
☎0897-37-1233

☎0897-33-0138

☎0897-33-9301

☎0897-46-1601

☎0897-34-6877

☎0897-33-2115

☎0897-33-4063
じ

☎0897-46-1511

業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種

4

日本のフェイスマスク産業はここからスタートした

化粧品を製造しているメーカーです。主力
商品はフェイスマスクで、日本で有数の生
産量を誇っています。お客様より頂戴しま
した様々なオーダーに答えるべく、生産ラ
インを随時拡大しています。

●企画開発
●営業
●品質管理
●製造オペレーター

(有)SPC
資本金 300万円(2019.12)

社員数
165名(2019.12)
　※パート、派遣含む

新居浜市多喜浜6-1-39 売上高 56億円(2019.6)

総務人事課　越智 http://sakura-spc.com

Ｅ-mail info@spc17.com

Ｅ-mail

伊予興業㈱

業務部　徳永

新居浜市新田町1-6-29

7

文系・理系を問わず「ものづくり」に興味のある方、集まれ！

http://www.iyokogyo.com

●営業職
●工務管理事務（補助）
●工務（製缶/組立/溶接等）

3

工業用品の販売から塔槽類製作据付までをトータルサポート
3,000万円(2019.3）

31名(2019.3）

14億円(2019.3）

info@iyokogyo.com

8

木造の質を上げつづける会社

三王ハウジング(株)
資本金 2,000万円(2020.1)

社員数 49名(2020.1)

新居浜市阿島1-5-35

総務部　塩﨑

顧客の信頼を第一に、「ものづくり」をサ
ポートする機械設計の会社！
柔軟な発想力と築き上げた技術力で、自動
機械の設計やプラントなどの大型設備ま
で、お客様の製品設計をお手伝いします。

http://www.sanno-web.com

売上高 15億2,000万円(2019.7)

●木材加工機オペレーター
●ＣＡＤオペレーター
●営業職
●施工管理
●一般事務職

Ｅ-mail info@sanno-web.com

●総合職…様々な部門を経験し、
　管理職を目指していく。

●現業職…リフト作業や製造作業
　など現場のプロを目指す。

●ドライバー職…近距離から遠方
　まで様々なタイプの仕事がありま
す。

一宮運輸㈱
資本金 9,000万円(2019.12)

社員数 1,600名(2019.12)

新居浜市西原町2-4-36 売上高 255億円(2018.12)

人事勤労本部　安藤 http://www.ichimiya.co.jp/tran

Ｅ-mail jinji01@unnyu.ichimiya.co.jp

2

物流だけじゃない！製造(化学)もおこなう総合物流企業です！

トラックを使った国内輸送、倉庫管理、配
送に付加価値をつけた物流(3ＰＬ)、船に
関わる国際物流の他、化学工場内での製造
補助を行う「総合物流企業」です！普段か
らコミュニケーションを大切にしている会
社です。

弊社は県内でも数少ない木造建築の部材を
加工するプレカット事業を主とする会社で
す。特に学校や体育館など大型の特殊木造
建築物の構造材の加工は、中四国でも随一
の技術をもっており、オリンピック会場の
部材も供給しています。

資本金

社員数

売上高

シール製品の加工販売、工業用資材・各種
配管機材の販売と各種塔槽類製作・各種機
器据付工事などの鉄工業を柱に地域社会に
貢献できる企業として日々邁進しておりま
す。

●機械設計技術職

(株)興新設計
資本金 1,600万円

社員数 48名(2019.11)

新居浜市久保田町2-1-67 売上高 4億3,800万円(2019.4)

企画管理室　藤田 http://koshin-n.co.jp

Ｅ-mail n.fujita@koshin-n.co.jp

6

作っているのはご飯ではなく、その先の「シアワセ」だ

当社は日本の食文化と食卓の安全・安心を
守り、家庭のお母さんの味を日本中にお届
けしたいという想いのもと「手づくりおか
ずのお店クック・チャム」のチェーン展
開、キットシステムによる食材の製造・供
給を行っています。

●総合職

(株)クック・チャム四国
資本金 500万円(2020.1）

社員数 440名(2020.1)

新居浜市新須賀町2-6-16 売上高 23億2,000万円(2019.11)

商品本部　近澤 https://recruit.cookchumshikoku.com/

Ｅ-mail support@cookchum.co.jp

1

未来にやさしい環境づくり

・腰を据えて働くことが出来ます！
　→基本的に転勤はなく、離職率3％未
　　満と長く活躍することが出来ます！
・プライベートを充実させることが出来ます！

　→年間休日は124日(昼勤)あり、有給
　　休暇取得率も80％以上！

●技術職
　　スタッフ業務
　　プラント運転
　　緑化・補修業務
●法務業務スタッフ

㈱イージーエス
資本金 5,000万円(2020.1)

社員数 461名(2020.1)

新居浜市新田町3-1-39 売上高 72億6,000万円(2019.3)

総務部　鴻上 https://egs21.co.jp/

Ｅ-mail recruit@egs21.co.jp

5

築き上げるのは誇り。四国トップシェアの足場プロ集団

圧倒的な技術力で、大手工場や大規模商業
施設を中心に足場工事を担っています。職
人として技術を磨き、監督としてキャリア
を広げ、仲間と切磋琢磨しながら成長し続
けられる舞台があります！

●足場技術職

(有)片上工務店
資本金 1,000万円(2019.12)

社員数 25名(2019.12)

新居浜市西の土居町2-9-33 売上高 8,000万円(2019.6)

総務部　片上 https://www.katakami.co.jp/

Ｅ-mail katakami@katakami.co.jp

（２０２０年１月１５日現在）

理系

文系 理系 短大 専門 高専 高校 一般

文系 理系 短大 専門 高専 高校 一般

文系 理系 短大 専門 高専文系 理系 短大 専門 高専 高校 一般文系 理系 短大 専門 高専

高校 一般短大専門理系 高専

文系

理系

専門

高専 高校

文系 理系 短大 専門 高専

文系

理系 短大 専門 高校

高校 一般

理系短大 専門

高専

高専

文系

一般

短大文系 高専理系



☎0897-33-1050

☎0897-67-1700

☎0897-33-7141

☎0897-46-3131

☎0897-46-1177

☎0897-37-1313

https://www.sumiko-ts.co.jp/

17

新居浜・西条・四国中央市の地域密着　スズキ正規ディーラー

東予スズキ販売㈱
(スズキ㈱愛媛県総代理店）
新居浜市松の木町2-30

採用担当　檜垣
☎0897-41-1133

資本金

社員数

売上高

https://www.suzuki.co.jp/dealer/38205950/

Ｅ-mail

1,000万円(2019.12)

20名(2019.12）

11億5,000万円(2019.3）

higaki.s@toyo-s.sdr.suzuki

当社はスズキ株式会社のオーナー代理店と
して設立60周年を迎えました。東予地区
を主な販売エリアとし、お客様のカーライ
フをサポートしております。昨年度は過去
最高の売上を更新する等、業績も好調に推
移しております。

●営業職（自動車販売）

60周年の技術と信頼。
製缶工事、配管工事、アルミニウム配管溶
接、大型プラント工事、ステンレスバフ研
磨と多彩な施工実績が私たちの自信です。

●製缶工
㈱続木鉄工所

資本金 3,000万円(2019.5)

社員数 37名(2019.5）

新居浜市西原町3-3-37(新居浜工場)
西条市小松町大頭936(東予工場)

売上高 7億9,000万円(2019.5)

総務部　横内 http://tzk-iw.com/

Ｅ-mail tzk@tzk-iw.com

新居浜市に本店を置く唯一の金融機関とし
て、地域に根差し、地域の発展に明るく元
気な方を募集しております。

13

We make.  We continue.  We advance

総務部　西村 https://www.cd1.co.jp/

Ｅ-mail e-nishi@cd1.co.jp

16

いつでも　身近で　お手伝い

●総合職

東予信用金庫
資本金

総務部　白石

発電用ボイラー・タービンの総合メンテナ
ンス企業です。ボイラー・タービンのメン
テナンスでものづくりに必要なエネルギー
の安定供給を支えています。

●技術職
　ボイラーメンテナンス
　仕上工
　工事責任者

(株)中央動力
14

創業70年。産業エネルギーの根幹を支える！！
資本金 5,000万円(2019.12)

12

歯車を通して未来を切り拓く

約10億円(2018.3)

5億5,000万円(2019.11)

社員数 96名(2019.12)

新居浜市中須賀町1-6-37 http://www.toyoshinkin.co.jp/

Ｅ-mail s1864000@facetoface.ne.jp

パワーショベルに使用されている走行、旋
回減速機の各種部品を製造しています

●生産技術
●機械加工

(株)曽我部鐵工所
資本金

社員数 38名(2019.12)

新居浜市多喜浜6-2-39 売上高

1,000万円(2019.12)

社員数 106名(2019.12）

新居浜市阿島1-4-25 売上高 40億1,700万円(2019.6)

総務部　佐々木 http://www.sogabe-iw.jp

Ｅ-mail
info@sogabe-iw.jp
sasaki@sogabe-iw.jp

資本金 2,800万円(2019.12)

社員数 61名(2019.12)

新居浜市多喜浜6-3-13 売上高 22億7,000万円(2019.3)

業務部　三吉 http://www.toshin-seisakusyo.co.jp/

業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種
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新居浜で技術と経験を身につけて、一緒に成長していきましょう！

10

「未来は、君が作る」未来を一緒に作る新しい力を求めています！

住友金属鉱山㈱のグループ会社として委託
を受け、製造を中心とした業務を提供する
ことにより、ＳＭＭの「ものづくり」に貢
献しています。社員教育に力を入れており
研修が充実、資格取得にもチャレンジでき
ます。

●ニッケル工場
　切断工・梱包工
●東予工場
　精製工
●磯浦工場
　梱包工

住鉱技術サービス㈱
資本金 5,000万円(2019.12)

社員数 249名(2019.12)

新居浜市惣開町１－６

総務課　高橋・山内・矢原 　　(2018年度)

売上高 16億2,000万円(2019.12)

9

常に美しい心を理念に、温かみのある生活支援を提供します

新居浜市を展望できる自然豊かな環境に立
地しており、高齢者の穏やかな暮らしを支
える社会的にもやりがいの大きな仕事で
す。地域福祉に更に寄与することを目指し
て、令和3年4月に児童養護施設を開設予
定です。

●介護職員●看護職員
●生活相談員●調理職員
●管理栄養士

●児童指導員●保育士
　　（令和3年1月頃より採用予定）

(福)常美会　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　  　おくらの里

資本金

社員数

売上高

E-mail

133,127,508円(2020.1)

114名(2020.1)

4億6,182万7,631円（2020.1）

okura11@okuranosato.com

新居浜市御蔵町11-23

特別養護老人ホーム　橋本
☎0897-31-6113

http://www.okuranosato.com/

地元大手製紙メーカーの工場プラント関連の
電気設備工事や保守メンテナンス及び公共工
事の他、近隣の中小企業の工場プラントや
ショッピングモール等の商業施設、太陽光発
電設備など幅広い電気設備の施工

●電気工事技術者11

電気に興味がある人　電気い詳しくなりたい人　電気好きな人集合！

石和設備工業㈱
新居浜市東田2-甲1632-2

業務部部長　篠原
☎0897-43-2565

資本金

社員数

売上高

E-mail

1,000万円(2020.1)

18名(2020.1)

7億5千万円(2019.3)

sekiwa-n@sage.ocn.ne.jp

https://www.sekiwa-setsubi.com

創業から約70年間地元に密着し、化学プ
ラントのメンテナンスを中心に配管工事・
機器製作と据付工事を行ってきました。お
客様に信頼される品質・コスト・納期・安
全・環境を提供する為に日々頑張っていま
す。

●現場監督
●品質検査
●配管士
●製缶士
●溶接士
●仕上げ士

㈱東新製作所

文系 高専

理系 短大 専門 高専

文系 理系 短大専門 高専 高校 一般

文系 理系 短大 専門

高専

高専 一般

理系 高専 高校

高専

理系 短大 専門高専理系

短大

専門 高校

一般

文系 理系 短大専門 高専高校

一般

文系

文系 理系 短大 専門

高専 高校 一般

文系 高専理系 専門高専文系 短大

高校

理系 専門

一般

高校

理系 専門 高専 高校 一般



☎089-907-2626

☎0897-37-2411

☎0897-45-4588

☎0897-41-4141

☎0897-32-0857

☎0897-32-3425

☎0897-32-6113

売上高 34億400万円(2019.3)

最先端の陽子線がん治療器や世界のうみの生
態系を壊さない為の水処理装置、洋上風力発
電など、将来のエネルギー機器等、これから
さらに需要が高まる製品を製缶・溶接・機械
加工・組立エリアを備え、一貫生産システム
で製作に取組んでいます。

●生産管理
●機械加工・製缶工・溶接工

萩尾機械工業㈱
http://www.hagiokikai.jp

E-mail info@hagiokikai.jp

新居浜市多喜浜6-3-21 売上高 24億6,000万円(2019.1)

常務取締役　登尾 http://www.noborio.co.jp
https://www.noborio.jp

Ｅ-mail taihei@noborio.co.jp

愛媛県でケータイショップを運営していま
す。(au、ソフトバンク)今やスマホは生活に
欠かせません。だからこそ、私たちの役割も
大きなものです。お客様が誰かとつながるこ
と、安心や便利、可能性とつながること、そ
のサポートが私たちのお仕事です。

●ショップスタッフ
　　　（au、ソフトバンク）

45名(2019.11)

売上高

創業から127年。
陸、海、空の複合一環輸送を行いながら、
地域社会に貢献する企業です。

●総合職（県外勤務あり）
●一般職（県外勤務なし）

森実運輸(株)
資本金 3,000万円(2020.1)

社員数 649名(2020.1)

新居浜市惣開町2-13 売上高 95億2,100万円(2019.2)

管理部　真鍋・小野・杉 https://www.morizane.co.jp/

Ｅ-mail recruit@morizane.co.jp

26

長く、太く、続いている会社です

22

私たちは、次世代に残せる「もの」を創ります

新居浜市松の木町1-17

総務課　徳永
☎0897-32-2700

資本金

社員数

2,545万円(2019.10）

㈱ドリーマー
資本金 3,000万円(2019.11)

社員数 150名(2019.11)
●フューネラルスタッフ
　　　　（葬祭スタッフ）
●ブライダルスタッフ
●営業スタッフ

総合結婚式場、総合葬祭式場の運営を中心に
事業を行っています2020年1月現在、愛
媛・高知県に結婚式場3施設、葬祭式場12
施設及び１つの家族葬ホールを運営してお
り、地域に根差したサービスを展開しており
ます。

https://www.dreamer-net.co.jp

新居浜市西原町1-1-12 21億8,000万円(2019.11)

人事研修・保険課　宮本

すべての縁を大切に「スタッフ」や「お客様」とのご縁を大切に

24

設計はものづくりの基本「自分が携わった」が実感できる！

「誰もがプロフェッショナル」を合言葉
に、機械設計を通して”ものづくり”に携
わってきました。機械や設計に興味のある
方、技術を身に付け、私たちとともに成長
して行こうという前向きな気持ちのある方
を歓迎します。

●機械設計製図

(有)プランテック
資本金 300万円(2020.1)

社員数 9名(2020.1)

新居浜市郷1-15-15 売上高 4,900万円(2019.3)

取締役　岩﨑 http://www.plantech.jp

Ｅ-mail info-f@plantech.jp

Ｅ-mail

新居浜市王子町1-10

総務課　田坂 ＵＲＬ

keisuke.tasaka.s7@smm-g.com

開設中

18

Ｅ-mail miyamoto@dreamer-net.co.jp

19

「つながりたい」をつなげたい

37名(2019.12)

当社は大型建築物の骨格となる鉄骨の製造
をしています。過去にはあかがねミュージ
アムや坊ちゃんスタジアム、松山空港など
皆さんに関わりのある施設も多数手がけて
います。当社で大きなモノを一緒に作りま
しょう。

●組立工
●溶接工
●機械オペレーター、
●工務
●総務

㈲永井商會(au、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ）

新居浜市又野1-1-7

採用担当　重見
☎0897-31-1333

資本金

社員数

売上高

E-mail

http://www.nagasyo.co.jp

1,000万円(2019.12)

29名(2019.12)

11億1,200万円(2018.5)

recruit2018@nagasyo.co.jp

25

豊かな未来づくりに貢献する

大手非鉄金属メーカーのパートナーとして
精錬工場のプロセス支援にあたる他、販
売、運輸、金属加工、グループ会社では、
海運、長距離トラック運送など、幅広い事
業を展開しています。

●総合職
●現業職
　（重機オペレーター・
　　トラックドライバー）

丸重商事　(株)
資本金 5,000万円(2019.12)

社員数 95名(2019.12)

新居浜市田所町4-68 売上高 11億円(2018.12)

総務部　板倉 http://www.marujyu-group.co.jp

Ｅ-mail soumu@marujyu-group.co.jp
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「みんなが幸せになる」これがハタダの願いです

「和・洋菓子製造販売、
　　　　　　　　　喫茶・レストラン経営」
ハタダは「おいしいコミュニケーション」を
テーマとして様々な味を追求し、お客様の喜び
を第一とし、会社と働く人々との幸せを図る
「三者総繁栄」の理念のもと、お菓子づくりに
取り組んでいます。

●事務職
（総務・経理・システム）

●製造職（菓子製造・

　生産推進・資材・品質管理）

●営業・販売職（営業・
　販売・販売促進・通信販売）

(株)ハタダ
資本金 9,600万円(2019.12)

社員数 307名(2019.12)

新居浜市船木甲2131 売上高 37億2,200万円(2019.7)

総務課　髙橋 https://www.hatada.co.jp/

Ｅ-mail soumu@hatada.co.jp
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鉄を愛し鉄に生きる

登尾鉄工(株)
資本金 2,000万円(2019.12)

社員数

新居浜電子㈱
資本金 900万円(2020.1)

社員数 301名(2020.1)

業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種

20

つくるチカラと笑顔の溢れる会社、世界へ向け魂を込めたモノづくり

住友金属鉱山100％出資の地元密着型の会
社です。今の時代をリードする電気自動車の
電池材料やスマートフォンの基板配線材料を
作っています。
アットホームな雰囲気と卓越したモノづくり
力で世界市場を相手に活躍中です。

●製造オペレーター
●技術職

文系 理系短大

専門

文系 理系短大 専門 高専

高校

一般

理系 高専 高校 一般

文系 理系 高専 高校 一般

高校

理系 高専 高校専門文系 短大

文系 理系短大

専門

一般

高校

文系 理系 短大 専門 高専

高校 一般理系短大 専門 高専

専門 高専 高校

文系 理系 短大

高専 一般

文系

高校高専 一般

一般高校

短大 専門



☎0897-33-8851

●研究職・技術職・営業職・
　 事務職<大学卒・高専卒）
●新居浜工場の化学プラント
　 オペレーター
        （高校生卒・高専卒）

当社は松やオレンジの皮から採れる植物精
油（テルペン）を主原料とし、粘着剤・接
着剤、香料、自動車関連部材、電子材料等
の幅広い分野で使用される工業原料を製造
している世界有数のテルペン化学品メー
カーです。
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自然と暮らしを科学でつなぐ

広島県府中市高木町1080（本社）
新居浜市黒島1-7-7（新居浜工場）

社長室　小野　
☎0847-45-3531

ヤスハラケミカル㈱
資本金

社員数

売上高

https://www.yschem.co.jp

Ｅ-mail

17億8,956万円(2019.3)

246名(2019.3）

140億8022万円(2019.3)

ono@yschem.co.jp
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広く一般個人のお客様に、高い技術力とサービスを提供させていただき、高い信頼を得ております

地域密着型の経営を目指し、お客様のご要望にあ
わせたリフォーム工事を行っております。
１.常に挑戦する心を持つ ２.常に前向きな心を持
つ ３.常に礼儀を重んじる 4.常に約束を守る ５.
常に自由な発想を持つ６.常にプロの意識を持つ
（よしだのクレド(行動指針)より抜粋。）

●リフォーム
　　アドバイザー（営業）
 店舗・イベントでお客様の悩
みを伺い、解決していくお仕事
です。
※飛び込み営業はありません。

リフォームよしだ（㈱よしだ）
資本金 1,000万円(2019.12)

社員数 34人(2019.12)

新居浜市西の土居町1-3-42 売上高 10億8,051万円(2019.7)

教育採用担当主任　秋山 https://www.reform-yoshida.com/

Ｅ-mail yoshida19@yoshida-ｙｐｃ.ｊｐ

業種・社名・採用問い合わせ先 DATA 事業内容・企業PR 募集職種

文系 理系

短大 専門

高専 高校

文系 理系 高専 一般


