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懸架ばね
世界No.1の技術で

安全、高機能、軽量化を提供する

自動車用シート
金属加工技術などを応用して
快適な空間を創りだす

精密部品
超精密加工技術を駆使して
あらゆる可能性を追求する

Category Category Category

世界No.1「ばねメーカー」の
技術と信頼性を土台に
大きく弾むニッパツグループ
自動車をはじめ情報通信機器や産業機械など、様々な分野に欠かせな

い「ばね」。

その「ばね」のトップメーカーである日本発条株式会社（ニッパツ）を中

核に持つニッパツグループ。

世界屈指の技術力で生みだされる「懸架ばね」「自動車用シート」「精密

部品」「HDD関連部品」「産業・生活関連製品」、さらにそこから広がる

新たな領域へと、ニッパツグループは飛躍的に事業を拡大しています。
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産業・生活関連
長年培ったコア技術から生み
だされた様々な応用製品

HDD関連部品
高精度、高機能な製品で
高度情報化社会を支える

その他分野

CategoryCategory Category

No.1の実力と信頼を土台に
新たなビジネス開発へ挑む

21,778人

数字で見るニッパツグループ

グループ総社員数

(臨時従業員の年間平均雇用人員を含む)

2021年3月末現在、連結

売上高およびセグメントごとの比率

5,726億円
グループ会社数

国内24社 海外33社

懸架ばね事業

シート事業

産業機器ほか事業

精密部品事業

17.8％
1,020億円

42.4％
2,425億円

15.6％
895億円

24.2％
1,385億円



日本発条株式会社

日発販売株式会社

日発運輸株式会社

株式会社ニッパツサービス

株式会社ジー・エル・ジー

ニッパツ機工株式会社

株式会社スミハツ

株式会社ホリキリ

ニッパツ九州株式会社

東北日発株式会社

株式会社アイテス

フォルシア・ニッパツ九州株式会社

ニッパツ水島株式会社

株式会社シンダイ

ニッパツフレックス株式会社

アヤセ精密株式会社

特殊発條興業株式会社

日発精密工業株式会社

株式会社ニッパツパーキングシステムズ

ニッパツ・メック株式会社

日本シャフト株式会社

株式会社トープラ

横浜機工株式会社
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※2021年3月現在。以降、特別な記載がない場合は各社データも同様。
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懸架ばね
自動車用シート

精密部品
HDD関連部品
産業・生活関連

その他分野

：乗用車やトラックのサスペンションに使用する各種ばね製品を提供。
：優れた快適性と高い安全性を兼ね備えた自動車用シート製品を提供。
：精密ばねをはじめとする精密加工製品、および工具類を提供。
：超精密加工技術で、情報通信産業に不可欠なHDDの部品を提供。
：産業・生活に関連した分野で、便利・快適・社会に役立つ製品を提供。
：グループ経営資源を生かし、幅広い領域でビジネスチャンスを創出。
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募集学部分類

院卒理系 院卒文系 4大理系 4大文系

短専理系 高校

勤務エリア

関東 東海北陸・甲信越 関西

海外九州中国・四国

募集職種分類

営業 事務

その他（技能職）技術職（金属・素材）

技術職（機械）技術職（電気電子）

技術職（情報系）技術職（化学）

会社概要

【創　立】1939年9月

【資本金】170億957万円
　　　　　
【売上高】[連結] 5,726億3,900万円（2020年度）
　　　　  [単独] 2,646億8,700万円（2020年度）

【事業所】本社：横浜 工場：横浜、厚木、伊勢
原、群馬、伊那、駒ヶ根、宮田、豊田、滋賀、野洲
支店：横浜、北関東、浜松、名古屋、大阪、広島、福
岡 海外グループ会社：33社（北米・中米・
南米・ヨーロッパ・アジア各地）

事業内容
懸架ばね、自動車用シート、精密ばね、HDD用サ
スペンション、HDD用機構部品、産業機器（半導
体プロセス部品、セラミック製品、配管支持装置、
ポリウレタン製品、金属基板、駐車装置、セキュリ
ティ製品）の製造販売

【採用連絡先】
企画管理本部人事部　採用担当

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-10
TEL : 045-786-7518

E-mail : saiyo@nhkspg.co.jp

労働条件
【初任給】　◎総合職　博士了：26万1,300円／
修士了：23万3,460円／大卒：21万4,260円／
高専卒：19万4,770円　◎専任職　大・専卒（4
年）：19万5,000円／専卒（3年）：18万9,000円
／短専卒（2年）：18万4,000円／専卒（1年）：17
万8,000円／高卒：17万円（2021年度実績）
【勤務時間】 部署により異なる。（１）8：00～
16：45 （２）8：30～17：15（３）フレックスタイ
ム制／フレキシブルタイム5時～22時
【休日休暇】　完全週休2日制、GW・夏季・年末
年始など長期連休（10日間程度）、リフレッシュ
休暇※年間休日121日
【福利厚生】　昇給年1回、賞与年2回、財形貯蓄・
確定拠出年金・退職金制度、育児支援・入学祝・弔
慰など補助金制度、社員持株会、社宅・独身寮、住
宅手当、社員食堂、通勤手当、旅行など余暇支援
サービス、各種クラブ活動など
【教育研修】 階層別研修、職能・専門研修（希望
受講制）、外国語・異文化研修、社外研修、海外ト
レーニー制度、語学学校派遣制度、通信教育
（200講座以上）

産休・育休取得者数推移

人34

0

34人 31人

2019

20人 21人

2020201820172016

日本発条株式会社 （ニッパツ）
会社サイト
採用情報

▶ https://www.nhkspg.co.jp/
▶ https://www.nhkspg.co.jp/recruit/fresh/

日本発条の「発条」とは「ばね」のこと。
自動車用懸架ばねを皮切りに、金属加工をコア技術にして、社会の様々な場面を支えるキー
パーツを生み出してきました。
ニッパツの「ものづくり」が世の中に提供する価値は、快適性・安全性・耐久性・高信頼性。
その「ものづくり」を支えるのが、ニッパツに広がる多岐にわたる業務のフィールドです。
業務の「種類」にとどまらず、「世界中」で活躍できるチャンスが待っています。

世界トップのばねメーカー。金属加工の技術をコアに、
幅広い分野でキーパーツを生み出しています。

ニッパツは、3つの分野で、独立系のメーカーとしての強みを生かし、世界中の幅広い分野の
メーカーに「なくてはならないキーパーツ」を提供しています。
●自動車分野：乗り心地と軽量化を追求した自動車用懸架ばね、優れた快適性と高い安全性
を提供する自動車用シートなど。
●情報通信分野：大型データセンターを中心に、情報化社会を支えるハードディスク用サス
ペンション、国内・海外の多くの半導体装置メーカーに供給する半導体プロセス部品など。
●産業・生活分野：土地の有効活用を実現する機械式立体駐車装置、プラント内で設備や施
設の安全を支える配管支持装置など。

「なくてはならないキーパーツ」を世界中へ提供

社内運動会の開催や、職場でのイベント実施に対し
て会社が費用の一部を補助する制度など、従業員同
士の一体感醸成のしくみが広く活用されています。
社内だけでなく、事業所周辺の住民を招待して行われ
る夏祭りや、マラソン大会へのボランティア参加など、
各事業所が行政や地域の団体と連携を図りながら、
地域に根ざした活動もしています。
また、寮や社宅の用意や社員食堂の整備など、働きや
すい職場・生活環境づくりはもちろんのこと、医療機
器メーカーのウェアラブル端末による運動促進プログ
ラムを導入するなど、総合的な福祉を目指した制度が
整っています。

ニッパツの社風を一言で表すと「アットホーム」

2018～2020年度の
平均有給休暇取得日数

平均17.8日

28人
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自動車精密部品および補修用部品市場を中心に産業機器・医療機器などの多岐にわたる分野
に事業を展開しています。
ニッパツグループ唯一の商社として、ニーズに応える提案、サプライチェーンマネジメント、高度
な専門知識に基づく品質保証などを行い、国内・海外の市場・顧客への価値を創造しています。
活躍できる幅は広く、新規商品の開発・提案、お客様ごとに最適な商品を販売するなど、調達
から販売まで携わることができます。

自動車を補修・維持するために必要な部品を扱うオートパーツ事業、新車に使われる部品や
エレクトロニクス・建材に使われる部品を扱うプレシジョンパーツ事業、医療機器や品質の
向上と生産性の改善に貢献する精密測定機器や分析装置・精密加工装置を扱う産業インフラ
事業の3事業を展開しています。
ニッパツおよびグループ関連企業、優良な技術力を有する協力メーカーとのネットワークを
生かし、高品質な商品を提供しています。

3つの事業分野において、高品質な製品を提供

日発販売株式会社 （ニッパン）
会社サイト
採用情報
L I N E

▶ https://www.nippan-inc.co.jp/
▶ https://www.nippan-inc.co.jp/recruit/
▶ https://communicator.gakujo.ne.jp/liff?id=14781

提案営業をはじめとする様々な商社機能により、
お客様の期待を超える価値を提供しています。

お客様満足度や売上・利益を上
げるためには、従業員満足度も
大事になります。
その一環として、労使共催イベン
トを開催し、ここで行われるバー
ベキューなどを通じて全従業員
の交流を図り、結束力や活気を
高めています。
そのほか、仕事と私生活の両立
を図れるよう、有給休暇の取得
推進や、半日年休を取得しやすく
する取り組みを行っています。

募集学部分類

院卒理系 院卒文系

４大理系 ４大文系

短専理系 短専文系

勤務エリア

全国 海外

募集職種分類

営業

事業内容
自動車および各種機械、機器類の部品、付属品販売

会社概要

1959年5月

20億4,034万円

341億1,146万（2020年度）

本　社：東京都港区
事業所：北海道から沖縄まで全国各地。
そのほかにアメリカ、中国、タイ、
ベトナムに関連会社あり

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

総合職　大　卒：20万8,900円
　　　　短大卒：18万1,400円
　　　　専門卒：18万1,400円
　　　　高専卒：18万1,400円

9：00～17：45
フレックスタイム制度あり（コアタイム無し）
在宅勤務制度あり（回数上限あり）

週休2日制（土日）、祝日、年末年始、夏
季休暇、ＧＷ、年次有給休暇（初年度10
日）、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ
休暇、ほか ※年間休日121日、年数回（3～
4日程度）土曜出勤日あり

昇給年１回、賞与年２回、借上社宅制
度、財形貯蓄制度、グループ持株会、確
定拠出年金・退職金制度、住宅手当、通
勤手当、GLTD制度、結婚祝・出産祝・
弔慰などの慶弔金など

新入社員研修（集合研修、OJT教育）、新
入社員フォローアップ研修、階層別教育
（入社２～３年目・中堅・主任・管理職・部
次長研修ほか）、海外トレーニー制度、資
格取得支援制度、自己啓発援助制度（語
学教育・通信教育受講制度ほか）

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

ニッパンの一員であることに喜びを感じる職場づくりを行っています。

LINE採用情報ページ

【採用連絡先】
総務人事部　人事課　前川

〒105-0021　東京都港区東新橋2-14-1
NBFコモディオ汐留8階
TEL：03-6854-1600

E-mail : nippan_recruit@nippan-inc.co.jp

平均残業時間

9.5時間/月
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自動車部品の保管や輸送を行う
当社にとって、社員同士の協力・結
束はとても大事です。社内のコミュ
ニケーションを深め、よりよいチー
ムワークで仕事を行うことができる
ように、社員同士の親交を深めるこ
とを目的とした支援制度があります。
職場ごとに旅行や懇親会など、
様々なイベントが催され、チーム力
を高めています。また、年次有給休
暇は入社と同時に支給されるため、
計画的に休みを取得し、定期的に
リフレッシュできます。

職場イベント補助制度で職場のコミュニケーションを深めています。

日発運輸株式会社
会社サイト
採用情報

▶ http://www.nhktrs.com/
▶ http://www.nhktrs.com/recruit/

1963年にニッパツグループ各社の製品を運ぶ物流子会社として事業をスタートしました。
今ではグループ各社以外にもお客様の幅を拡げ、すべての自動車メーカーに対応する、自動車
用部品に特化した物流会社として成長を遂げました。
現在、活躍の場は日本国内はもとより、中国・タイを主とした海外にも拡大しています。
現状に満足することなく、常に新しい変化を起こすことで次世代の物流システムをリードする
企業であることをめざしています。

日本国内すべての自動車メーカーに納入可能な
自動車部品に特化した唯一の物流会社です。

親会社である日本発条株式会社（ニッパツ）は、独立系自動車部品メーカーであり、国内すべて
の自動車メーカーと取引があるため、当社もすべての自動車メーカーへの物流対応が可能です。
そんな、「自動車メーカーを選ばない柔軟かつ最適な物流提案」により、事業は飛躍的に拡大
しました。多角化を進めるニッパツグループの成長にともない、創立から半世紀を過ぎた今日も
着実に成長を続けています。また、お客様のグローバル進出とともに輸出入業務を拡大し、自
社通関および陸・海・空の国内・海外複合一貫輸送サービスを提供しています。

陸・海・空の国内外複合一貫輸送サービスを提供 新卒2年内定着率（2020年度時点）

食事補助有り
88.9％

募集学部分類

院卒理系 院卒文系 4大理系 4大文系

短専文系短専理系

勤務エリア

関東東北 北陸・甲信越

海外東海 関西 九州

募集職種分類

営業 事務

その他（物流拠点の管理運営）

事業内容
貨物運送、貨物取扱、物品の納入・保管・加工、海
外輸出入、機械および設備の輸送・据付

会社概要

1963年10月
日本発条株式会社の物流部門が独立し誕生

1億2,000万円

213億8,100万円（2020年度）

本社：神奈川県横浜市金沢区
神奈川、岩手、群馬、茨城、静岡、愛知
長野、滋賀、兵庫、岡山、福岡、ほか
海外関連会社：中国、タイ

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大卒：20万7,300円
短大・専門卒：17万4,700円

8：00～16：45（休憩時間：45分）
※フレックスタイム制（コアタイム10：00～15：00）

週休２日制（土日）、GW
夏季・年末年始（各９日前後の連休）、年次
有給休暇（入社初日より10日間付与）、慶
弔休暇、特別休暇、ほか ※年間休日119日

昇給年1回、賞与年2回、
社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇
用保険・労災保険）、退職金制度、確定
拠出年金、財形貯蓄制度、グループ持
株会、借上社宅制度、食事補助手当、通
勤手当、結婚祝・出産祝、慶弔金、ほか

新入社員研修（集合研修、ＯＪＴ教
育）、新人フォローアップ研修、階層
別研修、eラーニング、ニッパツグ
ループ各種研修、自己啓発支援制
度（語学教育・通信教育受講制度）、
資格取得支援、ほか

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

高校

【採用連絡先】
総務部　関口

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-10
TEL : 045-788-0811

E-mail : NTCSAIYOU@ntc.nhkspg.co.jp
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当社は、発展・成長するニッパツグループの中で「なくてはならない会社」をめざします。
社会の発展・成長とともに多様に変化し、高度化するお客様のニーズに対応するため、常に創
意工夫を軸として事業を展開しています。
質の高いサービスの提供とコンサルティング機能を発揮できる会社をめざすことにより、すべて
の人々の幸福と安全と豊かさ創りに貢献します。

事故・火災など様々な場面での
まさかのときに備える安心をサ
ポートする「保険事業」。クオリ
ティの高い不動産相談、ビル管
理のノウハウを生かしたオフィ
スビルや工場の管理業務を行う
「不動産事業」。そして石油関連
製品の販売、ビルメンテナンス
管理、設備工事、工場内から一般
家庭までの幅広い緑化・造園、環
境衛生の向上に取り組む清掃事
業、受付・守衛・社員クラブの運
営などの受託業務など、多岐に
わたるビジネスに取り組む「営
業事業」の３つの事業内容で、お
客様の多様なニーズに応えてい
ます。

多様なニーズに応えるため、
　　　　　　多岐にわたるビジネスを展開 平均残業時間

株式会社ニッパツサービス
会社サイト
採用情報

▶ http://www.nhkspg-nsv.com/
▶ http://www.nhkspg-nsv.com/recruit/

「感動と感銘を呼ぶサービス」をモットーに、
　　　多様なニーズに確かなサービスで応える。

10時間程度/月

募集学部分類

学歴不問

勤務エリア

関東 北陸・甲信越

募集職種分類

営業

事業内容
建設業、ビルメンテナンス事業、環境測定・分析事
業、緑化・造園事業、業務受託・物販事業、清掃事業、
石油製品販売、高圧ガスなどの販売ならびに付帯
設備工事、不動産の売買・仲介・管理、損害保険・生
命保険代理店

会社概要

1955年7月

2億円

31億4,100万円（2020年度）

本　社：神奈川県横浜市
福浦事業所：神奈川県横浜市
湘南事業所：神奈川県伊勢原市
長野事業所：長野県駒ケ根市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

キャリア採用：給与は年齢や業務
経験などにより決定

8：30～17：15（実働7.7時間）

週休2日制（土日）
長期連休（GW・夏季・年末年始）
有給休暇、リフレッシュ休暇制度
※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回
各種社会保険完備、交通費全額支
給、家族手当、退職金制度、永年勤
続表彰、資格取得奨励金、慶弔見舞
金、ニッパツグループ持株会、イン
フルエンザ予防接種補助、GLTD
制度、ほか

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

様々なプロフェッショナルを育てるという方針のもと、
建設事業や保険事業など各種専門業務で必要となる資
格取得のサポートを実施。また、将来的に個人のキャリ
アスキルにもつながるような多岐にわたる資格取得を
支援し、資格取得祝金を支給しています。また、自己啓
発のための通信教育講座では、成績優秀者へ援助金を
支給することで、積極的な受講を奨励しています。
そして、永年勤続表彰やリフレッシュ休暇の付与、部門
内のコミュニケーションを図る職場イベントへの補助
費支給など、長く働きやすい環境づくりにも力を入れて
います。

手厚い支援と体制で様々な
プロフェッショナルを育成

その他制度

永年勤続表彰

職場イベントへの
補助費支給

（リフレッシュ休暇付与）

保険事業
「まさか」のときに備える
「安心いろいろ」

不動産事業
価値あるサービスで
お客様の期待を満足へ

営業事業
万全の供給体制で

各種燃料から機器類まで

【採用連絡先】
管理部　打田／玉村

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町3丁目32番地の1 ニッパツ西口ビル8F

TEL : 045-316-7700
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株式会社ジー･エル･ジー
会社サイト
採用情報

▶ https://www.linx-shinkawasaki.com/
▶ https://www.linx-shinkawasaki.com/recruit/

当社は、ゴルフ練習場「LINX新川崎」の運営管理を行っています。
1992年創設以来、総来場者数は600万人を超えており、近隣地域の方から大きな支持を
得ています。
200ヤードフルフラットなフェアウェイと大型駐車場を備え、ティーチングプロによるゴ
ルフスクールも行っています。また、練習場内にゴルフショップがあり、ゴルファーにとっ
てはとても満足度の高いゴルフ練習場となっています。

LINX新川崎は、都心から近く、お客様が快適に
利用できるハイクオリティなゴルフ練習場。

平均残業時間

20時間以下/月

当社では、お客様に安全にゴルフ練習場を
利用していただくため、日々設備の保全を行
っています。また、一度訪れたお客様に再度
来場していだだけるよう、顧客データの分析
を行ったり、キャンペーンを実施するなどの集
客に努めています。ゴルフスクールを実施し
ていますので、ティーチングプロのスケジュー
ル管理やスクール生の管理なども行い、当
社主催のコンペも毎年複数回実施していま
す。ゴルフショップでは新品クラブだけでなく、
中古クラブも取り扱っています。ゴルフパート
ナー店舗内のゴルフ練習場併設のショップ
の中では全国１位の売上実績があります。

ユーザー視点に立ったゴルフ練習場を運営

TO
P

ICS

近隣中学校のゴルフ体験教室や職業体験を毎年受け入れ

募集職種分類

営業 事務

その他（ゴルフ練習場の施設管理／店舗運営管理）

事業内容
新川崎駅から徒歩８分に位置するゴルフ練習場
の運営管理。

募集学部分類

学歴不問

勤務エリア

関東

会社概要

1992年4月開業

9,999万6,000円

7億8,500万円（2020年度）

本社事務所・ゴルフ練習場／
　　　　　　　神奈川県川崎市
ゴルフ練習場内に事務所があります。

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

新卒採用は行っていません。
人員が不足時、中途採用を行って
います。

6:15～22:45の間でシフト制
（所定内労働時間１日8時間）

月10日休日、有給休暇

昇給年1回、賞与年2回
各種社会保険完備
交通費全額支給
※川崎市勤労者福祉共済に加入

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【採用連絡先】
採用担当　横谷

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬２-１-１２
TEL : 044-599-2471

E-mail : r.yokoya@ame.nhkspg.co.jp
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架
ば
ね

自動車用スタビライザの分野において、高い技術と製品の信頼性で、長年にわたり社会の発
展に貢献しています。 
当社は、スタビライザの生産を、日本で先駆けて行ったほか、地球環境への配慮とお客様が
満足する品質・コスト・納期で、世界の自動車産業を支えています。 
当社では生産方法の検討から、生産設備や治工具類の図面作成、そして生産の立ち上げフォ
ローまでを一貫して担当しています。 

ニッパツ機工株式会社
会社サイト
採用情報

▶ http://www.nkiko-nhkspg.co.jp/
▶ http://www.nkiko-nhkspg.co.jp/recruit/

安定したクルマの走行を支えるスタビライザの
草分け企業として、業界をリードする開発技術力

4大理系 4大文系

勤務エリア

関東

事業内容
自動車用スタビライザならびに各種機械器具の
製造・販売

会社概要

1939年  3月 金沢工業株式会社設立
1953年12月 横浜機工株式会社に改称
2011年  4月 ニッパツ機工株式会社
　　　　　　 会社分割により設立

2億600万円

51億8,700万円（2020年度）

本社・工場：神奈川県伊勢原市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大　卒：22万4,100円
（機械工学・電気工学専攻）
高　卒：18万1,500円
（機械科）

8：30～17：30
（夜勤シフト 21:15～5:40)
※フレックスタイム制
（コアタイム10：00～15：00）

完全週休2日制(シフト制) 
ＧＷ、年末年始・夏季休暇(各9～10日)
有給休暇(初年度10日)

昇給年1回、賞与年2回
社会保険完備、制服支給、社員食
堂有、クラブ活動、慶弔金給付

階層・職能別教育支援あり

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

左右のサスペンションア－ムをコの字型に成形したば
ね鋼で連結し、自動車が旋回して車体が傾いた時（ロ－
ル現象）に発生する左右輪のストロ－ク差に応じて、ば
ね作用を生じるばね鋼の捩れの反発力によりロールを
抑える、それが当社が製造する自動車用スタビライザ
の特徴です。四輪の接地性や高速での直進安定性が
向上し、横風による「ふらつき」を抑制します。
今まで培ってきた専門技術を土台にしてさらなる技術
開発に努め、また徹底した品質管理によるものづくり
を展開し、今後もより多くのお客様に、より満足してい
ただける製品を提供していきます。

横風による「ふらつき」を抑制する
スタビライザ

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

【野球部の活動】
地区親睦軟式野球大会で優勝

【サッカー部の活動】
地区親善フットサル大会で優勝

募集職種分類

事務

技術職（機械）技術職（電気電子）

技術職（ロボット制御技術）

募集学部分類

社員食堂あり

（野球部、サッカー部、ボウリング部）
課外活動補助

短専理系 高校

【採用連絡先】
採用担当　宮田

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川56番地
TEL : 0463-94-8425

E-mail : s.nakagawa@nkiko.nhkspg.co.jp
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産
業
・
生
活
関
連

寮・社宅あり
（車5分）

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

株式会社スミハツ
会社サイト
採用情報

▶ https://www.sumihatsu.com/
▶ https://www.sumihatsu.com/recruit.html

当社は、標高876メートル「西の富士、東の筑波」と並び称される筑波山の北北西、ＪＲ水戸
線沿線の茨城県桜川市に工場を置く地域密着型企業です。交通車両に使用される各種ばね・
鉄道用機器などを日本中へ提供し、安心と乗り心地の向上に日々挑戦を続けています。
設計から製造・品質管理に至る高度な技術・ノウハウで、常にニーズを先取りし、高品質で付加
価値の高い商品を提案し続けています。
今後も、お客様にとって常に最高のパートナーとして前進していきます。

スミハツの本社・生産拠点は茨城県。
毎年恒例の夏祭りでは、1,300人以上のお客さんが来場
（2021年は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止）

地域貢献のため小学生サッカー大会（通算28回）、
中学生野球大会（通算28回）を開催

交通関連機器を社会へ提供し、
　　　　安心と乗り心地の向上に日々挑戦。

入社3年後定着率

90.0％
有給取得率

72.5％

●板ばね事業：コスト競争力の強化、世界トッ
プ水準の品質と生産技術力の確立、お客様の
ニーズに的確に対応する生産管理体制の構築
により、世界№1の板ばね工場をめざします。

●産機事業：コイルばねユニットのトップメ
ーカーとして地位を確立し、小ロットから大
ロットまで幅広い受注対応により、あらゆる
分野のニーズに応える熱間ばね専門メーカー
をめざします。

●軌道事業：商品技術力の発揮と複合化技術
による次世代鉄道事業への積極的な取り組み
により、総合軌道メーカーへの飛躍をめざし
ます。

板ばね事業、産機事業、
軌道事業の3つの事業を
展開

板ばね

コイルばね

募集学部分類

短専理系

勤務エリア

関東

募集職種分類

営業 事務 技術職（機械）

技術職（情報系）技術職（電気電子）

技術職（製品設計）技術職（金属・素材）

事業内容
自動車用ばね、鉄道車両用ばね、建設機械用ば
ね、産業機械用ばね、鉄道分岐器類、鉄道施設用
品などの製造・販売

会社概要

1960年10月（1908年創業）　

3億4,500万円

122億5,500万円（2020年度）

本社・工場：茨城県桜川市
東京営業所：東京都千代田区
大阪営業所：大阪府大阪市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

修士了：21万4,700円
大　卒：20万4,600円
高専卒：18万2,600円

8:30～17:15

週休2日制（土日）、
ＧＷ・夏季・年末年始休暇（各9日
間程度）、有休休暇、慶弔休暇、
リフレッシュ休暇　※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回、
社会保険完備、退職金、確定拠出年金、
住宅手当、家族手当、通勤手当、
資格取得補助、永年勤続表彰、
ニッパツ持株会、社員食堂、寮、
社宅、夏祭り、スポーツ大会、
インフルエンザ予防接種会社負担、
コミュニケーション慰安費支給、
人間ドック補助

内定者、新入社員、階層別、
通信教育、英会話

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

院卒理系 4大理系 4大文系

【採用連絡先】
採用担当　山口

〒309-1297 茨城県桜川市高森1158
TEL : 0296-58-5162

E-mail : saiyo@sum.nhkspg.co.jp
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平均残業時間

株式会社ホリキリ

10.5時間/月

募集学部分類

院卒理系 4大理系

勤務エリア

関東

募集職種分類

事業内容
懸架用スプリング、機械用スプリングの製造お
よび販売

会社概要

1935年10月

3億7,500万円

71億2,600万円（2020年度）

本社・工場：千葉県八千代市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大卒：20万7,615円（2021年度実績）
高卒：17万4,415円（2021年度実績）

・普通勤務
  8：00～17：10（実働８時間）
・交替勤務
  21：00～7：05（週4日）

週休2日制、有給休暇（初年度17
日、最高20日 ※次年度繰越可・積
立制度有）、結婚・出産・忌引な
ど特別休暇　※年間休日121日

昇給年１回、賞与年２回
社保完備、退職金制度、マイカー
通勤可（駐車場完備）、社員食
堂、永年勤続旅行、対話促進費用
支給、インフルエンザ予防接種完
全実施、各種資格取得奨励金有、
家族・住宅・資格・通勤・役職手
当など

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

創業は1935年。80年を超える歴史を持つ、大型車用サスペンション部品メーカーとして、
長年にわたり商用車の発展に寄与してきました。
より軽く、より高寿命、よりよい乗り心地を実現した板ばね「タフレックス」を世界に先駆け
て実用化し、板ばねの新時代を開きました。
世界から信頼されている技術力をさらに磨き、当社はこれからも高いものづくり力でさらな
る技術開発を推し進め、世界の物流に貢献していきます。

「タフレックス」は、加工熱処理技術を板ばねに適用し、高強度・高信頼性を実現したもので、先
進諸国のトラックメーカーに採用され、世界の環境問題にも大きく貢献しています。新たな材料
倉庫や設備そのもののCO2排出削減をも実現した新ラインを竣工し生産能力を増大。
これからも商用車用サスペンション部品の専門メーカーとして、さらなる技術開発を推し進め、
より多くのお客様に創造性と独自技術にあふれた製品を提供していきます。

世界の最先端を走り続ける主力製品「タフレックス」

3カ月間行われる新入社員教育から、定年後まで、希望に
沿うフレキシブルな勤務体制で長く働き続けられる職場
環境づくりを推進しています。
特筆すべきは有給休暇取得率の高さです。製造業の平
均が52.8％のところ、当社は97.2％と高水準ですが、
2016年からは休暇取得の協定書を結び、全員がもれな
く計画的に休むことができるシステムを導入して取得率
95％超を実現しました。消滅する有給休暇は積み立てて
療養や介護の目的で使用することも可能です。
また、産休中は給与を保障するなど取得を奨励していま
す。希望者は全員取得しており職場復帰率は100％です。

長く働き続けられる
　　職場環境づくりを推進

会社サイト
採用情報

▶ http://horikiri.co.jp/
▶ http://horikiri.co.jp/company/recruit/

より軽く、より高寿命、よりよい乗り心地を追求。
全ての大型車に最高の乗り心地を！

有給休暇消化率

（コロナ特別休暇取得含）

97.2%

技術職（機械）

その他（現業職）技術職（金属・素材）

技術職（電気電子）

高校短専理系

【採用連絡先】
採用担当　三浦

〒276-0022 千葉県八千代市上高野1827-4
TEL : 047-484-1112

E-mail : saiyo@hrk.nhkspg.co.jp
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懸
架
ば
ねニッパツ九州株式会社

当社は、日本発条株式会社（ニッパツ）の100％子会社として、国内の懸架ばね事業の生
産体制を強化する九州の拠点です。
最新の懸架ばね製造設備を導入し、九州を中心とする主要なお客様のニーズに応えた、信頼
性の高い高品質な製品を提供しています。
ニッパツグループの一員として、魅力ある企業集団を形成し、豊かな社会の発展へ貢献して
いくことをめざしています。

最新設備の工場から高品質な製品を提供。
　　　　　　少数精鋭による懸架ばね製造会社。

平均有給休暇取得日数

15日/年
●コイルばね：乗用車やミニバンを中心に、最も多く使用されています。路面からの衝撃や振動
を吸収して、快適な乗り心地を提供しています。当社のばねは、軽量化を追求した高強度ばねで
あるため、省資源・燃費向上にも貢献しています。
●スタビライザ：コーナリングや車線変更時に、傾きを抑えるために必要なばねです。このばね
により、操縦の安定性を実現しています。車体ごとに適した設計や解析が行われており、ニッパ
ツで開発した「中空スタビライザ」は、従来のスタビライザに比べて20～50％の軽量化を実現。
近年の自動車の軽量化ニーズの高まりにより、生産が増加しています。

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

懸架ばねの製造を支える、
最新設備を揃えた工場

最高の景色が見られる
海に面した会社、工場

主力製品は「コイルばね」「スタビライザ」

コイルばね スタビライザ

募集学部分類

4大理系 4大文系

勤務エリア

九州

募集職種分類

その他（製造設備のオペレーター）

事務 技術職（機械）

事業内容
自動車用懸架ばね（コイルばね、スタビライザ）
の製造・販売

会社概要

2014年9月

9,995万円

13億7,100万円（2020年度）

本社・工場：福岡県京都郡

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

技術職（大卒）：18万円以上
事務職（大卒）：18万円以上
技能職（高卒）：16万5,000円以上

8：00～17：00（休憩時間60分）
夜勤勤務の場合、19：00～4：00
（休憩時間60分）

週休２日制（土日）
会社カレンダーによる年末年始、
GW、夏季休暇、有給休暇（初年度
10日）、特別休暇（慶弔など会社規
定による）など

昇給年1回、賞与年2回
各種社会保険完備
交通費全額支給、退職金制度
給食補助など

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

高校

【採用連絡先】
総務課　大久保 

〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町9-64
TEL : 093-435-5400

E-mail : saori.okubo@nhkspg.co.jp
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懸
架
ば
ね

自
動
車
用
シ
ー
ト

精
密
部
品

クラブ活動支援
（野球部・ゴルフ部・自動車部）

70年を超える歴史のある当社は、自動車用の懸架ばねやシートフレームをはじめ、軽快な
フットワークを生むアフターマーケット用の懸架ばね、安心・快適な住宅用シャッターばね
など、多種多様なニーズに応えるばねを生産しているニッパツグループの東北生産拠点です。
自動車関連を中心に大きく売上を伸ばしており、「安全最優先」「一人ひとりが品質の主
役」を合い言葉に、全員参加で日々の生産活動に取り組んでいます。

東北日発株式会社
会社サイト
採用情報

▶ http://www.tnkspg.co.jp/
▶ http://www.tnkspg.co.jp/recruit/

懸架ばね・自動車用シートフレーム・精密ばねを生産。
未来に向けてチャレンジし続ける集団をめざす。

院卒理系 院卒文系

4大理系 4大文系

短専理系

●懸架ばね事業：多品種少量生産にも対応できるコイルばねラインに加え、2013年9月にニッ
パツグループグローバルでの初号機となる「コイルばねコンパクトライン」を新設し稼働を開始
しました。東北地区をはじめ、国内のカーメーカーへ納入しています。
●シートフレーム事業：東北地区で生産される小型車用のシートフレームを生産しており、売上
増に大きく貢献しています。
●精密ばね事業：自動車用をはじめ、住宅、情報産業機器、医療器具用など、当社のばねは様々
な製品に採用されています。

募集学部分類

勤務エリア

東北

事業内容
懸架ばね、自動車用シートフレーム
プレス部品、精密ばねの製造・販売

会社概要

1946年4月 岩手スプリング製作所創業
1971年1月 東北日発株式会社に改称

4億9,896万円

55億135万円（2020年度）

本社工場：岩手県北上市
奥州工場：岩手県奥州市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

修士了：19万7,000円
大　卒：18万5,000円

8：00～17：05

週休2日制
年末年始、夏季休暇、ＧＷ、年次
有給休暇（初年度15日　最高年20
日）ほか特別有給休暇制度あり
※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回
社会保険完備、退職金制度

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

文化・歴史の宝庫「北上市」で
よりよい製品づくりに取り組む

地元の小・中・高校などの工場見学や
インターンシップを数多く受け入れ

3つの事業を展開

懸架ばね 自動車用シートフレーム 精密ばね

募集職種分類

事務 技術職（電気電子）

技術職（機械） 技術職（金属・素材）

高校

【採用連絡先】
総務課　高橋

〒024-0334 岩手県北上市和賀町藤根18-25-2
TEL : 0197-73-5221
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自
動
車
用
シ
ー
ト

株式会社アイテス
会社サイト
採用情報

▶ http://www.ites-no1.com/
▶ http://www.ites-no1.com/recruit

当社は、独立系であるニッパツグループという環境の下、自動車メーカーの系列にとらわれ
ず、幅広いお客様へ向けた自動車内装品を生産してきました。
代表的な製品は、街を走っているトラックのシート（座席）と、乗用車のシートのフレーム
（骨組み）です。これらの製品は、普段目に触れることはありませんが、実は気が付かない
ところで、皆さんの生活とも関わっているかもしれません。

創業22年。これからも自動車内装品の生産を通して、
豊かな社会の発展に貢献。

食事補助制度あり
（サッカー）
クラブ活動

当社のお客様は、自動車メーカーもしくは自動
車用シート製造メーカーが中心です。当社の大
きな特徴は、そうしたお客様の工場へ、当社の
製品（シートやフレーム）を直接納めることで
す。これは当社の品質が認められている証拠で
あり、そのようなお客様の期待に応えるよう品
質を維持していきます。

社会保険完備や、食事補助、育児・介護
休暇制度などの各種福利厚生制度の充実
を図るのはもちろん、働く社員のための
取り組みを幅広く進めています。
また、クラブ活動も活発です。当社は毎
年、ニッパツ三ツ沢球技場で開催される
「ニッパツグループ交流サッカー大会」
に出場しています。サッカーを楽しみな
がら、社内外のコミュニケーションを深
めるよい機会となっています。

様々な自動車関連メーカーへ製品を直納

「ニッパツグループ
 交流サッカー大会」に
 毎年出場

募集学部分類

募集職種分類

その他（現業職）

事業内容
自動車用シートおよびシートフレームの生産

勤務エリア

関東

会社概要

1995年4月

5,000万円

71億2,900万円（2020年度）

本　社：神奈川県横浜市
戸塚工場：神奈川県横浜市
藤沢工場：神奈川県藤沢市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

高卒現業職：17万円
（2021年4月入社実績）

昼夜交替勤務（1日8時間）
①8：15～17：00
②20：30～5：15

週休2日制、年末年始、夏季休暇、
ＧＷ、年次有給休暇
※年間休日121日

社会保険（健康保険・厚生年金・雇
用保険・労災保険）完備
退職金制度、食事補助あり（条件に
よる）、育児・介護休業制度あり

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

※当社では毎年、高校卒業予定者を現業職として募集していま
す。7月1日の解禁日に求人票をインターネットで公開しています
ので、詳細はそちらをご確認下さい。

高校

【採用連絡先】
〒245-0053　神奈川県横浜市
戸塚区上矢部町2258番地
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自
動
車
用
シ
ー
ト

当社は、自動車用シートの製造と販売を専門とする会社です。
日本発条株式会社（ニッパツ）と、フランスの大手自動車部品メーカーであるフォルシアと
の合弁会社であり、事業基盤は安定しています。
工場の生産ラインは、組立作業に特化しており、職場環境は清潔で快適です。
若く将来性のある会社ならではの自由な雰囲気の中で、若者らしい熱意と柔軟な発想力を当
社で存分に発揮していただきたく期待しています！

自動車用シート専門の生産工場です。
お客様からの納入指示に基づいた生産（アクチャル生産、シンクロ納入）で、「部品受入」⇒「ラ
イン組立」⇒「出荷」までシステム化された一貫体制です。また、製品の品質保証を第一として、
品質管理チームによる日々の取り組みを継続しています。
現在生産しているシートのほか、今後も、新規車種の受注を獲得していきます。
仕事の内容は、ラインでの組立作業およびライン管理、品質保証検査、生産管理、発注業務、シ
ステム管理、総務経理など多岐にわたり、適性を鑑みての配属となります。

「部品受入」⇒「ライン組立」⇒「出荷」の一貫体制

フォルシア・ニッパツ九州株式会社

「常にお客様に喜んでいただける製品を提供」をモットーに、
品質にこだわり自動車用シート製造に取り組む。

誕生日ケーキを支給
コミュニケーション
慰安費援助あり

募集学部分類

4大理系 4大文系

短専文系短専理系

勤務エリア

九州

募集職種分類

その他（製造専門職）

技術職（情報系）事務

技術職（品質検査、生産管理、保全業務）

事業内容
自動車用シートの製造・販売

会社概要

2001年10月

4億9,995万円

225億70万円（2020年度）

本社・工場：福岡県京都郡

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大　卒：22万円
高　卒：18万円

8：00～17：00
（20：00～5：00 ※交替勤務の場合）

完全週休2日制
ＧＷ、夏季、年末年始休暇
有給休暇（初年度10日）、慶弔休暇
※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回、
各種社会保険完備、交通費全額支
給、皆勤手当・夜勤手当・家族手当、
退職金制度あり

英会話

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

工場周囲には遠浅の海が広がり、
自然が豊かな環境

毎年、会社全体でのバーベキュー大会を実施、
和気あいあいと楽しく交流を深めている

部品受入 ライン組立 出 荷

高校

【採用連絡先】
総務課　宮崎

〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町9-9
TEL : 093-435-3300

E-mail : yoshiteru.miyazaki@ame.nhkspg.co.jp

16



自
動
車
用
シ
ー
ト

技術職（機械）事務

当社は、ニッパツの「ものづくり」を継承し、2017年7月に設立、2018年1月から稼働を
開始した新しい会社です。
工場は瀬戸内海沿岸の倉敷市水島に立地しています（三菱自動車工業水島製作所の構内）。
シート組立作業に特化して、快適な職場環境と効率化を推進しています。

当社の工場は、自動車用シートの組立専用工場で、完成品在庫を持たず、個別に納入指示
を受けた時点から生産を開始する「お客様と完全シンクロした生産・納入形態」により、
コスト低減と効率化を進めています。
仕事の内容は、部品受入、シート組立、ライン管理、生産管理、発注業務、システム管理、
総務経理など多岐にわたります。適正や志向を配慮して人員を配置して、じっくりと育成
していきます。

「部品抽出供給」⇒「組立生産」⇒「検査品質保証」⇒「出荷」の一貫生産体制

ニッパツ水島株式会社

高品質のシートをお客様にお届けするグループ新会社。
熱意と発想力を発揮して、「ものづくり」を楽しもう。

社員食堂あり
食事補助あり

TO
P

ICS

夏の納涼祭は大盛況 豪華景品が当たる抽選会を開催

4大理系 4大文系

高校

募集学部分類

勤務エリア

募集職種分類

事業内容
自動車用シートの製造販売

会社概要

2017年7月
2018年1月 児島工場稼働
2018年8月 水島工場稼働

9,995万円

157億4,310万円（2020年度）

本社・工場：岡山県倉敷市水島

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

高　卒：16万1,910円

日　勤　8：10～17：10
交代制　6：30～15：30
　　　  18：30～3：30
　　　　（いずれも実働 8時間）
※勤務形態は客先稼働に準ずる　　
　　
完全週休2日制
長期連休(GW、夏季、年末年始休
暇)、有給(初年度10日)、慶弔休暇
※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回、各種社会
保険完備、交通費支給、住宅手当、
交代手当、退職金制度あり、食事補
助あり、確定拠出年金

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

その他（製造専門職）

中国・四国

【採用連絡先】
管理課　中原・木村

〒712-8071 岡山県倉敷市水島海岸通1-1
TEL：086-440-3580

  E-mail：kimura-misa@nhkspg.co.jp　  

Photo：三菱自動車工業株式会社　RVR
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自
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産
業
・
生
活
関
連

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

株式会社シンダイ
会社サイト ▶ http://www.sindai.co.jp/

当社は、ニッパツグループの一員として発展してきました。生産設備は自社開発による設備が
基本で、特にワイヤー加工技術を得意分野としており、お客様から高い信頼をいただいていま
す。生産工程の自働化、新工法・新技術の導入にも積極的に取り組み、常によりよいものづく
りをめざしています。
国内4工場（愛知・三重・福岡・大分）では、地元出身者を中心に活発な事業活動を行っており、
新たな事業分野への取り組みも進めています。

地元出身者が多く家庭的な雰囲気だが、
仕事はプロ意識を持って取り組んでいる

植樹活動など、地域に密着した
活動にも力を入れている

シートスプリングのエキスパート。長年の信頼と実績を
ベースに、新規事業への取り組みも進めています。

募集学部分類

勤務エリア

東海 九州

募集職種分類

営業 事務

技術職（機械） 技術職（電気電子）

技術職（生産技術・開発設計）

その他（購買、原価企画、生産管理）

事業内容
自動車用シートスプリング、シート金属フレーム、ト
ランクリッドトーションバー、その他サンシェード、ト
ノカバーなどの自動車内装部品、家具用シートスプ
リング、金属フレームなどの製造、販売

会社概要

1958年10月

4,500万円

76億4,900万円（2020年度）

本社・愛知工場：愛知県高浜市
鈴鹿工場：三重県鈴鹿市
行橋工場：福岡県行橋市
大分工場：大分県日田市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

総合職修士了：21万4,000円
総合職大 卒  ：20万6,000円

8：00～17：00

週休2日制（土日）
長期連休（GW・夏季・年末年始）
その他慶弔などの特別休暇
有給休暇　※年間休日120日

昇給年1回、賞与年2回、各種社会保
険完備、交通費支給、独身寮、転勤
者向け住宅、リゾートホテル、退職
金制度、自己啓発報奨制度、社員旅
行、食事補助、など

入社時教育・実習、OJT。
以後、担当業務に応じ、社外研修の
受講・資格取得、日本発条の教育カ
リキュラムを利用した研修会、社
内自己啓発報奨制度、など

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】
当社は、「自動車シートの骨格である金属フレーム・シートスプリング」「トランクリッドトー
ションバー」「自動車内装品部品である、サンシェード、トノカバー、樹脂一体成型部品」および
「家具用シートスプリング、金属フレーム」などを製造しています。特にシートスプリングの分
野ではパイオニア企業として、お客様の品質・コスト・納期の満足にお応えしながら、新たな技
術革新と新商品へチャレンジしています。

シートスプリング分野のパイオニア企業として躍進

院卒理系 ４大理系 ４大文系

短専理系 高校

独身寮・転勤者向け社宅あり
社内親睦行事活動費補助

【採用連絡先】
管理部　脇田／関本

〒444-1301 愛知県高浜市新田町3-3-6
TEL : 0566-52-1222

E-mail : sindai-saiyou@ame.nhkspg.co.jp
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豊かな発想で研究・開発に取り組
むためには、プライベートの充実
も重要です。
年間休日は121日を確保。また仕
事の休憩時間にゆっくりと過ごす
ことができる社員食堂をはじめ、
喫茶室・休憩室を用意。食堂のラン
チは230円～と、お財布に優しい
価格設定が好評です。
毎年恒例の新入社員歓迎球技大会
では、ボウリング、ソフトボール、
マレットゴルフなどを実施。
オン・オフがしっかり切り替えら
れる環境です。

ニッパツフレックス株式会社

募集学部分類

院卒理系 4大理系

短専理系

勤務エリア

北陸・甲信越

募集職種分類

事業内容
自動車専用コントロールケーブルおよび機能部品
の設計製造販売。家電OA、住環境関連部品、トルク
コンバーター用ばねの製造
独自の開発力と技術ノウハウのもと、高機能・高品
質のコントロールケーブルおよび様々な精密機能
部品の開発と生産

会社概要

1991年4月

4億5,000万円

61億9,900万円（2020年度）

本社・工場：長野県伊那市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大　卒：21万1,400円

8：00～17：00

完全週休2日制（土日）
長期連休（GW・夏季・年末年始）
有給休暇　※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回
各種社会保険完備、交通費全額支
給、退職金制度、確定拠出年金
（DC401K）
●食堂、喫茶室、休憩室、保健師常
勤

各種社内研修、外部研修あり

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

２つのアルプスが見渡せる長野県伊那市を拠点として、安定した経営基盤を軸に業績を伸ば
し続けています。
売上の80％を占めているのが、自動車の走行に欠かせないコントロールケーブル。国内では
多くの自動車メーカーと取引しています。
そのほかにも、様々な精密機能部品の開発・設計に着手。解析手法や新素材では日本発条株
式会社（ニッパツ）の研究開発本部と連携し、最先端での開発を手掛けています。

社員食堂、喫茶室、休憩室あり
新入社員歓迎球技大会あり

●自動車関連部品：主力製品である自動車のシート、ブレーキなどの操作に使用される自動車用コントロールケ
ーブルをはじめ、自動車の等速ジョイントに使用されるブーツを締め付けるためのステンレスバンド、ばね技術を用
いたダンパー機構などを生産
●ＯＡ機器・カーエレクトロニクス部品：パソコンや自動車のコンソールボックスに使用されるロックヒンジを
生産（用途例/ノートPC、自動車内モニターの無段階角度調節、液晶モニターなどの開閉時に特定の位置でトルク
を変化させる機構など）
●医療･健康機器部品：車いすなどに使われるメカニカルロック、可動式手すりの上下機構部品を生産

自動車、OA機器、医療・健康機器など幅広い分野へ部品を提供

グローバルな視点で、従業員一人ひとりの知識・経験・知恵を
結集し、常に新しいものづくりへの挑戦を続けます。

会社サイト ▶ https://nhkflex-co-ltd.co.jp

技術職（金属・素材）

技術職（機械） 技術職（電気電子）

高校

【自動車関連部品】 【OA機器・カーエレクトロニクス部品】 【医療・健康機器部品】

【採用連絡先】
管理課　田中

〒399-4501 長野県伊那市西箕輪2445-5
TEL : 0265-76-3280
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アヤセ精密株式会社
会社サイト ▶ http://www.ayase-seimitsu.co.jp/

高度に機械化された現代社会では、ばねは多くの機械製品に広く使われています。
当社は、皿ばね、異形皿ばね、フリクションスプリングをはじめとする高精度・高品質の精
密薄板ばねを提供するメーカーです。
1962年の創立以来、自動車、産業機器、情報機器など幅広い分野で使用される製品の生
産で社会の発展に貢献しています。今後も確かな技術と着実な事業展開を通じて、日本の
様々な産業を支えていきます。

200トンプレス、110トンプレス、
マルクエンチ炉など、業界屈指の生産設備群

アットホームな職場環境から、
高品質な製品が生み出される

ばねが創る明日のエネルギー！試作から量産までを
一貫して行う高技術の精密ばねメーカー。

募集学部分類

学歴不問

勤務エリア

関東

募集職種分類

事務 技術職（機械）

事業内容
皿ばね、異形皿ばね、フリクションギア／サブギ
ア、ウェーブスプリング、フリクションプレート、
フリクションスプリング、異形薄板ばねの製造・
販売

会社概要

1962年12月 （有）須納瀬製作所設立
1986年12月 アヤセ精密（株）に社名変更

1,000万円

4億7,500万円（2020年度）

本社・工場：神奈川県綾瀬市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大　卒：19万500円
高　卒：17万7,000円

8：00～17：00（休憩1時間）

完全週休2日制（土日）、GW、夏
季・年末年始（各9日程度）、有給休
暇（初年度10日） ※年間休日121日

昇給年1回
賞与年2回
各種社会保険完備
交通費全額支給
退職金制度

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

当社は、多様化する市場のニーズを的確
にとらえるとともに、お客様第一主義に
徹することで、確かな技術力とノウハウ
を蓄積してきました。
当社の主力製品は、自動車のトランスミ
ッションの動力伝達をスムーズにする
「皿ばね」です。各種衝撃緩衝用・ギアの
異音対策・ユルミ止めなど、幅広い用途
に使われています。そのほかにも、自動
車・二輪車をはじめ、コンピュータ・通信
機・家電品など様々な場面で、当社の製
品が私たちの豊かな日常生活を支えて
います。

様々な分野に
使われる
精密薄板ばねを提供

平均残業時間

20時間程度/月

【採用連絡先】
総務課　中平

〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東一丁目１３番地６号
TEL : 0467-76-7631

E-mail : k.nakahira@nhkspg.co.jp
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当社では、社員の健康づくりにも積極的に取り組んでい
ます。
厚生施設にある社員食堂には厨房が完備され、調理は
業者に委託してできたての料理を社員に提供して喜ん
でもらっているだけではなく、ヘルシーメニューを取り入
れて社員の健康にも配慮しています。また、心身ともにリ
フレッシュしてもらえるよう、スポーツイベントや労働組合
主催の社内レクリエーション（花見・ボウリング大会など）
などを開催しています。
文体（クラブ）活動も活発に行っており、野球部、ハイキ
ング同好会など12クラブが活動しています。

特殊発條興業株式会社

募集学部分類

院卒理系 4大理系 4大文系

短専理系 高校

勤務エリア

募集職種分類

事業内容
ばね座金、薄板ばね、各種機能用ばねなどばね
製品およびフリクションプレート、フライホイー
ル、ロールピンなどプレス製品の製造・販売

会社概要

1938年6月

1億5,000万円

57億9,400万円（2020年度）

◎国内　本　社：兵庫県伊丹市
　　　　工　場：伊丹工場、三田工場
　　　　営業所：横浜、名古屋、広島、
　　　　　　　佐賀
◎海外　浙江特発金属製品有限公司
　　　　（中国浙江省）

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

修士了：21万5,700円
大　卒：20万8,000円
短専卒：19万3,680円
高　卒：16万9,000円
（いずれも諸手当含む）

8：15～16：45（休憩65分）

週休２日制（土日 ※年2～3日土曜出
勤あり）、GW・夏季・年末年始（7～
10日程度）、有給休暇（初年度10
日付与・最高20日・積立制度あ
り）、リフレッシュ休暇 ※年間休日
115日

昇給年1回、賞与年2回、社会保険
完備、退職制度あり、借上げ独身
寮、住宅手当、食事手当、精勤手当、
通勤手当、永年勤続表彰

ニッパツグループ集合研修・通信
講座・技術系新入社員社外教育講

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

当社は、「ニーズをカタチに」をモットーに、価値ある製品づくりに励んでいます。
当社がつくる製品は、自動車産業からエレクトロニクス産業、宇宙産業まで、様々な分野で活躍
しています。それらは小さな一つのパーツですが、それぞれの本体に欠くことのできない大きな
役割を担っています。
これらの産業の基盤となる製品づくりを通じて、価値を創造し、豊かで活力ある社会の実現に
貢献していきます。

当社の基幹部品であるばね座金をはじめとした各種座金は、月間5億個の生産を誇り、自動車で使用されるばね座金の国内約90%のシェアを占めていま
す。座金に続く柱として、高精度平面打抜き加工やミクロン単位の溝成形を可能にした微細コイニング加工による、クラッチや摺動部に用いられるプレス
成形品があります。高精度な部品は、特殊な加工を施せば製作は可能です、コストが上がってしまいます。当社は、プレス加工で低コストの製品を実現して
います。お客様のニーズと当社の技術力を結びつけて、価値ある製品を生み出す、やりがいを感じられる仕事があなたを待っています。

お客様ニーズと当社技術力を結び付けた製品づくり

社員の健康づくり
　　　リフレッシュに注力

会社サイト
採用情報

▶ http://www.tokuhatsu.co.jp/
▶ http://www.tokuhatsu.co.jp/recruit/

「価値を創り、産業を支える」
　　　　　産業の発展と生活の豊かさに貢献。

技術職（生産技術） 技術職（開発設計）

平均有給休暇取得日数

10.9日
その他制度

社員食堂あり
文体活動への補助あり
クラブ

関西 東海 関東

技術職（金型設計） 営業

【採用連絡先】
企画管理部管理課　堀井

〒664-0837 兵庫県伊丹市北河原1丁目1番1号
TEL : 072-782-6966

E-mail : k-horii@tokuhatsu.co.jp
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日発精密工業株式会社

ねじ工具（ねじ成形用パンチ）や二輪車用ブレーキディスク、ＣＶＴ油圧ポンプ用ベーンな
ど多種多様な金属部品を世界に供給しています。
「熱処理」「塑性加工」「研磨」の技術の融合から生み出される製品群は、特定業種に偏ら
ず、景気変動に左右されない強みを持っています。
海外生産拠点はタイ、インドネシア、中国へ拡充しています。グローバルな仕事を通じて、
価値ある経験を積めます。

熱処理、塑性加工、研磨の技術の融合で
超精密加工を追求し、サブミクロンの世界へ参入

募集学部分類

院卒理系 4大理系 4大文系

短専理系

勤務エリア

東北 関東

海外

募集職種分類

営業 事務技術職（金属・素材）

技術職（機械） 技術職（電気電子）

事業内容
ねじ工具、自動車用部品、情報処理機器部品

産業用精密部品の製造・販売

当社は、1958年創立以来、ニッパツグループにおける精密加工部門の担い手として、常に多様化、
高度化、複合化しつつある各産業分野の要請に応える精密部品を、各産業分野に提供しています。
ねじ工具（ねじ成形用金型）のほか、自動車用ブレーキディスクやオートマティック・トランスミッション／
ＣＶＴ用皿ばね、四輪車用油圧ポンプ、エアコンのコンプレッサー用ベーン、半導体や情報処理に関
わる精密部品など、多種多様な金属部品を世界へ向けて製造販売しています。
これからも卓越した技術で世界のトップをめざして、信頼と評価がいただける精密部品の提供を続
けていきます。

会社概要

1958年2月

4億8,000万円

43億9,200万円（2020年度）

本社・伊勢原工場：神奈川県伊勢原市
横手工場：秋田県横手市
海外グループ会社：タイ、インドネシア
　　　　　　　　中国

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

大卒：20万8,000円（神奈川勤務）
　　　19万1,000円（秋田勤務）

本社・伊勢原工場　8：30～17：15
　　横　手工場　8：00～16：45

完全週休2日制、ＧＷ、夏季休暇、
年末年始休暇、年次有給休暇（初
年度12日、翌年度14日）、慶弔休
暇、永年勤続リフレッシュ休暇制
度ほか　※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回、財形貯蓄、
住宅ローンの利子補給制度、独身
寮・社宅、消滅年休制度、各種クラ
ブ活動

日本発条株式会社による集合研
修、通信教育に参加

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

TO
P
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ねじの頭部成形工具パンチの精密加工技術は、
他社の追随を許さない完成度の高さを誇る

二輪車用ブレーキディスク、ベーンなど
自動車関連部品でも、安全性の高さで高評価

卓越した技術で世界中へ多種多様な金属製品を提供

会社サイト
採用情報

▶ https://www.nisseiko.co.jp/
▶ https://www.nisseiko.co.jp/#05

平均残業時間

20時間以下/月

平均有給休暇取得日数

11.2日

【採用連絡先】
経営管理部管理課　武田 

〒259-1126 神奈川県伊勢原市沼目2-1-49
TEL : 0463-94-5235

E-mail : n_takeda@nis.nhkspg.co.jp
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当社は、よりユーザーに密着した事業活動を行うため、機械式立体駐車装置の販売・工事・
メンテナンス部門を日本発条株式会社（ニッパツ）から分離し、2000年に設立しました。
機械式立体駐車装置の設置を通して、都市部における駐車場不足の解消と土地やスペースの
有効活用に貢献しています。
業界トップクラスの豊富なバリエーションと、安心できるアフターサービスで、お客様の信
頼と満足が得られる駐車装置を提供し続けていきます。

株式会社ニッパツパーキングシステムズ
会社サイト
採用情報

▶ http://www.nhk-ps.co.jp/
▶ http://www.nhk-ps.co.jp/recruit/

業界トップクラスの豊富なバリエーションと信頼の
メンテナンスで「ゆとりある社会と快適な街づくり」に貢献

学歴不問

募集学部分類

勤務エリア

事業内容
機械式立体駐車装置の開発、設計、販売
施工、メンテナンスに関する事業

会社概要

2000年7月

5,000万円

85億6,300万円（2020年度）

本 　 社：神奈川県横浜市
大 阪 支 店：大阪府大阪市
名古屋営業所：愛知県名古屋市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

キャリア採用：経験・能力を考慮の
上決定

9：00～17：45
（実働7時間40分・休憩65分）
フレックスタイム制あり
コアタイム11：00～15：45

週休2日制（土日）、祝日、
長期連休（GW・夏季・年末年始）、
有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ
休暇ほか ※年間休日121日

昇給年1回、賞与年2回、社会保険
完備、交通費全給、出張手当、食事
補助、再雇用制度、退職金制度、
JTBえらべる倶楽部加入

eラーニング、通信教育、集合研
修、社外講習会・セミナーなど

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

KITTE（東京）、新丸ビル（東京）、そごう横浜店など
身近なところで、当社製品が使われている

若手社員を中心にブレーンストーミングなどで
勉強会を開催し、知識を深めている

有給休暇消化率

87%

募集職種分類

技術職（機械） 技術職（電気電子）

技術職（建設関連）

開発からアフターサービスまで全工程を実施
計画・販売・開発・設計・生産・
施工・メンテナンスの全工程を
ニッパツグループで実施するた
め、高品質で安全配慮がなされ
た製品を提供しています。
当社では駐車装置の新設につ
いて、業界No.1の豊富なバリエ
ーションにより様々なご提案を
通じて、お客様の計画の実現
に向けて対応しています。
最適かつ十分な施工管理、品
質管理により、お客様の信頼
と満足が得られる駐車装置を
提供することで、人とクルマの
関係をもっと豊かにし、産業や
生活の新しいニーズに応え続
けます。

平均残業時間

20時間/月

営業 事務

関東 関西

【採用連絡先】
管理部　中西

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目
8番19号 横浜西口Ｋビル6階
TEL : 045-326-2890

E-mail : y.nakanishi@ame.nhkspg.co.jp
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P

ICS 2

ニッパツ・メック株式会社
会社サイト
採用情報

▶ https://www.nhkmec.com/
▶ https://www.nhkmec.com/recruit/

「ニッパツメック」は、国内プレジャーボート市場黎明期のプッシュプルケーブルの製造に
始まり、リモートコントロール、ステアリングシステムへと業容を拡大してきました。
現在は、マリン市場のみならず建設機械市場でも、総合的リモートコントロールシステムの
メーカーとしての地位を確立しています。
今後もプロフェッショナル集団として、お客様満足を追求し、技術と品質に裏づけされた
「安全で革新的な製品」を提供し続けます。

安全に操船できることを約束する
プレジャーボート向け電子コントロールシステム

一人ひとりが自分の仕事に誇りを持つ
プロフェッショナル集団として、ものづくりに携わる

マリン市場における制御装置のトップサプライヤー。
モーターボートや水上バイク向け製品で高いシェア。

募集学部分類

院卒理系 院卒文系

4大理系 4大文系

勤務エリア

関東 北陸・甲信越

募集職種分類

事業内容
船舶用および建設機械用のリモートコントロール
システムの設計・開発・製造・輸入・販売
・電子式リモートコントロールボックス
・電子制御アクチュエータ
・メカニカルリモートコントロールボックス
・メカニカルリモートコントロールケーブル
・マリン用ステアリングシステム
・その他リモートコントロールシステム
・インダストリアル用ペダル類、バルブコントロール、スイッチなど
・Xylem社製各種産業用ポンプ・船舶用品

会社概要

1973年8月 設立（日発テレフレックスモース）
2011年4月 ニッパツ・メック株式会社に改称

8,000万円

69億1,400万円（2020年度）

本 　 社：神奈川県横浜市
駒ヶ根工場：長野県駒ケ根市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

総合職　大卒：20万4,000円
　　　　（諸手当含む）

本　社　8:45～17:30
　　　（休憩12:15～13:00）
　　　　※フレックスタイム制度あり
工　場　8:00～16:45
　　　（休憩12:00～12:45）

週休2日制（土日）、ＧＷ、夏季、年
末年始、有給休暇、リフレッシュ休
暇制度（勤務年数に応ず）
※年間休日121日

昇給年１回、賞与年２回、社会保険完
備、通勤手当、住宅手当、家族手当、食
事補助、退職金制度、確定拠出年金、
財形貯蓄、ニッパツ持株会、船舶免許
取得援助、社員親睦会、ベネフィットス
テーション、GLTD保険、サークル活動

階層別集合研修、グループ集合研
修、自己啓発制度

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

当社の製品は、海洋、陸上の厳しい環境下で使用されるものが少なくありません。そのため、最高の安全性と機能が求められます。当社の持
ち味は、長年の経験に裏打ちされた世界に通用する技術力、開発力です。これらを駆使し、製品の付加価値や魅力向上を求めるお客様のご
要望に応える製品を開発・提供しています。また、アイデアの段階から開発に携わるなど、国内外の主要メーカーの設計パートナーとして、お
客様と一体となって魅力的な製品開発にあたっています。時には、試作品を実験用ボートに取り付け耐久試験を行なうことも、工場で実験機
器による試験に立ち会うことなどもあり、技術者として幅の広い業務に携わることができます。 

MECは“Mechanical ＆ Electronic Controls”の頭文字

平均残業時間

その他制度

15時間程度/月

船舶免許取得
援助制度あり

営業・資材技術職（工場）

技術職（機械） 技術職（電気電子）

【採用連絡先】
管理部管理課　山口

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-21-10
TEL : 045-475-8901

E-mail : saiyo@nhkmec.com
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当社は、社員の定着率がよく、各部門間の交流も多いな
ど、雰囲気のよい職場です。また、充実した福利厚生を用
意して、良好な労働環境づくりに努めています。賃貸マン
ションやアパートの一室を会社で借り上げて提供する独
身寮・社宅制度があるので、遠方出身者や転勤者も安
心。事業所をあげての暑気払い・社員旅行・忘年会で従
業員同士のコミュニケーションを図ります。またプロ野球
球団のシーズンシートを保有しており抽選で野球観戦が
できます。特徴的なのはゴルフシミュレーター。本来は業
務上の測定などに使うものですが、空き時間は練習に利
用することができます。

日本シャフト株式会社

募集学部分類

勤務エリア

募集職種分類

事業内容
ゴルフ用スチールシャフトならびにカーボンシャ
フト、野球・ソフトボール用金属バットならびに
複合材料バットの製品販売

会社概要

1959年2月

3億9,000万円

53億800万円（2020年度）

本 　 社：神奈川県横浜市
横 浜 工 場：神奈川県横浜市
駒ヶ根工場：長野県駒ヶ根市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

総合職：（院卒）22万2,500円
　　　 （大卒）21万3,500円

本社・横浜工場　8:15～17:15
　　　　　　　 （実働８時間）
駒 ヶ 根 工 場　8:00～17:00
　　　　　　　 （実働８時間）

週休2日制（土日）
年3回大型連休 ※年間休日121日
年次有給休暇ほか

昇給年1回、賞与年2回、社会保険
完備、永年勤続表彰（リフレッシュ
休暇）、借上社宅制度、退職金制度
（確定拠出年金制度）、財形貯蓄制
度、社員旅行

新入社員研修、階層別教育（入社2年
目・3年目・5年目・役職登用時）、通信
教育制度

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

「日本シャフト」は、ゴルフシャフトをはじめ各種スポーツ用品の製造・販売を通じてスポーツ・
レジャーの発展に寄与してきました。
ユーザーのニーズに的確に応えるため商品開発に全力を注ぎ、数々のヒット商品を誕生させて
います。
これからも、社員一同いっそう喜ばれる商品の提供とサービスに磨きをかけ、世界のユーザー
に感動を与え、社会に融合し貢献していける企業をめざします。

当社は、ゴルフシャフトのメーカーとして1959年に設立されました。熱処理、金属加工など技術の共通要素はありましたが、ニッパツのグルー
プ会社としては異色の存在として産声を上げ、今日まで半世紀以上の歴史を刻んできました。設立当初から日本ゴルフ界の草創期の隆盛と共
に、その成長の歩みを同じくし、シャフトメーカーの草分けとして実績を重ねてきました。ゴルフシャフトでは数々のヒット商品を生んでいるほ
か、野球・ソフトボール用バットの開発・生産も手がけており、オンリーワンの技術力で、揺るぎない市場を獲得しています。

オンリーワンの技術力で、揺るぎない市場を獲得

社内の雰囲気のよさと、
　良好な労働環境が特徴

会社サイト ▶ https://nipponshaft.co.jp/

スポーツ用品の製造・販売を通して、グローバルベースの
幅広い分野へ活躍の場を広げていきます。

関東 北陸・甲信越

平均有給休暇取得日数

平均残業時間

15.4時間/月

12.0日/年

技術職（金属・材料）

技術職（機械） 技術職（電気電子）

院卒理系

4大理系

【採用連絡先】
採用担当　吉田

〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-15
TEL : 045-782-2561

E-mail : saiyo@nipponshaft.co.jp
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当社では、社員一人ひとりが活躍できるように、各種手
当や制度の充実に努めています。住宅手当や家族手
当、互助会制度（慶弔金給付、融資など）、ニッパツグ
ループ持株会制度はじめ各種手当など、待遇を充実。
また、プライベートの時間もしっかり確保できるように、
完全週休2日制（土日）を導入しており、年間休日は
120日以上あります。また、クラブ活動は現在、軟式野
球部や海釣り同好会などが活動しており、部署を超え
た交流が盛んに行われるなど、和気あいあいとした社
風です。さらに労働組合と共催で行われる納涼祭や小
旅行などのイベントも行っています。

社員一人ひとりが活躍できる
会社をめざしています

株式会社トープラ
会社サイト
採用情報

▶ https://www.topura.co.jp/
▶ https://www.topura.co.jp/recruit/

当社は、自動車、家電製品に不可欠なねじ・ボルトの専門メーカーです。
「マイナス」が主流だったねじ頭部に、いち早く「プラス」を取り入れるなど、斬新な発想で新たな
挑戦を続けてきました。また、製品ラインナップの広さも業界屈指。あらゆるものとものをつな
ぐねじを通して、多彩なニーズに応え、お客様と世界の人々をつなぎます。
今後も「お客様第一」を貫き、「なくてはならないねじメーカー」をめざし挑戦と成長を続けます。

ねじの頭部に「十字穴」を国内で業界に先駆けて
取り入れ、JIS認定工場となったねじの専門メーカー。

募集学部分類

院卒理系 院卒文系

4大理系 4大文系

勤務エリア

募集職種分類

営業 事務

技術職（機械） 技術職（電気電子）

技術職（金属・素材）

事業内容
様々な用途に適合するねじの開発、製造。
※これまで培ってきた高い技術力とバラエティ豊富な
商品ラインアップで、当社の中心事業である自動車か
ら家電事業、船舶事業をはじめ、IT関連機器、家具・建
材、医療機器にいたるまで、あらゆる市場にねじを供給
しています。

会社概要

1950年3月

18億3,800万円

173億7,600万円（2020年度）

本　　社：神奈川県秦野市
秦野工場：神奈川県秦野市
東海工場：静岡県御前崎市
大阪工場：大阪府交野市
営業所：栃木県宇都宮市、静岡県浜松市、
愛知県安城市、大阪府東大阪市、福岡県京都郡
関連会社：㈱トープラテクノ（栃木県）、
アルプススクリュー㈱（長野県）、
Topura America Fastener,Inc.（米国）、
托普拉精密緊固件（常州）有限公司（中国）、
TOPURA FASTENER DE MEXICO,S.A. DE C.V.（メキシコ）

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

修士了：21万5,000円
大　卒：20万7,000円

本社・営業所／8：30～17：15
工　場／8：00～16：45

完全週休2日制（土日）
※年間休日121日
年次有給休暇（初年度10日、最高
20日）、私傷病休暇、特別休暇（慶
弔休暇、結婚休暇）、ほか

昇給年1回、賞与年2回、互助会制度
（慶弔金給付、融資ほか）、ニッパツグ
ループ持株会制度、独身寮、クラブ活
動（軟式野球部、海釣り同好会など）

新入社員研修、技能研修、階層別研
修、語学研修、通信教育制度、海外
トレーニー制度

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

【教育研修】

当社の社名は、創業当時から「トープラ」だったわけではありません。最初は当社の製品を元に名づ
けられた「東洋プラススクリュー」でした。当時、ねじ頭部は「すり割（マイナス）」が主流でした。しか
し、当社はねじの頭部に「十字穴（プラス）」を取り入れ、日本でいち早くJIS認定工場となり、その十
字穴の「プラス」から「東洋プラススクリュー」を社名としました。その後、いつしかお客様より「東プ
ラ」という愛称で呼ばれるようになり、それが定着したため、「トープラ」へと社名を変更しました。私た
ちの社名はお客様に名付けていただいたといっても過言ではありません。
これからも、お客様に愛される会社であり続けます。

「トープラ」の社名の由来は？ 平均勤続年数

関東 東海

関西 九州

平均残業時間

20時間/月

15.5年

海外

【採用連絡先】
人事課　採用担当

〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋201
TEL : 0463-82-2711

E-mail : entryform@top.nhkspg.co.jp
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横浜機工株式会社

募集学部分類

4大理系 4大文系

勤務エリア

関東

募集職種分類

事業内容
駐車場・街路・スポーツ施設向けLED投光器、街
路灯と倉庫・工場向けのLED高天井器具の開
発・製造・販売、真空蒸着処理

会社概要

1939年  3月 金沢工業株式会社設立
1953年12月 横浜機工株式会社へ改称

9,500万円

17億9,700万円(2020年度）

本社・工場：神奈川県横浜市

【設　立】

【資本金】

【売上高】

【事業所】

当社規定により決定

8：10～17：10

完全週休２日制（土日）
GW、夏季、年末年始に長期連休あり、
リフレッシュ休暇制度
※年間休日120日

昇給年1回
賞与年2回
各種社会保険完備
交通費全額支給、家族手当
退職金制度、永年勤続表彰

労働条件

【初 任 給 】

【勤務時間】

【休日休暇】

【福利厚生】

当社は、照明器具の分野において、独自の表面処理加工を駆使した製品を提供し、その
高い技術と信頼性で長年にわたり社会に貢献してきました。
当社の照明器具は、野球場やサッカー競技場といった大規模な施設の投光器から、工場
倉庫の高天井灯やコインパーキングの駐車場灯など、私たちが日々利用する多くの施設
に設置されています。
「未来を照らし、未来につなぐ」をスローガンに、照明器具で社会に貢献しています。

当社の製品は、省エネ効果が高く、特に大型施設や屋外の高所で使われるLED照明器具が主力で、
大手電機メーカーのOEM生産（取引先ブランドで製造する製品）が中心です。お客様のニーズに合
わせた部品や製品の設計・試作・評価から量産まで担当しており、一部オリジナル製品の開発・製
造・販売も行っています。LED照明器具用の光源部と電源は外部調達し、アルミダイカスト部品は海
外調達をしています。自社工場では、反射鏡の絞り成形から高反射率表面処理、放熱部品のプレス
成形、外郭部材の塗装、製品の組立・電気試験まで一貫生産をしています。

大手メーカーのOEMを中心に、LED照明器具を一貫生産

会社サイト ▶ https://yokohamakiko.com/

スポーツ施設、工場倉庫、コインパーキング、コンビニなど、
生活に身近な場所に、当社の製品が使われています。

TO
P

ICS 1

TO
P

ICS 2

ニッパツ三ツ沢球技場の
夜間照明も当社製品

各種認証を取得、品質（ISO9001）
環境（ISO14001）

技術職（情報系） 技術職（金属・素材）

技術職（電気電子）技術職（機械）

事務営業

有給休暇消化率

77%

高校

【採用連絡先】
管理部管理課　新保

〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1
TEL : 045-787-7311

E-mail : kanri@kik.nhkspg.co.jp
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