
日本アルミットのはんだ製品は世界５３か国の電子機器工場で使用されています。

上海アルミット有限公司

Almit(Thailand)Co., Ltd.

マイクロ接合研究所

上野原生産技術センター

本社アルミットビル

アルミットグループは、電子材料（はんだ）のメーカーとして、車載、産業機器、スマホ、家電、医療機器
航空宇宙産業等あらゆる分野を支えております。 その一員として、共に、働きませんか？

企業名 日本アルミット株式会社 勤務地： 東京都中野区弥生町２－１４－２アルミットビル

募集職種 経理事務 事業内容：エレクトロニクス用高性能「はんだ」の製造・販売

求める人材像：
几帳面で正確性があり注意力がある方、PC操
作特に表計算が得意な方、コツコツと細かい作
業を長時間できる方、財務分析を通じて問題点
を発見、解決策を提案できる方、財務知識があ
る方、職場の仲間とコミュニケーションを取りな

がら取り組める方、など

上海アルミット有限公司
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昇給

■社長様のプロフィールや創業時の思いなど

■組織構成／上司になる方

■仕事内容

■選考フロー

　

運転免許 不問

1968/7/1

平均出社時間

大学院卒/230,000円
大卒/210,000円

教育研修制度

完全週休2日制(土・日・祝※祝日がある週は土曜日出社あり)、夏季、年末年
始、年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、公用休暇、育児休暇、介護休暇
他。年間休日 （124日間：2017年）

新入社員教育、OJT、職業能力開発、自己啓発、通信教育、潜在能力開発、技術研修ほか

基本月額給
大学院卒/230,000円
大卒/210,000円

全額支給

保険

交通費、通勤交通費

休日休暇健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

経営理念、ミッ
ションや理念が
生まれた経緯な
ど

経営理念：Heart to Heart

アルプス技研は人と人との心のつながりを大切にしていま
す。

設立

8:30-17:30

年1回(7月)

全国各営業所及び周辺都市（地域限定採用有り）
／研修期間中は神奈川県橋本 研修センター勤務

最寄り駅 みなとみらい駅

売上高：連結267億4,374万円　単体226億0,084万円（2016年12月期）

●ものづくり事業
　（設計開発領域に特化したアウトソーシング事業、技術プロジェクトの受託事
業、ソフトウェア開発事業、自社工場における製品開発事業）

従業員数：連結3,716名
単体3,080名（2016年12月末）

社員数

（〒220-6218）　神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－５　クイーンズタワーＣ１８階

代表者 代表取締役社長 今村 篤株式会社 アルプス技研　　東京証券取引所市場第1部上場（証券コード：4641）

ＵＲＬ http://www.alpsgiken.co.jp/

社名

勤務時間

事業内容

売上高

従業員数

本社所在地

男女比

勤務地

■競合他社にはない会社の魅力・強み

アルプス技研ではキャリアアップにおいて決められたレールがあるわけではありません。一人ひとりの社員が「なりたい」エンジニアになれるようさまざ
まな道を用意しています。携われる技術領域は幅広く多岐に渡っています。また、エンジニアとして開発の現場で専門分野を極める、マネージャーや
リーダーとしてプロジェクトを統括する、受託開発プロジェクトの責任者になる、など活躍の仕方は豊富。エンジニア以外にも教育部門や管理部門に
キャリアチェンジすることもできます。
それを叶えるために、ＥＳＳ（技術者育成支援システム）という独自システムを構築。入社時から継続的にキャリア形成を支援しています。システムには
社員一人ひとりの業務経歴、専門技術、スキル、資格などが登録でき、目指す技術者像を入力すると、そのキャリアに必要な能力や知識が提示され
ます。また、入力されたデータをもとに社内の専任のキャリサポーターがアドバイス。スキルアップや目指す方向性が現実になるようモチベーションも含
めトータルにサポートします。

会社の組織
構成

全社員の9割以上が技術者として、全国20の営業拠点、2つの自社工場に所属しお仕事をしています。

社員に共通
する特徴

■この会社で身に着けられるキャリアビジョン　→この会社でどんな力を身に着けられるの？その根拠は？

時間外手当、住宅手当、通勤手当(全額支給)、子供手当、資格
取得報奨金、役職ポスト給、web手当他

有り（期間3か月）※給与条件等の変更なし

初任給実績

職務・資格手当

賞与実績

試用期間有無

募集職種
・機械系技術職
・電気・電子系技術職

平均退社時間

営業人数

8:30 17:30

10名
理工系学科（機械工学系、電気電子工学系、情報工学系、材料系、物理系、化学
系、数理情報系、理学系学科）を卒業予定の方

「Heart to Heart」の経営理念に共感した人懐っこい社員が多く、サークル活動や飲み会が頻繁に開催されていま
す。全国の社員が集まり行うロボットコンテストやフットサル大会は家族を連れて参加する社員も多く、小さな子供た
ちの声が響くにぎやかなイベントになっています。

「技術者の正社員派遣事業」と「開発プロジェクト受託事業」を行っています。技術者派遣事業では、アルプス技研の技術者が取引先メーカーの開発チームに
参加。チーム配属を強化し、アルプス技研の開発チームとしてさまざまな技術分野で設計開発やプロジェクトマネジメントなどを行っています。開発プロジェクト
受託事業では、2ヶ所のものづくり拠点（自社工場）を設置。お客様の業務を一括して請け負い、設計・施策・製造を行っています。さらにお客様から多様化・専
門化する課題を解決するためグループ会社も構成。アルプス技研本体との間でクモの巣型のネットワークを形成しています。

どのように

募集人数

高度化・多様化・スピード化するテクノロジー分野において、アルプス技研は産業界のアウトソーサーとして、高度技術を有するアルプスエンジニアを派遣すると
ともに、設計・開発工程の請負・受託業務を担う技術サービスを提供しています。

何を

企業ＰＲシート

一言ＰＲ エンジニア同士の絆の深さ。それが当社の強さです。

技術者派遣会社では、社員同士が顔を合わせることが少ないのが一般的ですが、アルプス技研は違います。
エンジニア自身が自発的に企画する勉強会は年間1000回を超え、先輩エンジニアが講師となり体験談を交えながら教えたり、技術者
仲間が集まって意見交換を行ったり。ときには他の営業所のエンジニアを招くなど地域を超えた交流も盛んです。また、休日や勉強会
で集まる日に、花見やＢＢＱ、ボウリング大会、フットサルなど多彩なイベントを行っています。社内の2大イベント、ロボットコンテストと
フットサル大会では全国からたくさんの社員が家族ぐるみで集まり親交を深めています。
こうした交流の中で、仕事で抱えている課題に対する違う視点からのアドバイスをもらったり、グチを聞いてくれたり、励ましあったり、自
慢しあったり、競争したり…。絆が深まり連帯感のある技術者集団が形成されているのです。

誰に ＣＭで見たり、誰もが製品を手に取ったことがあるような大手一流メーカーを中心に約700社。自動車、航空機、宇宙機器、船舶、デジタル家電、燃料電池、精
密機器、通信機器、半導体、産業用機器、医療機器、インフラなど、様々なフィールドで上流工程といわれる設計・開発工程をサポートしています。
主な取引先・・・IHI、アイシン・エィ・ダブリュ、アイシン精機、NEC、オムロン、オリンパス、キヤノン、京セラ、ソニー、TDK、テルモ、デンソー、東京エレクトロン、
東芝、トヨタ自動車、ニコン、日産自動車、パナソニック、日立製作所、日野自動車、富士重工業、富士ゼロックス、ブラザー工業、本田技研工業、マツダ、三菱
重工業、三菱電機、村田製作所等

年2回（6月・12月）

 アルプス技研は、創業者　松井利夫が『機電一体設計』をコンセプトとし、1968年に当社の前身である松井設計事務所として創業いた
しました。以来、ものづくりへの熱い思いを原動力に着実に成長してまいりました。創業から49年目を迎えた現在、事業形態は請負から
派遣へと移り変わりますが、設計・開発への想いは変わらず、創業当時から一貫して設計開発業務に携わってきました。現在は業務内
容を設計開発（上流工程）に完全に特化しています。
現在当社は“チームアルプス”をビジョンに掲げています。経営理念“Heart to Heart”の基、全社員が一丸となってさらに会社が強く
なっていく風土をつくり、お客様によりよい価値を提供する組織的な取り組みを実践していきます。徹底した社内での教育と現場での実
践を通して、技術者としてはもちろん、人としても立派に育てる、これが当社の創業以来一貫した姿勢です。この企業文化をさらに強化
し、技術・知識の共有と人材の交流を活発化させ、個の力をチームの力として発揮させる組織にステップアップさせたいと考えていま
す。社員である技術者の存在こそが私たちのすべてだという信念のもと、縁あって当社にご入社される方々には、「一人ひとりが生きい
きと働ける環境」と「技術者として、人として成長できる場」をご提供することをお約束します。

※人により変更することもありますが、以下の流れが基本的な選考の流れです。
説明会→面接・テスト→最終面接

応募資格

会社全体で技術者一人ひとりを

バックアップ。社員による勉強

会も年１０００回以上実施。

幅広いフィールドで活躍できます

ﾌｯﾄｻﾙ大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
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株式会社 井谷衡機製作所－創業70年の老舗計量機器総合企業－
企業名 株式会社 井谷衡機製作所

募集職種 計量・計測機器の整備及び検査 勤務地 関東圏内(新潟・福島・静岡などを含む)

求める
人物像

多種多様な機器を取り扱う為、下記の人物を求めています。
〇素直な気持ちを持って仕事に取り組む方
〇探求心・チャレンジ精神を持って機械に向き合える方

主な仕事内容

①清掃・整備 ②校正

【計量機器
の出力値】
と

【標準となる機器
の出力値】

との関係を
決定する作業

社員風景

創業 昭和２３年（１９４８年）８月２８日
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採 用 担 当 か ら の メ ッ セ ー ジ

自ら進んで主体的に働きたいと望む方にとって、
グッドコムアセットは成長の機会の宝庫です。
経営理念に共感し、私たちと一緒にその実現のために熱
意を持って取り組んでいく仲間を真剣に探しています。
是非、多くの志ある皆様方のご応募をお待ちしておりま
す！

株 式 会 社 グ ッ ド コ ム ア セ ッ ト

就 業 場 所 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
住友不動産西新宿ビル

市 場 東京証券取引所 市場第二部
【証券コード：3475】

連 結 子 会 社
株式会社グッドコム
臺灣家得可睦股份有限公司
上海家徳可睦商務諮詢有限公司

創 業 2005年11月28日 事 業 内 容 自社ブランド「GENOVIA」シリーズの新
築マンションの企画、開発、販売及び管理

ス ポ ン サ ー 東京ヴェルディ1969 日テレ・ベレーザ
DDTプロレスリング

手 当（月額） 資 格 手 当（月額） 福 利 厚 生

■役職手当■残業手当■住宅手当■社宅手当■家族手当■
国内出張手当■海外出張手当■海外赴任手当■通勤手当※
上限35,000円 等 商談など交通費は別途全額支給

■宅地建物取引士30,000円■管理業務主任者30,000円
■ＦＰ3,000～15,000円■建築士5,000円～20,000円■
住宅ローンアドバイザー3,000円 等

■従業員持株会制度■ストックオプション制度■慶弔休暇
■慶弔見舞金■産前産後休暇■育児時間短縮勤務■介護時
間短縮制度■社員旅行 等

先 輩 社 員 か ら の メ ッ セ ー ジ

年齢関係なく、頑張った分だけ評価してもらえる
ところが魅力に感じました。また、面接が楽しく、
一人一人の個性をきちんと見てくれるのを感じ、
働きやすい環境だと思ったので、グッドコムア
セットに決めました！

①研修制度が充実!
未経験でも大丈夫です

③安定基盤のもと安心して働く

先輩社員によるOJT研修や、専門的な知識を持つ講師を
呼び、知識を学ぶ研修もあります。
また、大手の外部研修機関と年間で提携しており、年

間を通して、タイミングがある時に自分で受けたい研修を
受けることができます。

設立以来着実な成長を続け、
2016年12月に東証JASDAQ上場、 2017年6月27日
には、東証二部へ市場変更を果たした当社。
企業としての安定感・成長率はバツグンです！
社員にとっても、安心できることは間違いありません。

②昇進・昇格は随時！
稼ぎたい人もコツコツ頑張る人も評価します

月に１度の表彰式会議や、年に２回の評価シートによる評
価制度があり、成果を正当に評価する環境です。

また、中々結果がでない場合も、しっかり上司がサポートしま
す。

それでも結果がでない時は、他の部署で活躍してもらえる
環境を用意しております。
一生懸命業務をしている社員は他部署で必ず活躍しています。
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企業 PR シート 
 

事業所名 
いんたーねっとうぇあ かぶしきがいしゃ 

インターネットウェア株式会社 
本社所在地 東京都中央区日本橋本町 4-8-14 東京建物第３室町ビル 
URL http://www.inw.jp 
業種 ソフトウェア、情報サービス 
事業内容 ◇IT コンサルティング ◇システム開発 ◇ネットワーク構築 ◇運用サポート 
募集内容 ◇ソフトウェア開発 SE・PG ◇インフラ系エンジニア ◇人事・総務 

勤務地 
本社および首都圏の各支店での勤務も可（東京、埼玉、千葉、神奈川） 
※人事・総務は本社勤務限定 

求める人物像 

◎自ら考え動き、能力を向上させ続ける人 
◎堅実で真面目に、目の前の事に取り組める人 
◎周りと協力しながら、一緒に仕事を進めて行ける人 
◎環境の変化に対応できる、バランス感覚のある人 

企業 PR 

Network ＆ System Integrator 
システム開発で「創る」、ネットワーク構築で「繋ぐ」、運用サポートで「動かす」。 
私たちインターネットウェアは、お客様の多種多様なニーズに対し、ワンストップで総合的なソ
リューションを提供しています。 

参加者へのメッセージ 

IT 技術に興味がある方、理系・文系を問わず是非ご参加ください。 
「SE は理系」と思う方が多いのではないでしょうか。しかし、当社員の過半数は文系出身
者です。 
開発業務に必要な能力は、文系・理系の枠を超えた理解力・表現力・対応力などです。 
最初から実力のあるエンジニアとして入社する人はほとんどいません。 文系の学部出身な
がら活躍している優秀なエンジニアは非常に多く、重要なことは、今後どれだけ成長できる
かどうかということです。 昨日より今日、今日より明日と、一緒に成長していきましょう。 
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㈱サイプレス・ソリューションズ
創業40年以上の安定企業！！

募集職種 ◆ITソリューション営業 ◆人材派遣営業
◆業務管理 ◆初級プログラマー

事業内容 システム開発事業及びコンサルティング、インフラ設計及び構築など

勤務地 東京本社（日本橋）及び本社近郊（首都圏）

企業PR □■“経験ゼロ”から再スタートを■□
販売員、営業、フリーターなど、 “IT経験ゼロ”で入社した先輩が多数。
基礎知識はもちろん、 ビジネスマナーなどのヒューマンスキルから学べます。

□■あなただけの「キャリアプラン」■□
あなたの適性を見極め、職種を決定。
管理系職種からエンジニアまで多彩な分野から、自分に合ったフィールドを選べ
ます。 「今はまだよくわからない…」という方も、 一緒にキャリアプランを立
てていくので、ご安心ください。

□■安心して働ける環境■□
残業は月平均20～25時間程度。もちろん、残業代は全額支給します。
産休・育休の仕組みも整っており、女性も多い会社です。
安心して働ける環境は、「平均勤続年数11年」という数字にも表れています。
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