。

業務
内容

マツダディーラーとして、新車・中古車の販売及び車検・点検・整備、修理全般、保険業務など、お客様
の安心・安全なカーライフをトータルでサポートしています。営業スタッフは、お客様のライフスタイル
に合わせ、最適な車を提案していきます。
また、保険や車検・点検等のカーライフ全般のアフターフォ
ローも行います。

企業
情報

■所在地：〒〒732-0802 広島市南区大州5丁目5-37
■営業所等：広島市、福山市、尾道市など県内全域18店舗
■URL：https://www.efh.co.jp/
■TEL：( 082 ) 286 - 4103
■E-mail：info@efh.co.jp
■担当者：近藤 大介
■設立：1959年
■資本金：9,000万円
■従業員数：377人（男：277人・女：100人）
■売上高：101億円

企業
PR

弊社は広島県内に18店舗を展開するマツダ車の正規販売会社（ディーラー）です。
広島が世界に誇るマツダブランドの魅力を、地元の皆様にお伝えするのが私たちの使命です。
複数人のスタッフによる
「チーム制営業」
という独自の考え方で、地域の皆様に信頼され「選ばれる」存
在を目指します。

業務
内容

■TEL：（ 084）954-7770
■担当者：北村 智子
■資本金：１６００万円
■売上高：761百万円

新車（マツダ車）
・中古車の販売ならびに点検整備 自動車部品・用品の販売
損害・生命保険等の各種代理店業務 各種関連商品（カープチケット等）の販売

企業
情報

■所在地：福山市西新涯町2-10-11
■営業所等：広島県、岡山県、島根県、鳥取県、愛媛県、香川県、兵庫県
■URL： https://himawarinews.com
■TEL：(084)957-2680
■E-mail： saiyou@pupule.co.jp
■担当者：田中和美（タナカカズミ）
■設立：1978年
■資本金：4900万円
■従業員数：3,036人（男：498人・女：2,538人）
■売上高：517億円

企業
PR

私たちが目指すのは、単に商品の販売をするドラッグストアではありません。
時代の変化が大きくなる中、ひまわりは、
ドラッグストアの枠を超えて、
より便利に、安心して生活でき
るよう地域に貢献するため、様々なチャレンジをし、地域の皆様に頼られる存在になりたいと考えてい
ます。ひまわりでは、一人一人の個性を大切にし、活かすための様々な仕事があります。そして、
「なり
たい」
自分になるための共育制度も充実しています。

業務
内容

・大型ドラッグストア「スーパードラッグひまわり」の運営
・化粧品を主体とした「サプラス」の運営
・併設調剤薬局の運営 ・併設エステサロンの運営
・ネット通販の運営

企業
情報

■所在地：〒〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2丁目26-39
■営業所等：蔵王店、佐波店、駅家店、尾道店、三原店
■URL：https://ni-fukuyama.nissan-dealer.jp
■TEL：( 082 ) 238 - 3016
■E-mail：saiyo@hiroko-group.co.jp
■担当者：後藤 裕司
■設立：1988年
■資本金：5千万円
■従業員数：107人（男：93人・女：14人）
■売上高：3,342百万円

企業
PR

広島県東部を営業エリアとし、日産車の販売店としてカーライフに関するサービスを展開しておりま
す。
「 安心」
「 安全」、そして「満足」、
「 満足」は「信頼」の証：選ばれる福山日産へ、
をスローガンに、地域
社会に貢献していきます。
また、路線バス会社の広島交通を中心とする、
「 広交グループ」の系列会社
であり、広島のまちと共に育ってきた企業グループです。

流通・外食

福山日産自動車（株）

■TEL：（ 084 ）982-9742
■担当者：藤原 友幹
■資本金：3,000万円
■売上高：883億（2020年6月期）円

■所在地：〒７２１−０９５２
■営業所等：広島県福山市曙町４−８−２８
■URL： https://maz-fukuyama.com
■E-mail： recruit@maz-fukuyama.com
■設立：1964年
■従業員数：23人（男：16人・女：7人）

流通・外食

8 （株）ププレひまわり

先輩からの
メッセージ

業務
内容

流通・外食

7 （株）アンフィニ広島

先輩からの
メッセージ

企業
PR

流通・外食

こんな人 かってチャレンジしてくれる方 、人とのコミュニ
募集！ ケーションが好きな方
先輩からの
メッセージ

企業
情報

■所在地：〒721-0973 福山市南蔵王町1-6-11
■営業所等：広島県・岡山県・香川県
■URL： https://recruit-everyhomey.com
■E-mail： y̲fujiwara@super-every.co.jp
■設立：1989年
■従業員数：4,646人（男：1,647人・女：2,999人）

業務
内容

日産車新車販売、中古車販売、
自動車整備及び修理、
自動車保険代理店業

5

流 通・外食
企業番号

製造業

10 （株）アペックスインターナショナル
これから、100年企業を目指すなか、常に情熱を

こんな人 持ち続け、素直に学ぶ方と共に未来を切り拓いて
募集！ いきたいと思っています。
先輩からの
メッセージ

企業
情報

■所在地：〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2-16-5
■営業所等：広島県安芸郡府中町に2店舗、福山市内に3店舗、岡山県倉敷市に1店舗
■URL：http://shimanami-sushi.jp/
■TEL：( 084 ) 931 -3838
■E-mail：kyujin@a-fgroup.jp
■担当者：金田江里子
■設立：1992年
■資本金：2,600万円
■従業員数：160人（男：64人・女：96人）
■売上高：10億

企業
PR

高級な存在だったお寿司。
もっと親しみやすく味わってもらうことはできないかとの想いから始まり、手
ごろな価格や、回転寿司というスタイルは今では常識を打ち破る領域でのチャレンジ。
回転寿司ブームの流行り廃りがある中で、
「 廻鮮寿司しまなみ」は、
これからも、他店とは一線を画する
寿司屋と成長を続けていきます。

流通・外食

今は何をしたいかわからない方、一緒に働きながら自分に
合う仕事を探していきましょう。

業務
内容

廻鮮寿司しまなみでは、
「 本物の美味しさを皆様へ」
をコンセプトに、新鮮で「でかネタ」
と、心を込めた
おもてなしでお客様をお迎えしています。今後も常に新しいことにチャレンジし、お客様の心の残る感
動をお届けするために努力し続けます。

企業
情報

■所在地：〒720-0825 広島県福山市沖野上町4-13-27
■営業所等：全国96薬局展開（広島県・岡山県・島根県・鳥取県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・東京都・香川県・愛媛県・沖縄県）
■URL：https://www.pharmacy-recruit.com/ ■TEL：( 0120 ) 314 - 868
■E-mail：saiyou@pharmacy-net.co.jp
■担当者：田中 利奈
■設立：1976年
■資本金：5,000万円
■従業員数：817人（男：168人・女：649人）
■売上高：212億1,599万円

こんな人 あなた。地域医療を支えるファーマシィで私たちと
募集！ 一緒に働いてみませんか？

企業
PR

≪中四国エリアにおいて、業界最大手の会社です≫
薬局には、疾病も年齢も性別も、そして生活環境や職業も様々な患者さんが来局されます。多くの悩み
を抱えていたり、悲しみや喜びなど感情も様々です。その中で、
また次もこの薬局に来たい、かかりつ
け薬局にしたいと思われるような、心のこもった応対で、患者さんから選ばれる薬局をつくっています。

ファーマシィは、働く社員にも患者さんにも優しい会社だと
思います。
ぜひ私たちと一緒にファーマシィで働きましょう。
（入社 6年目）

業務
内容

■医療事務（メディカルパートナー）■ ※地域採用
受付・パソコン入力・レセプト・薬剤師補助業務などに携わっていただき、薬局の医療事務としてスペ
シャリストを目指します。ただ単に座って事務作業を行うだけではなく、上記の薬剤師補助業務や患者
さんの応対など、積極的に動くことが求められる職種です。

企業
情報

■所在地：〒721-8575 広島県福山市箕島町５３７８番地
■営業所等：埼玉・愛知・大阪・群馬・静岡・アメリカ・タイ・中国・韓国・台湾
■URL：https://www.shigiya.co.jp
■TEL：(084)954-2961
■E-mail：recruit-shigiya@shigiya.co.jp
■担当者：井上 貴弘、藤原 栞
■設立：1960年
■資本金：1億円
■従業員数：274人（男：250人・女：24人）
■売上高：8,286百万円（2020年3月期）

企業
PR

シギヤは円筒研削盤の製造販売を行っています。50年以上にわたり様々な技術を磨き上げてきまし
た。部品の性能を高める重要な加工機であり、工作機械の中で最も高い加工精度が求められます。
私達の技術が環境・エネルギー・資源等のあらゆる課題を解決すると信じ、お客様の多種多様なご要
望に誠心誠意お応えするために全社員が、
日々の仕事に本気で取り組んでいます。

業務
内容

■工作機械類の製造及び販売業（CNC円筒研削盤、CNC万能研削盤、CNCセンタレス円筒研削盤
及び専用研削盤）
■工作機械の改造修理業（レトロフィット、オーバーホール）
■GS事業部（眼科眼鏡機器の販売）

企業
情報

■所在地：〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原1787-1
■営業所等：東京、大阪、福岡、広島、関越、横浜、愛媛、東北
■URL： http://www.takao-world.co.jp
■TEL：（ 084 ）955-1275
■E-mail： soumu@takao-world.co.jp
■担当者：総務部 部長 今栄 繁
■設立：1955年
■資本金：8,000万円
■従業員数：166人（男：133人・女：33人）
■売上高：32億7500万円

企業
PR

弊社は遊具・公園施設・都市景観施設の企画デザイン・設計から製造、販売、施工までを一貫して行っ
ているトータルメーカーです。製作する製品はほとんどがオリジナルデザインのため「まだどこにもな
いモノ」そして「ニーズに合ったモノ」
を生み出しています。
毎回手掛ける製品が変わるので営業から企画、設計に至るまでルーティンワークとは無縁です。

業務
内容

設計：製品のデザイン・イメージパースの作成及び
企画提案書の作成
CADを使っての意匠及び構造設計
営業：官公庁、ゼネコン、設計事務所への提案営業

企業
情報

■所在地：〒720-0003 福山市御幸町森脇230
■営業所等：東京支社、全国９支店、５３営業所 関連・グループ会社：国内４社、海外：１２社
■URL：https://www.teral.net/
■TEL：(084) 955 - 1111
■E-mail：nakahara01@teral.co.jp（人事課：中原） ■担当者：総務部人事課 中原 朗
■設立：1950年
■資本金：78,000,000円
■従業員数：856人（男：717人・女：139人）
■売上高：317億3614万円（2019年度実績）

こんな人 ち、格 好をつけずに目の前の課 題に対して地 道
募集！ に、愚直に、行動し続ける人です。

企業
PR

あなたは、あなたらしく。それがテラルらしさを、創っていく。
「 水と空気 の流れを創造し、社会に貢献する」テラルは創業103年の歴史と実績を持つ、ポンプや
ファンをベースにした環境関連機器の製造、販売メーカーです。国内外の多くの建物や工場に導入さ
れ、国内シェア1/3を占める業界大手として生活や産業を支えています。貴方も一翼を担いませんか。

誰かの役に立ちたい…その思い、テラルで叶えてみません
か？
「水と空気」で「社会と環境」
を支える企業、それがテラ
ルです。
（入社１年目）

業務
内容

【技術職】当社事業に関する新製品や既存製品カスタマイズなどの研究、開発、設計、生産技術、品質
保証、
システム技術、営業技術などの実務を担当。
【営業職】ゼネコン（建設業者）やサブコン（設備業者）、機械装置メーカーへの提案と成約に向けた
ルート営業及びアフターフォロー、新規開拓などを担当。
貴方の思いを形にし、社会に貢献しませんか。

企業番号

流通・外食

11 （株）ファーマシィ
人と接すること、人に喜んでもらえることが好きな

先輩からの
メッセージ

企業番号

製造業

12 （株）シギヤ精機製作所
情熱をもってモノづくりに取り組める

こんな人 チャレンジ精神のある人
募集！
先輩からの
メッセージ

企業番号

私の会社選びの軸は会社規模や事業内容、福利厚生面で
した。最終的にシギヤの技術力に惹かれたことが入社の決
め手となりました。
（入社３年目）

製造業

13 タカオ（株）
モノづくりに興味のある方、

こんな人 何事にも関心・やる気を持って取り組める方、
募集！ 人を楽しませることが好きな方
先輩からの
メッセージ

企業番号

既成概念にとらわれない新しい製品づくり・空間づくりを目
指す当社では
若い方のアイディアや自由な発想に大いに期待していま
す！

製造業

14 テラル（株）
弊社の理念に共感し、多くのことに興味・関心を持

先輩からの
メッセージ

6

製造業
企業番号

製造業

15 内海造船（株）
1.乗り物や、海、大きなモノづくりに

こんな人
興味を持っている方
募集！ 2.誰かと協力して大きな仕事に挑戦したい方
研修制度や福利厚生の充実はもちろん、みんなで協力！と
いう社風が好きです。チームワークで取り組む造船業なら
ではの気質がいい環境を作っています！
（入社 3年目 設計職）

企業
情報

企業
PR

■所在地：〒722-2493
■営業所等：尾道市（本社瀬戸田工場および因島工場）、品川区(東京支社）、此花区（大阪支社）
■URL： https://www.naikaizosen.co.jp/
■TEL：（0845）27-2111
■E-mail： recruit@naikaizosen.co.jp
■担当者：植田 豊
■設立：1944年
■資本金：12億17万円
■従業員数：647人（男：615人・女：32人）
■売上高：350億7100万円
我々は他社を圧倒する多彩なラインナップの船を造り上げる造船メーカーです！
なかでも国内フェリー建造実績は日本トップクラス。
自分の仕事が、巨大な船という形として残り、
自分
たちが造った船に誰かと一緒に乗船できる
「やりがい」はフェリーを造る会社だけの特権です。

業務
内容

船舶設計：CADソフトを使用して船を建造するための設計図面の作成を行います。
担当技師：船体やエンジンといった部門ごとに現場の作業指示や各種検査業務を行います。
事務総合職：総務・経理・情報システム・資材調達等の業務を行ないます。
営業職：新造船・修繕船の受注業務を行います(支社勤務有)。

企業
情報

■所在地：〒720-0045
■営業所等：広島県福山市宝町4-14
■URL：https://www.matuoka.co.jp/index.html
■E-mail：noriaki.miyamoto@matuoka.co.jp
■設立：1956年
■従業員数：
（男：90人・女：81人）

こんな人 ものづくり に携わりたい方や、日本国内だけで
募集！ なく海外でもグローバルに活躍したい方

企業
PR

自社のブランドは持たず生産のみを行い、取引先ブランドの衣料品を受注生産で製造するのがOEM
メーカーですが、当社は縫製加工のみでなく、商品企画から素材開発、製造、
さらには物流・流通まで
の一貫体制を整えている業界でも稀有なOEMメーカーです。私たちは、
「 お客様の全てのニーズに応
える」
ことを企業ポリシーに、効率化、生産性の向上に取り組み続けています。

お客様のニーズは、デザイン、品質以外にも多種多様。これらのご要望に対応
し続けるためには、国内の営業、企画、業務の各担当者と海外の管理者、また
時にはお客様を含め、皆一体となって日々業務を取り組まないといけません。
１つの製品に対し枠という概念が無く、皆で創意工夫を重ねてより良いもの
を作っていくところは当社の魅力の一つだと思います。
（入社3年目）

業務
内容

当社の業務内容は大きく４つに分類されます。
①生産管理（海外)…工場経営、技術指導等
②営業…オーダー受注、製品見積書作成、納期管理、生産スケジュール管理等
③企画…型紙・仕様書確認、製品サンプル作成・検品等
④業務…資材発注・管理、貿易事務等

企業
情報

■所在地：〒722-0012 広島県尾道市潮見町6-11
■営業所等：東京支社、長崎工場、尾道工場、営業所（広島、長崎、香川、神奈川）
■URL：http://www.nakata-mac.co.jp/
■TEL：(0848)20-1200
■E-mail：soumu@nakata-mac.co.jp
■担当者：龍王 翼
■設立：1961年
■資本金：4億5,000万円
■従業員数：256人（男：212人・女：44人）
■売上高： 85億9,663万円

企業
PR

当社は創業89年を迎える造船・海運関連の会社です。
船舶塗装施工業務、海上輸送業務、船舶荷役装置の設計・製造・アフターサービス業務の3事業から
成り、尾道本社を中心に、東京支社・長崎工場ほか各地造船所内に営業所を展開しております。
仕事を通じて人を育てることをモットーに、多彩な人材を求めています。

先輩からの
メッセージ

企業番号

製造業

16 （株）マツオカコーポレーション
アパレルビジネスやファッションが好きで

先輩からの
メッセージ

企業番号

製造業

17 （株）ナカタ・マックコーポレーション
◆好奇心と向上心をもって努力できる方

こんな人 ◆体を動かして仕事をしたい方
募集！ ◆モノづくりに興味がある方
先輩からの
メッセージ

企業番号

一般的に馴染みのない業界だと思いますが、
仕事を通じて造船や海運に関する見識を深めることがで
きます。
（入社3年目）

コミュニケーションをとることが好きな方、素直な

こんな人 気持ちで取り組める方、チャレンジ精神がある方、
募集！ 周囲と協力して取り組める方等

企業番号

当社の魅力は、何事にも積極的に取り組む姿勢を評価して
くれる社風で、若手でも様々な仕事を任せてもらえる機会
があることです。
（入社5年目）

機械に興味があり、
ものづくりに失敗を恐れず

こんな人 果敢に挑戦できる方
募集！
先輩からの
メッセージ

企業
情報

企業
PR

1917年の創業以来、102年にわたる歴史の中で、木造船建造から鋼船建造への進出、建造設備の増
強による大型外航船建造への転換や海外進出など、会社の将来を左右する数々の挑戦を経て成長を
続けてきました。今後も将来を見据えた技術開発や新たな船種への取り組み、海外展開の拡大など、
失敗を恐れないチャレンジ精神で挑み続けます。

業務
内容

当社は広島県福山市を本拠地とし、
フィリピン・セブ島、中国・浙江省、パラグアイ・アスンシオンに生
産拠点を持ち、造船事業をグローバルに展開している会社です。
これら国内外の生産拠点で3万トン〜18万トン級のばら積み貨物船、
コンテナ船、
タンカー、バージな
どの建造および修繕を行っています。

企業
情報

■所在地：〒729-0114 広島県福山市柳津町三丁目４番１２号
■営業所等：東京営業所、大阪営業所、名古屋営業所
■URL：http://www.cosmic-ind.co.jp/
■TEL：(084) 933 - 6703
■E-mail：soumu@cosmic-ind.co.jp
■担当者：中曽 俊幸
■設立：1970年
■資本金：4,400万円
■従業員数：115人（男：98人・女：17人）
■売上高：41億円

製造業

19 コスミック工業（株）

コスミックには未知の分野にチャレンジし成長していける
快適な職場環境があります。
ぜひ一緒に挑戦・成長していきましょう！
（入社２年目）

◆塗装事業…造船所で建造される新造船や修繕船への船舶塗装に関する工程・品質管理
◆装置事業…船舶に搭載する荷役装置や乗降装置の設計・営業・アフターサービス

■所在地：〒720-0393 福山市沼隈町常石1083番地
■営業所等：国内（東京支店） 海外（フィリピン、中国、パラグアイ）
■URL： https://www.tsuneishi.co.jp/
■TEL：（ 084 ）987 - 1737
■E-mail： ts.recruit@tsuneishi.com
■担当者：村上 鈴華
■設立：2011年 ※創業1917年
■資本金：1億円
■従業員数：903人（男： 800人・女： 103人）
■売上高：1,646億円 ※2019年12月期 グループ造船事業連結

製造業

18 常石造船（株）

先輩からの
メッセージ

業務
内容

■TEL：(084)973-5188
■担当者：宮本 典明
■資本金：5億6,050万円
■売上高：571億円

企業
PR
業務
内容

創業以来「先進の技術」
をものづくりの原点にしてきました。
電動シリンダの製造から始まった当社は、常に研究・開発を続け、現在では鉄道車両の昇降装置をはじ
めＩＴ・物流・舞台ホール等さまざまな分野で国内外問わず活躍しています。

電動式アクチュエータの専門メーカーです。
電動シリンダ・電動リフタ他、機械装置の開発、設計、製造、販売を行っています。

7

製造業

企業
情報

■所在地：〒７２２−８６０５
■営業所等：東京営業所
■URL： http://www.dock.co.jp
■E-mail： recruit@dock.co.jp
■設立：1953年
■従業員数：185人（男：176人・女：9人）

こんな人 船やモノづくりに興味をもち、指示されたこと以外
募集！ にも行動でき、積極的に業務の改善ができる人を

企業
PR

弊社は船舶修理を専業とする造船所です。内航船を中心に様々な船種に対応しており、5本のドック
で年間約300隻をも手掛け、国内有数の規模を誇ります。
また、船舶修理の技術を活かし、
プレジャー
ボートやヨットの整備も行っています。近年では、内航海運業へも進出しました。様々な取組みが評価
され2018年の9月には、広島県働き方改革実践企業に認定されました。

（入社4年目）特に社員の教育に力を入れているので、専門知識がなくて
も、やる気さえあれば学べる環境が整っています。それに加え、職場での
コミュニケーションも取りやすく、伸び伸びと仕事ができるので、就職先
の選択肢の中に向島ドックを入れていただければ嬉しく思います。

業務
内容

企業番号

製造業

20 向島ドック（株）
弊社の応募には特に必要な資格はありません。
求めています！

先輩からの
メッセージ

■TEL：（0848）44-0001
■担当者：灰谷利恵
■資本金：9,000万円
■売上高：44億4,700万円

船舶修理業、内航海運業、マリーナ事業

企業
情報

■所在地：〒720-2124 広島県福山市神辺町川南741-1
■営業所等：
■URL： http://www.sun-s.jp
■TEL：
（084）963 -8585
■E-mail： sun-ssaiyou@sun-s.jp
■担当者：今井奈津美
■設立：1949年
■資本金：9,700万円
■従業員数：610人(男性420人、女性190人)
■売上高：２00億円

こんな人 団】です。同様に、一緒に働く方にも「挑戦し続ける
募集！ 人」を求めています。

企業
PR

広島県働き方改革実践企業認定、ふくやまワーク・ライフ・バランス認定を受けており、福利厚生には
絶対の自信があります！例を挙げますと、1日・半日・時間単位の有休休暇取得、奨学金補助や医療費保
障による経済的なサポート、オリジナル通信教育での人材育成、
などなど。
働きながら｢仕事と家庭の両立｣を実現するための支援に積極的に取り組んでいる企業です。

「成長したい！」
という方はぜひ！
失敗をしても必ず、上司や同僚が励まし、気付きをくれま
す。だから私は楽しく成長しています。
（入社 1年目）

業務
内容

弊社は広島県福山市にございます≪モノづくり≫の中堅企業です。
特徴は、繊維・電子の異なる二つの事業部で構成されていることです。繊維事業部はユニフォームの
企画開発から生産まで一貫した体制をとっているアパレルメーカーです。電子事業部は、電子機器・制
御基盤など、開発設計から製造販売まであらゆる段階で製品・サービスを提供しております。

企業
情報

■所在地：〒720-2113 福山市神辺町旭丘5番地
■営業所等：東京、千葉、横浜、名古屋、大阪、滋賀、明石、広島
■URL： http://www.ishiihyoki.co.jp/
■TEL：
（ 084 ）960-1230
■E-mail： shomu@ishiihyoki.co.jp
■担当者：井上英昭
■設立：1973年
■資本金：3億円
■従業員数：354人（男：282人・女：72人）
■売上高：103.6億円（2020年1月期・連結）

企業
PR

石井表記は今年で創業58年目を迎えるモノづくりの会社です。
多彩な技術力を武器に、国内また、海外へ製品展開をしております。
お客様のニーズの数だけ、当社の製品は存在します。モノづくりの技術力、
また、お客様との信頼関係
も大切にし、
「ここに頼んでよかった」
と言ってもらえるよう、総合力でモノづくりに挑む会社です。

企業番号

製造業

21 （株）サンエス
弊社はモノづくりに励んでいる
【チャレンジャー集

先輩からの
メッセージ

企業番号

製造業

22 （株）石井表記
表面加工をキーワードにネームプレートから

こんな人 各種表面加工装置まで様々な製品の顔づくりで
募集！ 未来社会を一緒にデザインしてみたい方！
先輩からの
メッセージ

企業番号

年間休日120日に加え、週2回設定されているノー残業
デーがあり、
プライベートも充実させることのできる会社です。

製造業

23 （株）北川鉄工所
好奇心を持って常に新しいことに取り組む

こんな人 チャレンジ精神旺盛な方を求めています。
募集！
先輩からの
メッセージ

業務
内容

北川鉄工所は地元地域に根差した温かい企業風土なので
働きやすく、何より、変化を恐れずチャレンジできる環境が
ある会社です。
（入社1年目）

企業
情報

企業
PR

ネームプレート、
プリント基板、操作スイッチ、表示器、
プリント基板製造装置、
自動車部品製造装置、
液晶用配向膜塗布装置の開発・製造・販売

■所在地：〒726-8610 府中市元町77-1
■営業所等：札幌、仙台、さいたま、上野、新潟、名古屋、大阪、香川、福岡、沖縄
■URL：https://www.kiw.co.jp/recruit/index.html ■TEL：（ 0847 ）40 - 0503
■担当者：福田 真広
■E-mail： recruit@kiw.co.jp
■資本金：86億4000万円
■設立：1941年
■売上高：582億8,800万円
■従業員数：1,440人（男：1,256人・女：184人）
【東証一部上場】幅広い事業を展開しており、それぞれの分野でトップシェア製品を有しています。
世界各国で高い品質と精度が評価され、業界ではトップブランドです。
働き方改革への取り組みや人材育成にも力を入れており、定着率では日本一になりました。
さらなる飛躍を目指し、
日々挑戦し続けています。

業務
内容

企業
情報

■所在地：〒720-8650
■営業所等：支店4カ所、営業所22カ所、工場3カ所
■URL：http://www.horkos.co.jp
■E-mail：ishiguh@horkos.co.jp
■設立：1945年
■従業員数：789人（男：659人・女：130人）

こんな人 展開をしており、若い頃からでも多様な経験をす
募集！ ることが出来ます。

企業
PR

"GO GREEN WITH HORKOS"をスローガンに環境へ配慮したモノづくりを行なっています。
当社の製品は、
自動車メーカーや食品メーカー、建築業界や飲食業界など多種多様な業界で採用され
ており、多くの企業を支えています。
また、高い技術力を生かし、国内だけではなく海外にも展開をしており、活躍の場も幅広いです。

挑戦し、
自己成長ができる会社です。
いつか皆さんと働き、切磋琢磨できることを楽しみにして
います。
（入社4年目）

業務
内容

設計部門は、個々の顧客ニーズに対応するため、日々新しい仕事になります。自分のアイデアが新規
開発にもつながり、豊富な経験と総合的な技術力を持つエンジニアを目指すことができます。
営業部門は、
さまざまな顧客ニーズをキャッチして提案していく仕事です。高い技術力、確かな競争力
の製品なので、
自信を持って営業できます。

企業番号

製造業

24 ホーコス（株）
高い技術力を生かし、国内だけではなく海外にも

先輩からの
メッセージ

8

■TEL：( 084 ) 922 - 2601
■担当者：石黒宏哉
■資本金：8500万円
■売上高：239億円

製造業

建設・不動産

企業
情報

■所在地：〒722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷４５５−８
■営業所等：
■URL：http：//www.okaden.jp
■TEL：(０８４８)２０ -５８１０
■E-mail：e-okamoto@ml.okaden.jp
■担当者：岡本茂義
■設立：１９５２年
■資本金：8,000万円
■従業員数：９５人（男：６９人・女：２６人）
■売上高：13億7,000万円

こんな人 好奇心をもって自ら成長していこうとする意欲の
募集！ ある方

企業
PR

弊社の特徴は、ハードウェアとソフトウェアを融合させたシステムを自社で開発出来る事です。
その様な開発指向の弊社にとって、人生にも仕事にも心のゆとりがとても大切で、
ワークライフバラン
スの充実があってこそ良い仕事が出来ると考えています。
今後も、産業界のニーズに応え、社会に貢献する存在であり続けたいと考えています。

一人ではできない「モノづくり」。
豊かなコミュニケーションと先輩達からの具体的なアドバ
イスで日々成長しています
（入社 ６年目）

業務
内容

企業番号

製造業

25 岡本電気（株）
「モノづくり」が好きで、チームワークを大事にし、

先輩からの
メッセージ

企業番号

大型装置などの「ものづくり」に興味があり、

こんな人 新しい技術開発や製品開発に携わりたいと考えて
募集！ いる方を募集しています。
先輩からの
メッセージ

企業番号

やりたいことをやらせてもらえる社風があるので、興味の
あることにどんどんチャレンジできます。

当社の合言葉は【A・T・M】

こんな人 明るく・楽しく・前向きな仲間を募集中です。
募集！

企業番号

商品（資材卸）
と同時に人（施工力）
を動かす仕事は、責任
は重いけど、若い頃から権限を持たせてくれるので、他の
会社に無い経験が出来ます。
（ 入社 6年目）

尾道、福山で活躍しています。

こんな人 私たちと一緒に仕事をしていただける方を
募集！ 募集しています。

企業番号

この企業で働いてみて、
まず感じたのは上司と部下の距離
が近いことです。
年齢に関係なく話しやすい雰囲気です。
（ 入社2年目）

業務
内容

営業…お客様と仕様打合せ・見積り・製品提案・アフターフォローなど一連の工程に携わります。
設計…お客様ごとの詳細仕様を決定し機械図面や制御図面を描きます。
製造…設計からの図面を基に、材料や部品の購入・装置の組立・加工・配線・据付けなどを行います。
技術開発…お客様からの要望や意見を伺い、新製品や新技術を開発します。

企業
情報

企業
PR
業務
内容

・目標や夢のために、汗と苦労をいとわない人

こんな人 ・嘘をつかず、説得力の向上が出来る人
募集！ ・お客様の為に、精一杯の行動が出来る人

商品力が圧倒的に高いので、お客様に嘘をつく必要もな
く、商品を売りつけることもありません。
営業職として、恵まれた環境です。入社３年目

■TEL：(0847) 40 - 1200
■担当者：小畠崇義
■資本金：3億円
■売上高：40億37百円

■所在地：〒721-0961 広島県福山市明神町2丁目14-29
■営業所等：広島支店・岡山支店・松江営業所・山口営業所・高松営業所他
■URL：http://ikedahalc.com/
■TEL：( 084 ) 922 -8600
■E-mail：inagaki.d@ikedahalc.com
■担当者：稲垣大介（イナガキダイスケ）
■設立：1960年
■資本金：1,000万円
■従業員数：167人（男：119人・女：48人）
■売上高：89億4,600万円
自社オリジナルブランド
【藍織】は生産量日本一を誇る備後福山の老舗デニムメーカーとコラボで誕
生しました。世界に誇る品質の備後デニムで創る壁紙とカーテンの【藍織】
を通じて、
より素敵な暮らし
をお届けします。

中四国NO.1のインテリア内装資材（壁紙・カーテン・カーペット・ブラインド等）専門商社。
資材卸と施工力で快適な住環境づくりを応援する
『総合内装支援企業』です。

企業
情報

■所在地：〒729-0141 尾道市高須町904
■営業所等：福山支店、尾道国際ホテル、尾道ロイヤルホテル、尾道第一ホテル
■URL：https://www.sanyo-gr.co.jp/
■TEL：(0848)46-1212
■E-mail：soumu@sanyo-gr.co.jp
■担当者：小林 利幸
■設立：1955年
■資本金：8，800万円
■従業員数：282人（男：206人・女：76人）
■売上高：7，602，000，000円

企業
PR

管材販売では中四国トップクラスです。
「 パイプのデパート」
としてすべてのパイプを揃えています。空
調衛生工事では「日本列島が活躍の舞台です」
をモットーに、当社独自の技術で大型ＩＣ工場、
ドーム球
場、超高層ビルのパイプ部門を担っています。賞与は年3回の実績があります。福利厚生では子どもの
教育資金は無利子、車購入補助（15万円まで）
などがあります。

業務
内容

管工機材・住設機器のルートサービス
空調・衛生工事の設計（CAD）
・施工・現場監理
観光ホテル業（３ホテル）
フューチャー工法による管加工・プレハブ管加工及び架台ユニット製作（３工場）

企業
情報

■所在地：〒721-0966 福山市手城町3-11-8
■営業所等：広島市、東広島市、尾道市、福山市の７営業所
■URL：https://www.ichijo-h.co.jp/
■TEL：(082 )836 -4811
■E-mail：saiyou@ichijo-h.co.jp
■担当者：川内・竹原
■設立：1986年
■資本金：2千万円
■従業員数：83人 （男：74人・女：9人）
■売上高：44億8,500万円

建設・不動産

29 （株）一条工務店広島

先輩からの
メッセージ

当社は設立64年を迎える産業機械メーカーです。
プリント基板プレスをはじめFA・搬送機械などの産
業用設備機械の開発・設計・製造を行っており、なかでもプリント基板プレスは世界屈指のシェアを
誇っています。当社の装置で作られたプリント基板は、スマホやタブレット端末はもとより、次世代自動
車や航空機、最先端の技術を結集した人工衛星等に使われています。

建設・不動産

28 山陽工業（株）

先輩からの
メッセージ

企業
PR

建設・不動産

27 （株）池田ハルク

先輩からの
メッセージ

企業
情報

■所在地：〒726-0002 府中市鵜飼町800-8
■営業所等：東京支店、大阪出張所
■URL：http://www.kitagawaseiki.co.jp
■E-mail：somu@kitagawaseiki.co.jp
■設立：1957年
■従業員数：138人（男：126人・女： 12人）

製造業

26 北川精機（株）

各種産業機械 主として段ボール製造プラント、
製函機 船用リモコン等の自動制御装置並びに
各種検査装置等の開発、設計、製作、据付、アフターサービス

企業
PR
業務
内容

私たち一条工務店グループの使命は、
ご家族の安全や健康を守り、いつまでも安心で快適に暮らせる
「ロングライフの家」
を提供することです。その為に、研究→実験→実証を繰り返しながら技術力を高
め、
コーポレートスローガンである
「家は、性能。」にこだわってきました。自信をもって提案できる商品
をもち、地元の広島で働けることが私たちの魅力です。
木造注文住宅の設計、施工、販売、
リフォーム、アフターメンテナンスなど
◆住宅営業職…住宅展示場のご案内、地盤調査、イベントのご案内、建築相談、資金計画、お見積り、
ご契約、建築時のフォローなど一生に一度のイベントである住宅購入の当社の窓口としてお客様にご
提案をします。

9

建 設・不動産
企業番号

建設・不動産

30 三和鉄構建設（株）
建物に興味があり、技術力を身に付けたいと思っ

企業
情報

■所在地：〒729-0141
■営業所等：尾道工場、広島営業所
■URL： https://www.sanwa-group.info/
■E-mail： recruit@sanwa-group.info
■設立：1960年
■従業員数：108人（男：93人・女：15人）

■TEL：（0848）46-0914
■担当者：中島 亮太
■資本金：4,950万円
■売上高：45億円

こんな人 ている方。
募集！ スケールの大きな仕事を通じて、達成感を感じら

企業
PR

建設・住宅・鉄構の3つの事業部を柱に、三和グループの中核として安定成長を続けています。
『広島テレビ放送(株)新社屋』や複合商業施設などの地域の誰もが良く知る大型案件をはじめ、全国か
ら注目される文化を持つ街「尾道」のランドマークの一つでもある
『テアトロシェルネ』など、デザイン
的、機能的な側面から特徴を持つ多数の建築案件にも携わっています。

当社には20代と30代が丁度50％を占めており、若手か
らベテランまで幅広い人材が
活躍しているので働きやすい環境だと思いますよ。
（入社7年目）

業務
内容

【施工管理】一般建築に関して工事の着工から竣工までの現場管理を行います。公共工事から商業・
工業・医療福祉など幅広い工事を経験できます。
【営業】一般建築の営業職／建築鉄骨の営業職です。金額交渉〜現場管理のサポートまで幅広く活動します。
【設計CAD】お客様から頂いた設計図を基に、建物の骨組となる鉄骨を作るための施工図を専用
CADで作成します。

れる仕事がしたい方。

先輩からの
メッセージ

企業番号

建設・不動産

31 （有）晟上工業
1、
「モノづくり」が好きな人

周囲の意見を素直に受け入れ、粘り強く実行できる人
こんな人 2、
3、情熱と熱意を持ち困難な課題にもチャレンジできる人
募集！ 4、常に成長し続ける人
5、よく遊び、よく働く人…活力ある人

先輩からの
メッセージ

企業番号

仕事をしていると、やはり楽しい事ばかりではありません。
ですが、みんなで協力し完成した時はとても達成感があり
ます。
（入社2年目）

企業
情報

企業
PR
業務
内容

建設・不動産

32 三平興業（株）
プラントメンテナンスはたくさんの人と関わりま

企業
情報

こんな人 す。求める人物像は人との繋がりを大切にできる
募集！ 方です。

企業
PR

様々な人と関わる仕事です。
学生のうちからたくさんの人とコミュニケーションを取って
おくといいと思います。
（入社5年目）

業務
内容

先輩からの
メッセージ

■所在地：〒721-0963 福山市南手城町4丁目14-31
■営業所等：
■URL：http://seijokogyo.com
■TEL：(084)921-9230
■E-mail：info@seijokogyo.com
■担当者：小塚 達哉
■設立：2005年
■資本金：5,000千円
■従業員数：20人 （男：17人・女：3人）
■売上高：329,000千円
弊社の製品は日常生活で目にするものではありませんが、国内産業を支える設備に係る製品を扱って
おり、備後地域屈指のオンリーワン企業です。
また、多様な営業品目を扱っており、幅広い知識を吸収
できます。

弊社では、以下の営業品目に対応しております。
・各種配管工事・鋼構造物工事・搬送装置・機械器具設置工事
・各種製缶・設計・機械保全工事

■所在地：〒721-0931 福山市鋼管町1番地
■営業所等：倉敷事業所 〒712-8074 倉敷市水島川崎通り1丁目
■URL：https://www.sanpeikogyo.co.jp/
■TEL：( 084 ) 941 - 2440
■E-mail：info@sanpeikogyo.co.jp
■担当者：柳川 達郎
■設立：1966年
■資本金：4，000万円
■従業員数：240人（男：232人・女：8人）
■売上高：36億6，100万円
製鉄プラントが途切れることなく稼働していくためには、優れたメンテナンス技術が必要不可欠です。
設備の故障を最低限に食い止め、常に安定したプラントの稼働を実現させているからこそ、日本を支
える鉄鋼が生み出されていく。そうした誇りを持ちながら、
日々の業務に対応しています。

JFEスチール西日本製鉄所内における製鉄設備・機械のメンテナンスを行っています。
お客様の要望に合わせた各種配管の溶接・補強・取替・洗浄、ポンプやモーター設備の分解や組立・調
整、それらすべてに関わる点検や塗装、環境改善などトータルメンテナンスサービスを提供します。
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運輸・エネルギー
企業番号

IT・メディア・教育

新しいことにチャレンジしたいという

こんな人 「やる気」がある方
募集！
先輩からの
メッセージ

企業番号

自分のやりたいことを発信することにより、
どんな仕事でもやる気があれば任せてもらえる職場です。

意欲的に学び、
自分の思い・考えをきちんと言葉に

こんな人 できる方を歓迎しています。
募集！

企業番号

企業
PR

創業から73年という長い歴史がありますが、20代の若手社員も多く活躍しており、明るくアットホー
ムな雰囲気が特徴の総合物流企業です。必要な知識・資格等は入社後に「資格支援制度」や「先輩社
員からのフォロー」
を通してしっかりサポート致しますのでご安心下さい。
福山から日本全国、世界各国へ。幅広いフィールドで最高の物流を提供していきましょう！

業務
内容

専門的な知識や技術は入社後に先輩たちにサポートしてもらいながら身
につけることが出来るので、今は学生生活をしっかり満喫してほしいと思
います。当社は人あたり良く優しい先輩社員が多く、困ったときは常に助
けてくれるので、安心して入社をしてほしいと思います。
（入社２年目）

企業
情報

企業
PR

1984年『夢に向って前進』
を合言葉にアドバンスシステムはスタートしました。地元密着のソフトウエ
ア会社として、企業向けの業務システム開発や制御ソフト開発を行い、お客様のIT化の充実、高度イノ
ベーション支援に寄与してまいりました。社員１人ひとりの「夢」の実現を支援し、働きやすく、やりがい
を感じられる職場造りを目指しています。

業務
内容

レジャー・自治体

35 福山市役所
福山を元気にしてくれる活力と熱意に溢れ、

・一般貨物運送事業・港湾運送事業
・産廃収集運搬業・通関業・倉庫業
・保険業・建設業・機械据付・クレーン作業

■所在地：〒720-0076 広島県福山市本庄町中1丁目34番6号
■営業所等：
【大阪事業所】 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番1-301
■URL：https://www.asd-ltd.co.jp/
■TEL：( 084 ) - 921 - 1082
■E-mail：総務部 megi@asd-ltd.co.jp
■担当者：江木 美紀
■設立：1984年
■資本金：3,000万円
■従業員数：40人 （男：34人・女：6人）
■売上高：4億7,500万円

IT・メディア・教育

34 アドバンスシステム（株）

先輩からの
メッセージ

企業
情報

■所在地：〒721-0956 福山市箕沖町22−1
■営業所等：JFE構内事業所（福山・笠岡2ヶ所）
・倉敷営業所
■URL：https://maruka-trans.co.jp/
■TEL：
（084）954-1234
■E-mail： recruit@maruka-trans.co.jp
■担当者：須内 宏明
■設立：1961年
■資本金：5,200万円
■従業員数：215人（男：200人・女：15人）
■売上高：2,796 百万円

運輸・エネルギー

33 丸加海陸運輸（株）

レジャー・自治体

企業
情報

コンピュータソフトウエア設計・開発・パッケージソフトウエア販売・
システム運用保守・インフラ環境設計構築支援・
情報通信設備販売等

■所在地：〒７２０−８５０１ 広島県福山市東桜町３番５号
■営業所等：
■URL： http://city.fukuyama.hiroshima.jp
■TEL：（０８４）９２８ -1009
■E-mail： koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima ■担当者：
■資本金：
■設立：1916年
■従業員数：4,115人（男：１９９9人・女：２１１6人） ■売上高：

こんな人 絶えず自分を律し磨き続ける向上心を持った人を
募集！ 募集しています。

企業
PR

さまざまな業務に従事可能なほか，課を超えて職員の発想力が施策に活かされる庁内連携プロジェク
トがあります。
また，女性管理職の割合が１５．
５％と女性が活躍しやすい職場でもあります。産休や育
休などの制度も浸透していて，出産した女性の全員が育児休業を取得しています。
また，復職の際は，
休職前と同じ部署に配属され，安心です。

人口減少社会を迎え，福山は大きな岐路に立たされています。労働力人口の減
少，社会保障費の増大，社会は今まで経験したことがない状況になっていきま
す。そんな中で市民が当たり前に笑っていられるような社会を作っていくため
にはあなたの力が必要です。一緒にがんばりましょう。
（入社９年目）

業務
内容

★この世に存在するあらゆる業務を経験可能★
福山市には２０２０年（令和２年）
８月現在，
７局３２部１３４の課があります。その内容は総務・企画・税
務・経済・福祉・教育・病院・水道など多岐にわたります。事務の仕事のみならず，音楽祭の開催や，イノ
シシの駆除などクリエイティブでエキサイティングな仕事もあります。

先輩からの
メッセージ
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