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「はかる世界」の職種

計量計測はあらゆる産業で
必要不可欠な基盤技術

「はかる世界」の今
あらゆる「ものづくり」を
支えてきた必要不可欠な基盤技術

※職種名、業務内容は企業・機関により異なりますので個別に確認してください。

：営業・事務系職種（文理不問）：技術系職種（主に理系）

開発
（基礎研究）

設計
（製品設計）

ICTシステムエンジニア
（開発エンジニア・インフラエンジニア・プレSE）

営業技術
（フロントエンジニア）

品質保証
（QA）

製造

営業

経理財務・法務・人事総務・物流など

社内SE・知的財産管理・物流など

生産技術

資材
調達

生産
管理

サービス
エンジニア

システム設計
（お客様向けシステム設計・エンジニアリング）

お客様
【B to B】
(メーカー、
工場、店舗、
施設など）

研究 設計 生産／エンジニアリング 営業／サービス
マーケティング

すべてのものづくりは「はかる」ことから始まる。私たちの身の回
りにあるあらゆる製品も計量することから製造されたものばかり。
例えば、食品、化学、鉄鋼など工場での生産工程においては制御や
安全など五感的な機能と中枢神経的な機能を担い、科学・研究分野
においても材料、ナノ、バイオ、ロボットなどの研究開発、解析、
分析で計量計測機器は活用されている。つまり日本の基盤産業であ
るものづくり産業を下支えし、日本経済の発展に寄与してきたとい
える。また、ものづくり以外でも、商取引、流通、家庭などにおい
ても適正な計量はもちろん、安全・安心な生活を送るためにも計量
計測は貢献している。

「はかる世界」のこれから
IoTやAIなどの浸透により
さらに広がる活躍フィールド
現在、ものと情報がつながるIoT（Internet of Things）やAI（人工知能）
によって社会は大きく変化している。これらIoTやAIなどにより、業務の
効率化や製品の改良が飛躍的に進み、情報通信、医療、教育サービスと
いった分野が急成長を遂げるなど第4次産業革命が起こっている。そんな
状況の中、計量計測機器はIoTやAIの情報端末としての役割をよりいっそ
う担うようになってきている。
さらに既存の業界の垣根がなくなりオープンイノベーションも盛んに行
われており、環境・エネルギー、ヘルスケア、新材料、社会インフラな
どの産業で、市場のニーズに対応した計量計測機器やシステムの開発が
期待される。このように計量計測機器は単なる製品づくりだけでなく、
今後は人・機械・情報・システムが有機的につながる新しい価値の創出
という役割を担うことが期待されている。

ものづくりの川上から川下まで携わる「はかる」仕事は、あらゆる産業で必要と
されています。さらにオンリーワンの技術をもつ企業が多く、専門的な技術を身
につけて、あなたのキャリアを磨くことのできる多種多様な職種に溢れています。
あなたの未来を「はかる」ことができる企業と仕事を見つけてください。



「はかる世界」INDEX
人間の「五感」を機械化・システム化するオンリーワン技術をもった企業が
はかる世界オンライン企業研究セミナーに出展します。
是非、多種多様な「はかる世界」を知ってください。

鉱工業の科学技術に関する研究・開発、計量標準の設定
などを行っている国内最大規模の公的研究機関

産業技術総合研究所国立研究
開発法人 P5

電気メーターなどの検定・検査、標準器・計測器類の校
正試験、計測技術の研究を行う公的機関

日本電気計器検定所 P5

国内最大シェアの計測器の校正（calibration ）、環境計
量器の検定を通じて、産業基盤を支える

日本品質保証機構 P6

精密測定機器の研究開発・製造・販売・サービスを世界
31ヶ国に展開する総合メーカー

国家計量標準

長さ・硬さ

検定・校正

株式会社ミツトヨ P6
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温度制御や赤外線計測など「計測・制御機器および計装
システム」の専門メーカー

株式会社チノー P7
計測・認識・制御分野で人間がもつ繊細な感覚や認識す
る能力を製品化する日本初の計器メーカー

東京計器株式会社 P9
世界有数のシェアを誇る水分計や塗膜やメッキの厚さ
を測る膜厚計などの測定器のメーカー

株式会社ケツト科学研究所 P11

情報通信分野の計測ソリューション、食品・医薬品検査
分野の品質検査機器提供で社会に貢献

アンリツグループ P7
半導体の製造に不可欠な超音波流量計の世界シェア 
トップクラスを誇る流体計測機器メーカー

東京計装株式会社 P9
湿度計測のパイオニア、衝撃計測で高シェアを持つ明
治から130年続く老舗ものづくり商社

神栄株式会社 P11

石油、化学、電力、食品、自動車などさまざまな社会イン
フラや製造現場を支える流量計メーカー

株式会社オーバル P8
圧力計の国内シェアは約60％。 「技術立社」を標榜し、
圧力技術でさまざまな産業を支えている

長野計器株式会社 P10
セルフ給油システムで業界トップのシェアを誇り、IT
技術で車社会を半世紀以上にわたり支えている

コモタ株式会社 P12

ガソリン計量機の国内シェア60％を誇り、日本そして
世界のエネルギーインフラを支えている

温度・湿度

質量・電波

流量・体積

流量

株式会社タツノ P8
応力計測分野において国内シェアNo.1を誇り、世の中
に“安全と安心”を提供する技術創造企業

流量・流速・体積

流量・液位

圧力・温度

力・振動加速度・電気

検定・校正・標準供給

株式会社共和電業 P10
水道などのライフラインから食品、薬品、半導体、自動
車などあらゆる産業を支えている技術商社

水分

衝撃・落下・標準

システム

システム・複合化

西川計測株式会社 P12

一般財団法人



私たちの使命は、日常生活と産業界に“安心”を提供し続けることです。電
気だけでなく、光・温度・磁気などの分野においても、「技術と信頼」をモッ
トーにきわめて公共性の高い事業を展開しています。専門知識を生かし
た研究テーマの実現や実用化と、産業界に貢献するという誇りが、仕事の
やりがいにつながっています。

M e s s a g e

検定・校正日本電気計器検定所

日本電気計器検定所　総務部 労務グループ 採用担当　TEL：03-3451-1184　E-mail：roumu@jemic.go.jp

https://www.jemic.go.jp/kihon/shuushoku.html#rec01

■事業内容　
私たちは、日本電気計器検定所法に基づき設立された、経済産業省所管の公的
機関です。主に電気メーターなどの検定・検査、標準器・計測器類の校正試験、計
測技術の高精度化の研究などを行っています。

■会社情報　
設立：1964年12月　
職員数：382名（2020年11月現在）　
売上高：約62億円　
代表者：理事長　豊木　則行　
所管官庁：経済産業省
【本社所在地】　東京都港区芝浦四丁目15番７号
【支社・事業所】　北海道、東北、中部、北陸、関西、京都、中国、四国、九州、沖縄

■募集職種　
【技術職】　検定：電気メーターの検定・検査試験や型式承認。　標準：電気、光、
温度などの校正試験。　研究：検定技術の向上や優れた電気標準を供給するた
めの測定装置の開発、新規業務に関する研究。など

■募集学科　
【理系】　電気系、電子系、情報通信系、物理系、数学系、機械系を中心に幅広く募
集対象としています。
 ものづくり・プログラミング・基礎研究が得意な方、新しいことにも積極的に取
り組む方を募集します。

「精密測定で社会に貢献する」を経営理念に業界のリーディングカンパ
ニーとして業界シェア 世界30%、国内50%、製品数5,500種類超を誇る精
密測定機器の総合メーカーです。技術の自社開発にこだわり、研究開発・
製造・販売・サービスを世界31ヶ国に展開。「マザーテクノロジー」として
世界の産業を支えています。

M e s s a g e

長さ・硬さ株式会社ミツトヨ

株式会社ミツトヨ　担当：人事部 矢島　TEL：044-813-8203　E-mail：recruit@mitutoyo.co.jp

採用サイト　https://www.mitutoyo.co.jp/recruit/

■事業内容　
精密測定機器の研究開発・製造・販売・サービスを世界31ヶ国に展開。長年の技
術を生かし自動化やIoTを活用したスマートファクトリー化、製品販売だけに
とどまらないソリューションビジネスの提供も目指します。

■会社情報　
創立:1934年　
資本金:391百万円　
自己資本:206,981百万円(連結) ※自己資本比率82.8％　
売上高:118,808百万円(連結)　
従業員数: 5,371名(連結)

■募集職種　
●研究開発・商品開発　●生産技術　●サービスエンジニア　
●セールスエンジニア　●営業

■募集学科　
技術系：機械 精密 電気電子 制御 応用物理  計測  情報 経営工 数学 他
事務系：法  経済  商  経営  社会  教養 外国語 他

その1㎜は、本当に1㎜なのか？もしもズレていたらモノづくりはどうな
るのか。普段、正しいと思って疑わないさまざまな基準。しかし、計測器に
はわずかな誤差が生じています。そのわずかな違いでさえ産業発展の妨
げになりかねません。JQAは計測器の校正・検定を通じて産業界のモノづ
くりの基盤を支えています。

M e s s a g e

検定・校正・標準供給日本品質保証機構

日本品質保証機構　担当：島崎、藤波、村田　TEL：03-4560-5400　E-mail：jinji＠jqa.jp　

採用サイト　https://www.jqa.jp/recruit/new/

■事業内容　
国内最大シェアの計測器の校正（calibration）や、国内でJQAのみが行っている
環境計量器の検定（合否判定）を通じて、産業基盤を支え社会貢献性・専門性の
高い仕事に真摯に取り組んでいます。

■会社情報　
設立：1957年　
従業員数：約950名　
売上高：158億円
理事長：小林 憲明　本社所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
事業所：国内18ヵ所（東京・山梨・愛知・大阪・福岡など）海外3ヵ所

■募集職種　
エンジニア（総合職）　計測器の校正・計量器の検定エンジニア職

■募集学科　
理系：機電系、電気電子系、化学系、物理系、数学系など
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一般財団法人

産総研は、我が国最大級の公的研究機関として、産総研のコア技術を束
ね、その総合力を発揮するために「５領域２総合センター（全国11箇所の
研究拠点）」の体制の下で、日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその
実用化や、革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」機能に
注力して研究開発を行っています。

M e s s a g e

国家計量標準産業技術総合研究所

産業技術総合研究所　人事部人事室計画グループ　TEL：029-862-6286　E-mail：M-aist-saiyo22-ml@aist.go.jp

採用サイト　https://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/index.html

■事業内容　
国内最大規模の公的研究機関として、グリーンテクノロジーやライフテクノロ
ジーなど鉱工業の科学技術に関する研究・開発、地質の調査、計量標準の設定、
およびそれらに関する技術指導・成果普及などを行っています。

■会社情報　
設立：2001年（平成13年）4月1日
従業員数：5,068名 （2019年6月現在） 
資本金：2,847億4,100万円
売上高：国立研究開発法人なので売上高なし
代表者：石村 和彦（いしむら かずひこ)
本部：（東京）千代田区霞が関1-3-1
　　  （つくば）茨城県つくば市梅園1-1-1

■募集職種　
■研究職：理系修士以上
■総合職：文理不問、学卒・修士対象

■募集学科　
■研究職：機械、電気電子、物理、化学、生物ほか
■総合職：学部学科不問

国立研究
開発法人

秒の定義改定に向けた「光格子時計」



情報通信分野では、5G/IoTに代表される次世代の情報通信ネットワーク
を実現するために不可欠な計測ソリューションを提供し、通信の発展に
挑戦し続けています。食品・医薬品検査分野では、生産ラインで内容量や
異物混入の検査などを自動化する品質検査機器をお客さまに提供し、食
品や医薬品の品質を保証しています。

M e s s a g e

質量・電波アンリツグループ

アンリツグループ　採用事務局　TEL：046-296-6520　E-mail：Anritsu-Recruiting@anritsu.com

採用サイト　https://www.anritsu.com/ja-JP/about-anritsu/employment

■事業内容　
計測事業で各種通信システムやサービス・アプリケーションの開発や品質保証
に欠かせない計測器、PQA事業で重量選別機やX線検査機などを提供。幅広い分
野において、安全・安心で快適な社会づくりを支えています。

■会社情報　
創業：1895年
従業員数：3,881名（2020年3月31日現在、連結）
資本金：191億51百万円
売上高：1,070億23百万円（2020年3月期：連結）
代表者：代表取締役　濱田 宏一
本社所在地：神奈川県厚木市恩名5-1-1

■募集職種　
【技術系】ソフトウェア設計・開発、ハードウェア設計・開発、
メカニカル設計・開発など　
【事務系】海外マーケティング、貿易実務、国内営業、スタッフ（経理）など

■募集学科　
【技術系】電気・電子・通信・情報・計測・物理・機械・数学・経営工学・化学・環境科
学ほか　
【事務系】 全学部全学科

・約マイナス270度～3500度が測定可能な温度センサ類に加え、温度制御
の要素を全て取り扱っております。
・電気電子、自動車、機械、鉄鋼、化学、医療、エネルギー等あらゆる場面の
「計測・制御・監視」で社会に貢献しています。
・赤外線計測分野や、水素社会を支える燃料電池評価試験分野はシェア
トップクラスです。

M e s s a g e

温度・湿度株式会社チノー

株式会社チノー　担当：人事総務部 山木　TEL：03-3956-6761　E-mail：saiyou@chino.co.jp

https://www.chino.co.jp/

■事業内容　
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカーとして、特長ある商品と
計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」
「試験・研究開発」など幅広くお役に立っています。

■会社情報　
設立：1936年
連結従業員数：1,013名
資本金：42億9,200万円
連結売上高：205億8,205万円
代表者：代表取締役社長執行役員　豊田　三喜男
本社所在地：東京都板橋区熊野町32-8

■募集職種　
【営業系】技術営業（BtoBルート）、海外営業
【技術系】要素技術開発、製品開発、装置設計、生産技術、フィールドエンジニア
【事務系】人事総務、情報システム、生産管理、財務経理

■募集学科　
理系：機電系、電気電子系、化学系、物理系、数学系
文系：全般

安全かつ高精度な機器を通して、日本そして世界のエネルギーインフラ
を支えています。
◆ガソリン計量機　国内シェア60％
◆燃料電池車向け水素ディスペンサー、LNGディスペンサーなど新エネ
ルギーに対応 
◆海外でも高く評価される技術力

M e s s a g e

流量株式会社タツノ

株式会社タツノ　総務部 採用担当　TEL：050-9000-0830　E-mail：star@tatsuno.co.jp

採用サイト：https://www.tatsuno-recruiting.com/

■事業内容　
●石油用各種機器・ガソリンスタンド向け販売業務用OA機器の製造販売、修理
および維持管理
●ガソリンスタンド、油槽所、工場用プラントの設計・施工
●ガソリンスタンド、油槽所など施設の土壌環境保全事業

■会社情報　
設立：1911年（明治44）5月
従業員数：1230名
資本金：4億8千万円
売上高：498億3千万円
代表者：龍野　廣道
本社所在地：東京都港区三田3-2-6

■募集職種　
●技術系 ：研究開発 ・製品設計・回路設計・ソフトウェア設計・生産技術
●事務系 ：国内営業・海外営業など

■募集学科　
●技術系：理工系学部限定
●事務系：学部学科不問

「流量計」は、石油、化学、電力、食品、自動車、化粧品など、様々な社会イン
フラや製造現場の品質向上・安全・安心を陰ながら支えています。「流量
計」を製造して70年以上の実績は国家標準にも携わる技術・対応力とな
り、日本のモノづくりに貢献します。

M e s s a g e

流量・体積株式会社オーバル

株式会社オーバル　人事総務グループ 新卒採用担当　TEL：03-3360-5061　E-mail：jinji@oval.co.jp

https://www.oval.co.jp/

■事業内容　
流量計および制御装置の製造・販売・保守。計装工事。
※「流量計」とは、配管などに液体、気体、蒸気などがどれだけ流れているかを量
る計測器です。

■会社情報　
設立：1949年5月10日
従業員数：677名（連結）
資本金：22億円
売上高：118億円
代表者：代表取締役社長　谷本　淳
本社所在地：東京都新宿区上落合3-10-8

■募集職種　
理系（開発、設計、生産技術、加工組立、検査、保守メンテナンス）
文系（営業、生産管理、購買、マーケティング、管理部門〔法務、人事総務等〕）

■募集学科　
全学科対象
理系：機械系、電気系、情報系、物理系等
文系：経済経営系、法学系、社会科学系等
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半導体の製造に欠かせない超音波流量計の世界シェア トップクラス！
さまざまな産業分野で使われる液体やガス等の流体計測管理に欠かせな
いのが当社の流量計や液面計です。
各種プラントから半導体、食品、ビールまで、世界中で活躍しているメー
カーです。

M e s s a g e

流量・液位東京計装株式会社

東京計装株式会社　担当：伊藤・矢﨑　TEL：03-3434-0443　E-mail：jinji@tokyokeiso.co.jp

https://www.tokyokeiso.co.jp/

■事業内容　
流体計測機器メーカー（流量計および液面計の製造、販売、保守）

■会社情報　
設立：1954年11月18日
従業員：約650名（グループ計1,000名）
資本金：9,930万円
売上高：165億円（2020年3月）
代表者：代表取締役社長　杉 亮一
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル
生産拠点：＜国内＞横浜、沖縄、水戸、福島　
　　　　  ＜海外＞タイ、台湾、中国、韓国、ベトナム

■募集職種　
機械設計、回路設計、ソフト開発、営業、製造系（組立・検査・測定など）

■募集学科　
情報通信系、電気電子系、機械系、物理系、化学系、生物系、文系全般

日本初の計器メーカーとして120年以上。計測・認識・制御といった最先端
の技術により、人間が持つ繊細な感覚や認識する能力を製品化。船舶港
湾・水資源管理・産業用機械・防衛・建設土木・情報通信・鉄道の分野から、
グローバルに私たちの暮らしの安心・安全を支えています。

M e s s a g e

流量・流速・体積東京計器株式会社

東京計器株式会社　担当：藤井・栗原　TEL：03-3732-7671　E-mail：saiyou-hr@tokyo-keiki.co.jp

採用サイト　https://www.tokyokeiki.jp/Portals/0/html/person/saiyo/

■事業内容　
計測・認識・制御技術を応用した機器およびシステムの開発・製造・販売

■会社情報　
創立：1896年5月 
従業員数：1,407名
資本金：72億1,759万円
売上高：474億4,000万円 
代表者：取締役社長　安藤　毅
本社所在地：東京都大田区南蒲田2-16-46 

■募集職種　
【技術系】研究／設計開発／生産技術／品質保証／サービス技術
【営業系】営業
【事務系】経理／人事　など

■募集学科　
全学部・全学科

共和電業は、ひずみゲージをはじめとした応力計測機器を通じて、世の中
に“安全と安心”を提供する技術創造企業です。あらゆる分野で当社の製品
を使用して頂いており、応力計測分野において長年国内シェアNo.1です。
当社はオンリーワンの技術力を持ち、目立たないけれど世界中の人々の
生活を支えております。

M e s s a g e

力・振動加速度・電気株式会社共和電業

株式会社共和電業　 人事・総務部　採用担当　TEL：0120-39-7214（携帯・PHS可）　E-mail：jinji@kyowa-ei.co.jp　　

https://www.kyowa-ei.com/jpn/index.html

■事業内容　
実験研究分野における応力測定機器の製造販売。産業機器・FA分野における工
業用計装機器の製造販売。ダム、橋梁、トンネル等、インフラ分野の各種土木建
築用計測機器の製造販売。各種計測コンサルタント業務。

■会社情報　
設立：1949年
従業員数：540名
資本金：17憶2,339万円
売上高：155憶円
代表者：代表取締役社長　田中　義一
本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-5-1

■募集職種　
基礎研究／汎用品開発／特注品開発、生産技術、品質管理、フィールドエンジニ
ア、製造
国内・海外・インフラ営業職、事務職

■募集学科　
1、技術コース　【 対象学部 ： 機械・電気・電子・情報・通信・土木・物理・化学・ロ
ボット・経営工学など 】
2、営業・事務コース　【 学部生 ： 全学部全学科 （文理不問) 】

9 10

当社は1896年に創業し、1948年の会社設立を経て現在に至るまで「技術
立社」を標榜し、圧力計測から計測制御技術へと製品ラインナップを拡げ
てきました。製造工場や化学プラント等のものづくりの現場から、鉄道車
両等の輸送機器、空調設備や医療機器に至るまで、当社の製品はさまざま
な場面で活躍しています。

M e s s a g e

圧力・温度長野計器株式会社

長野計器株式会社　担当：総務統括部　人事部人事課　TEL：03-3776-5311　E-mail：jinjika@naganokeiki.co.jp

http://recruit.naganokeiki.co.jp/

■事業内容　
【圧力計の国内シェアは約60％】圧力計、圧力スイッチ、圧力センサ及び応用製
品、工業用温度計、熱量計、医療関連機器、半導体製造装置用機器、セラミックス
部品の製造・販売を行っています。

■会社情報　
設立：1948年12月
代表者：代表取締役社長　佐藤　正継
従業員数：737名（単体）
上場市場名：東証一部（7715）
資本金：43億8,000万円
売上高：207億9,700万円（単体）
所在地：〒143-8544東京都大田区東馬込1-30-4
工場：2か所/研究所：1か所（すべて長野県上田市）

■募集職種　
研究・開発・技術職（理工系）…製品の研究・開発・設計
セールスエンジニア（理工系・文科系）…製品の営業
事務職（理工系・文科系）…総務、経理他

■募集学科　
全学部全学科対象
主な採用学科：機械系、電気・電子系、情報工学系、物理・応用物理系、化学・物質
工学系



「測りたい」のお手伝い-
私たちケツト科学研究所は、測定器のメーカです。世界有数のシェアを誇
る水分計、塗膜やメッキの厚さを測る膜厚計、近赤外線技術を用いた成分
計など開発分野は多彩です。ケツトの様々な品質検査・管理用測定器が、
世界中で活躍しています。

M e s s a g e

水分株式会社ケツト科学研究所

株式会社ケツト科学研究所　担当：総務部　TEL： 03‐3776‐1111（代）　Email：saiyo@kett.co.jp

https://www.kett.co.jp/

■事業内容　
穀類・土木建築資材その他多種多様なものに含まれる水分量を測定する水分
計、物質中の成分量を非破壊で測定する成分分析機器、米の品質判定や白度を
測定する外観分析機器、塗装・鍍金の膜厚計等の研究開発及び販売。

■会社情報　
設立：1946年10月26日
資本金：7,200万円
従業員数：98名
売上高：20億2,000万円（2019年実績）
代表者：代表取締役社長　江守　元彦
本社所在地：東京都大田区南馬込1-8-1

■募集職種　
機構設計、電子回路設計、生産技術

■募集学科　
機電系

「理系なのに商社？！」  社員の７割が理系出身の営業技術職！ 電気、ガ
ス、水道といった生活になくてはならないライフラインから食品、薬品、
半導体、自動車など最先端の技術まであらゆる産業を支えている技術商
社です。設計から導入までをトータルに行い、“世界にただ一つ”のシステ
ムソリューションを可能にしています。

M e s s a g e

システム・複合化西川計測株式会社

西川計測株式会社　総務人事部 採用担当：高橋、坂井　TEL：03-3299-1331　E-mail：a_sakai@nskw.co.jp

採用サイト　https://www.nskw.co.jp/recruit/index.html

■事業内容　
制御・情報機器システム・計測器・分析機器の販売、システムエンジニアリング、
制御装置設計、計装工事、施工、技術サービス

■会社情報　
設立：1951年
従業員数：412名
資本金：5憶6,900万円
売上高：316憶6,600万円
代表取締役社長：田中　勝彦
本社所在地：東京都渋谷区代々木

■募集職種　
総合職：セールスエンジニア（営業）、システムエンジニア（技術）、
　　　  ソフトエンジニア（技術）、サービスエンジニア（技術）
一般職：営業事務職、スタッフ企画職

■募集学科　
文理不問
≪理系歓迎！≫
機械系、数学系、電気・電子系、情報工学系、物理・応用物理系、化学・物質工学系

コモタは、IT技術で車社会のインフラを50年以上支えてきました。セルフ
給油システムにおいては、業界トップのシェア。ユーザーインターフェー
スにこだわった、誰にでも使いやすい製品を開発しています。今後セルフ
化が進んでいく様々な業界において、コモタのノウハウを活かし、新たな
ソリューションを提供し続けます。

M e s s a g e

システムコモタ株式会社

コモタ株式会社　担当：経営管理部 人事チーム　TEL：0120-30-7080　E-mail：saiyo_comota@comota.co.jp

http://www.comota.co.jp

■事業内容　
石油業界向けPOSシステム、ITシステムの企画・設計・開発から製造、販売、保守
まで一貫対応。その他、ネットワークサービスやセルフ決済の技術を活かした
新たなサービスも展開しています。

■会社情報　
設立：1967年11月
従業員数：430名
資本金：9,998万円
売上高：167億円
代表者：代表取締役社長　河本　達哉
本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1　コンカード横浜18階

■募集職種　
◇開発職　：システムエンジニア、機械機構設計、回路設計、
　制御系システム開発、ソフトウェア開発
◇営業職　：営業、サービスエンジニア

■募集学科　
開発職：機械系、電気電子系、情報系、化学系、物理系　他
営業職職：全学部全学科

明治から130年続く老舗ものづくり商社です。電子部門においては、湿度
計測のパイオニアであり、衝撃計測で高シェアを持つメーカーでもあり
ます。衝撃計測はニッチな分野ではありますが、当社の製品は高い技術力
と対応力により、電気製品から航空宇宙、物流から医療までと、国内外に
おいて幅広い用途で活躍しています。

M e s s a g e

衝撃・落下・標準神栄株式会社

神栄株式会社　担当：人事部　根岸　TEL： 03-5462-7532　Email：recruit@sk.shinyei.co.jp

採用サイト　https://www.shinyei.co.jp/recruit/shinsotsu/

■事業内容　
衝撃・落下・湿度に関する計測器、試験機を自社で開発・製造・販売まで行ってい
ます。  例えばスマートフォンやノートPCの落下性能試験には、神栄の試験機が
世界標準として用いられています。 

■会社情報　
設立：1887年
従業員数：549名（連結）
資本金：19億8,000万円
売上高：411億円（連結）
代表者：代表取締役社長　赤澤　秀朗
本社所在地：神戸市中央区京町77-1

■募集職種　
衝撃・落下試験機、計測器の開発技術職

■募集学科　
理系：機電系

11 12




