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『ものづくり』へのこだわり

高度な生産技術力

我々の『ものづくり』は日本国内はもとよりベトナム
へも工場展開し、お客様のニーズに合わせた高品質、
低価格、短納期生産体制を構築しております。

ベトナム工場においても日本工場と同様の高い品質
管理体制を実現しております。

お客様のニーズに適応するため、日々変化を察知し、
開発段階から製品づくりに参画し、安定したサプライ
チェーン構築を確立しております。

我々の生活を支える業界（電力機器、半導体機器、
産業用ロボット）の製品製作に携わってきました。

現在では医療機器の製品製造、自動検査まで対応
できるノウハウを蓄積し高い生産技術力を持つ企業
へと進化しました。

若い力、熟練の知恵、技術開発力が結集し、融合する
ことで生まれる力、これこそが我々の強みです。

これからも不可能を可能にする挑戦を継続し、当社
のもつ『ものづくり』テクノロジー（魂）で新たな価値
をご提案していきます。



私たちは、お客様が求める品質、コスト、
納期をこれまで培ってきた信頼される

技術力で実現しご提供致します。



今から43年前、この篠山の地において数名で創業した弊社は、社員の熱意と努力、お客様

のご指導、地域の皆様に支えられ、ベトナム工場を含むグループ社員650名までに成長する

ことができました。

その間に培った信頼と多彩な技術で、今日では、ロボット、半導体、医療薬科、エネルギー

分野などのお客様に対して、ものづくりを通して貢献をしております。

2007年には自動計測技術を用いて、製品の検査工程自動化にチャレンジし、革新的な

アイデアで検査精度向上を達成しながら、検査工数の大幅削減に成功いたしました。

これから検査自動化技術をさらに磨き上げ、他社には真似のできないオンリーワン

技術による当社ならではのサービスをお客様に提供して参ります。

2022年の創業50年に向けて、これからも永続的な成長企業へ挑戦し、お客様から信頼

される企業であり続けるために、これまで以上に品質にこだわり、お客様へのきめ細かい

サービスを提供して参ります。

今後とも、一層のご支援とご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 藤平博之

Message



Company Profile

・・・総ては品質に在り。「製品」の質、「ものづくり」の質、それを支える基盤として従業員
ひとりひとりの「仕事」の質があり、これらが一体となったものが品質である。これが確保
されて初めて、お客様の信頼に応え得る製品になる。

総
在

品
質

代表取締役社長 藤平博之

代表取締役会長 垣内義昭

会社設立 1974年4月

資本金 9,819万円

売上高 75億円（平成27年8月期）
従業員数 174名 (平成28年1月現在 )

本社所在地 〒669-2436 兵庫県篠山市池上593-2
TEL 079-552-5436/FAX 079-552-4184

『継続は力なり』その姿勢が
  　 『総在品質』に結びついていく。

経営方針

社是

沿革

会社概要

1969 昭和44年4月 創業
1974 昭和49年4月 法人設立（資本金100万）　篠山市糯ヶ坪
1977 昭和52年2月 本社移転　篠山市河原町(現　第二工場）
1986 昭和61年8月 本社工場（現　第三工場）新設
1991 平成3年4月 増資(資本金1,000万）
2000 平成12年1月 八上工場（現　本社工場）新設
2001 平成13年2月 ISO9001取得（本社工場）
2002 平成14年11月 増資（資本金2,700万）
2003 平成15年2月 本社工場移転
2003 平成15年3月 ベトナム現地法人設立
2005 平成17年12月 増資（資本金9,819万）
2006 平成18年4月 ISO14001取得（本社工場）
2010 平成22年7月 第一工場　新設
2011 平成23年10月 垣内 義昭　会長就任、藤平 博之　社長就任
2013 平成25年3月 第一工場　物流倉庫新設
2014 平成26年3月 本社工場　工場棟増築



ワイヤーハーネス
産業用ロボット、医療薬科機器ハーネス

などの多品種少量で難易度の高いもの
から、大量生産ハーネスまでお取り扱い
しています。様 な々ユニットの電力と信号の
伝送を担っているのがワイヤーハーネス。
人間に言い換えると血管や神経に相当
する伝送部品です。

産業用精密電子機器
各種制御盤製造
板金・機械加工部品・プリント基板から

あらゆる電子部品まで、自社調達し、
製造・検査・梱包までの一貫生産をして
おります。

電子機器自動検査システム
弊社が積み上げてきた、自動計測技術、

画像処理技術を用いて、検査工数の大幅
削減と、ポカミス等の撲滅による品質
向上を実現するために、検査自動化研究
開発及び販売に取り組んでいます。

事業内容



　当社の特徴
ワイヤーハーネスは、電源供給や信号通信に用いられる複数の電線を束にして集合部品(ASSY)としたものです。 

試作から量産品まで幅広くご要望にお応えします。ベトナム工場での量産化により高いコストメリットをお約束し
ます。

ワイヤーハーネス製造

ワイヤーハーネス製造

　その他ハーネス
その他、各種制御盤、産業用機器盤内配線の製作

をしております。同軸ケーブル、フラットケーブル、溶接
ケーブルなど、特殊ケーブルにもご対応いたします。

　医療薬科機器ハーネス
医療の分野で使用される高いクオリティと複雑な

束線作業が要求される医療機器向けハーネスを製作
しております。当社の高い生産技術はこの業界に
おいても対応できるノウハウを有しております。

　産業用ロボットハーネス
ロボットの過酷な動作に耐えられるワイヤーハーネス

をご提供しております。小型から大型産業用ロボット
まで多種多様なニーズに対応しています。



　当社の特徴
設計試作段階から携わり、設計開発技術者と連携を取りながら生産性向上に向けたご提案を行っています。

商品企画のフェーズから積極的に意見を発信していき、ＱＣＤを意識したものづくりを実践しております。

　産業用精密電子機器
・各種産業用ロボット制御盤
・半導体製造装置
・電力事業用制御盤
・大型ＯＡ機器
などのプリント基板、機械加工部品の調達から
各アセンブリ、組み立て、検査、梱包の完成品まで
対応しております。

産業用精密電子機器製造

産業用精密電子機器製造



電子機器自動検査システム

　検査自動化とは
従来、人が測定器を使用して行っていた製品検査

をパソコン等を使用して測定器や製品と通信をして
設定・計測・記録を自動で行うことです。
「人が手で作業していたことをパソコンにやらせよう」
という発想です。

電子機器自動検査システム

　～はじまり～
きっかけは、ある製品で人的ミスを排除する「品質向上」

を目的として、人が手動で検査しているところを
コンピュータを使用して自動で検査が行えるようにする
というころからスタートしました。

　～思いもよらぬ効果～
開発した自動検査システムが現場で運用され見えて

きたのは、「品質向上」は元より「時間短縮」と「無人
化」の効果でした。

従来、人が手で機器を操作し、その結果を測定器で確認
する作業が繰り返し行われますが、人→コンピュータに

　～これからの目標～
世の中にはまだまだ自動化されていない事があります。

新しい技術にトライし、諦められてきた「自動化」への挑戦
を突き進み、当初からの目標である「品質向上」を柱に
様々な付加価値をつけながら進化していきます。

置き換わることで、極限
に近い状態まで時間を
短く調整する事ができ、
結果として検査時間が
大幅に短縮することが
できました。



検査自動化 開発事例①

太陽光発電のパワーコンディショナーの製品機能検査を自動で行うための検査装置。

パワーコンディショナー自動検査装置

　 自動化による効果
検査時間6時間を4時間に短縮

　 開発者コメント
電圧印加後、検体から信号が出力されるまでの時間を計測する試験にて、100万分の1秒オーダーでの

計測が必要でした。従来はメモリーハイコーダを使用して、熟練作業者が計測を行っていましたが、
自動化することで、誰でも簡単に測定できるようになりました。

 　特徴
・コンピュータで測定結果をデータベースに更新
・PLCによる電源装置、測定機器の設定並びに試験の実施と合否判定
・制御盤による製品からの出力情報の一元管理

　 使用機器
・コンピュータ（Corei3以上）
・PLC（Keyence　KV5000）
・交流電源
・直流電源
・小型直流電源
・WaveLogger
・パワーメータ
・デジタルマルチメータ

時間短縮　　操作簡易　　品質向上



開閉器制御装置機能試験を自動で行うための試験装置
ADRとは配電線の状態を常に監視し、事故時に自動切り替えを行う装置です。

　 使用機器
・コンピュータ
・自動試験制御装置
・検体切替え装置
・シンセサイーザー
・パワーアンプ
・デジタルマルチメータ

検査自動化 開発事例②

配電用リモートコントローラー用 自動試験装置の開発

　 自動化による効果
検査時間4時間を2時間に短縮。一台の試験装置に5台の装置を接続し検査開始をすると10時間、

）能可が査検人無もで間夜（。すまい行を査検続連で人無

　 開発者コメント
LabVIEWを利用しての開発、検査の結果をデータベースへ自動保存するといった事柄は、新たな挑戦

でした。特に、夜間無人検査を目標に開発を進め、５台の製品を順次切り替えるための切替装置の仕組み
づくりに苦労をしました。

新たなアルゴリズムを開発し、夜間に検査を行うことが可能になりました。コストダウンにも大きく貢献で
きました。

　 特徴
・コンピュータで測定結果をデータベースに更新
・PLCによる電源装置、測定機器の設定並びに試験の実施と合否判定
・制御盤による製品からの出力情報の一元管理
・無人化による夜間無人自動検査

時間短縮　　操作簡易　　品質向上　　 無人化　　 



ものづくり

現場の社員の小さな気付きを
社内で共有し、改善の取り組みに
つなげるため、2008年よりひらめき
提案制度を始めました。今では毎月
70~80件のアイデアが提案されて
います。

この一つ一つの積み重ねが大きな
成果となり、当社の原動力となって
います。

提案による工数削減効果の推移
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2014年14人
の削減効果！！

提案活動、小集団活動を推進し、継続的
に共同作業を行うことで従業員のチーム
ワークによる生産性の向上を具現化して
おります 。また 、従 業員個 人の意 見 が
経営、実務に反映されることで一人ひとりの
モチベーションを高め、相互啓発しながら
目標達成に向けて全員一丸となって活動
しています。

提
案
活
動

　生産性向上の取り組み

生
産
体
制

これまで培った信頼と技術で試作～量産
生産、立ち上げまでご要望に応じて対応致し
ます。海外拠点ベトナム工場では日本同等の
高品質製品をより低コストでご提供できる
生産体制を整えております。

　安心と信頼のものづくり

　提案活動



私たちは、グローバル化の時代に適応した
品質レベルを確保するために、刻 と々変化する
顧客の要求をタイムリーかつ的確に把握し、
対処すべき課題を明確にしながらスピードと
実行力で改善を図っていくように努めています。

品
質
管
理 　迅速で的確な品質改善

ものづくり

当社は作業者の技量や経験によるばらつき
をゼロにし、ヒューマンエラー撲滅を目指す
自動検査の開発に取り組み、独自の自動検査
装置を製品化しました。その結果、品質向上
はもとより、工数が大幅に削減され、大きな
コストダウンにも結びついております。

開
発
設
計 　自社開発自動検査システム

生
産
技
術

当社の治具製作専任部隊は、製造現場で
の課題を洗い出し、3Dプリンタなどを活用
しながら製造治具をスピーディーに製作、
現場に投入することでロスタイムを排除し
生産性を向上させております。

　生産技術力の向上



船便

資本金 146.5万ドル

代表取締役 藤平　博之

会社設立 2002年5月

住所 ベトナムホーチミン市　リンチュン第2工業団地

電話番号 +84 8-3729-1854

FAX +84 8-3729-1858

業務内容 各種ワイヤーハーネス、産業用コントローラー等製造

従業員数 480名 (平成28年1月末現在 )

敷地面積
本社工場　4,500㎡　
第一工場　3,300㎡　
第二工場　5,000㎡

会社概要

ベトナム工場の特徴

Iwasaki Electric Mfg. Vietnam Co., Ltd.
イワサキベトナム

イワサキベトナム

◎スピーディな通関 
・工業団地内に税関が立地、弊社は税関員立会い免除企業に認定されており、スムーズな通関が可能。　 
・弊社は輸出加工型企業の投資ライセンスを取得しており、輸入設備及び部材に対する関税を免除されております。 

エア便

１時間 ６日

◎スムーズな物流

イワサキベトナム  サイゴン港 神戸港

１時間イワサキベトナム  ﾀﾝｿﾝﾆｬｯﾄ国際空港 関空６時間



小集団活動・人材教育
品質は人によって作り込まれます。したがって人材育成は必要不可欠な要素です。弊社では、「人材教育」、

「品質改善活動」の年間計画を作成し、その取り組みと進捗について、専属のチェッカーが毎週各リーダーに進捗
確認を行い、トップマネジメントへレポートしています。 ハンダ・圧着等の重要な作業は、認定試験（実技試験を
含む）に合格した作業者のみが製品作りに従事しております。

また、問題が発生してからのアクションではなく、そこに潜むリスクを見出し、不良発生を未然に防止する小集団
活動を展開しています。

自社開発の生産管理システム

弊社が独自開発した生産管理システムにより、日本・ベトナムの両拠点を

一括管理しております。これにより受注から梱包出荷までの流通を

スムーズにし、低コスト短納期に対応しております。自社開発のためニーズ

の変化に合わせたシステム変更も柔軟かつ迅速に行え、運用開始以来

200回を超えるバージョンUPを行ってきました。

　人材育成

　生産管理

ベトナム工場の取り組み

Iwasaki Electric Mfg. Vietnam Co., Ltd.

柔軟な生産対応とリスク分散
試作品、緊急対応は日本で、量産は安価で生産できるベトナムで、といった

柔軟な生産対応が可能です。また、どちらかの工場に自然災害等の不測の

事態が発生した場合でも、日本、ベトナムの両拠点に、同じ生産設備を

保有しておりますので、バックアップも万全です。お客様に安心していただける

生産対応、コストを実現できるよう取り組んでおります。

イワサキベトナム



会社所在地の紹介

兵庫県の山間部、多紀連山に囲まれた自然豊かな町、篠山市。盆地特有の寒暖差を
活かした農業が盛んに行われており、特に黒豆や栗は「丹波黒」「丹波栗」などと呼ばれ
全国的にも有名になっています。
篠山城跡を中心とした城下町には篠山の歴史が色濃く残る古き良き景観があります。
近年では日本遺産に認定されたり、ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟都市

（全国で７都市目）にクラフト＆フォークアート部門として認定され、さらなる盛り上がりを
見せています。

岩崎電機製作所はこのような歴史ある篠山市に会社を構えており、地域に根ざした活動を
しています。

兵庫県篠山市



地域貢献活動とレクリエーション活動

　レクリエーション活動
経営層とのコミュニケーションの活性化、従業員の親睦を深める目的で、バーベキュー大会、運動会、

ゴルフコンペ、ボーリング大会など多くのレクリエーションを企画実行しています。

　地域貢献活動
当社は良き企業市民であることを目指し、さまざまな地域貢献活動の取り組みを行っています。



来たれ、未来を創る情熱人！

募集要項

求人募集

　明るく体力のある方大歓迎！！

　私達は、さまざまな業界で日本を代表する優良企業のお客様と直接お取引させていただいております。

私達の製品は、日本国内のみならず、世界中のあらゆるところでお使いいただいており、私達の技術力、品質を

ご評価いただけた結果であると思っております。

昨年7月には、米国からエンドユーザーである、世界No.1の半導体製造装置メーカー殿が来社、工場視察

され、弊社のものづくり手法と品質管理面において高い評価をいただきました。

　私達は、これからの生活インフラ向上に欠かせない、ロボット、医療、半導体、電力などの製品に携わって

おります。

マシンオペレーション業務とは違い、手作業による『ものづくり』です。 

『ものづくり』にこだわり、確かな品質を確保しながら、自信を持ってお客様へ製品をお届けしています。

社員一人一人が工夫をこらし、更なる改善を取り入れながら、価値ある技術で信頼される「ものづくり」を

追求し続けています。

　また、当社ではIT技術系正社員も募集しております。

当社の強みである検査自動化技術、自動制御などを用いた開発業務に携わり、新しい製品を生み出す

楽しみを共に感じてみませんか？

常識にとらわれない、ひらめきや発想力のある方からのご応募をお待ちしております。

　岩崎電機製作所では、真面目で粘り強く、ものづくりをするのが大好きな方からのご応募をお待ちして

おります。



求人募集

　岩崎電機の願い

私たちは、岩崎電機に関わる全ての人に幸せであって欲しいと願っています。

若い人には、これからの人生を乗り越えられる力を付けて欲しい。

子育て中の人には、安心して子供を育てて欲しい。

向上心のある人には、もっと勉強を、もっと技術を付けて、一生の職として欲しい。

一度リタイヤした人にも、まだまだ人生を楽しんで欲しい。

何より、仕事の中にやりがいを感じ、毎日を生き生きと過ごして欲しい。

そう願っています。



入社10年目 男性30代

国内製品だけでなく、世界でもトップクラスの製品を扱うことができ、様 な々製品に挑戦させて
頂ける環境なので、常に向上心を持って仕事に取り組むことが出来ています。

資格取得支援や健康面でのフォローもして頂き、工場内はとても綺麗で騒音もなく、恵まれた
環境下で｢ものづくり｣に没頭出来ます。ただ単に作るだけではなく、早く美しく作りあげるのが
｢ものづくり｣の醍醐味で、思い通りの製品が出来たときの喜びは製造職ならではです。

入社10年目　男性30代

《はたらく先輩からのメッセージ》

《はたらく先輩からのメッセージ》

中途入社で採用頂き、８年目となり現在は検査業務を行っております。多種多様な製品
があり、検査方法など様々ですが、最先端の技術が詰まった製品を検査する事はやりがいの
ある仕事です。検査員として一気に大きな目標を達成するのではなく、小さな目標を持って
毎日仕事に取り組めば一年後には大きな成果となるよう心掛けて検査に従事しております。

製造担当者　経験不問

産業用機器の組み立ての仕事です

製造・検査・事務

正社員

検査担当者　経験不問

製品検査の仕事です

手先の器用な方、プラモデル、日曜大工、手芸などを趣味にされている方にピッタリな仕事です。
美しく製品を仕上げる喜び、ものづくりを一から完成させるやりがいをぜひ味わってください。もの
づくりの職人として、手に職を付けたいと思われる方を求めます。

作業手順書通りに検査を進めていく仕事です。几帳面な方、マニュアル通りにきちんと仕事を
こなして、完成させる事が好きな方を求めます。



入社15年目 女性30代

年齢・学歴　　　製造担当者,検査担当者,事務担当者とも不問（中途入社のハンデは一切ありません）

子供を2人産んで事務職に復帰しています。仕事と子育てに両立は大変ですが、会社の
サポートや理解があり、気持ちよく働かせて頂いており、ありがたく思っています。

事務担当者　 経験不問

エクセル・ワードを使用する事務の仕事です

応募資格

応募方法
履歴書、職務経歴書を郵送ください。書類選考の上、面接日をご連絡します。（提出書類は返却いたしません。）
業務内容については、ご来社時に詳しくご説明いたします。

履歴書送付先
〒669-2325 兵庫県篠山市河原町226-2　株式会社岩崎電機製作所 第二工場（総務部　戸井一輝）
TEL  079-554-1211 / FAX  079-552-0851 / MAIL  info@iwasakidenki.co.jp

社員一人一人の適正に応じて、目標を設定し、各種技能検定、国家資格などの取得支援を行い、スキ
ルアップやモチベーション向上につながる社員育成をしています。

電子機器組立技能士(１級、２級)　電気主任技術者　LabVIEW開発者認定など

労務条件

《はたらく先輩からのメッセージ》

勤務時間 勤務時間　8:30～17:30　休憩60分（昼：45分、３時：１５分）
休日 休日　土、日、祝　（土曜日は会社カレンダーにより1か月に1回程度出勤）
 夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇あり。 

待遇 高校新卒 165,000円～、大学新卒 205,000円 ～、中途 ～275,000 円
 経験・能力・実績を考慮の上、優遇します。
 昇給年1回　賞与年2回（昨年度は、年3回支給実績あり）
 通勤費全額支給、家族手当、住宅手当、休日残業手当、退職金制度あり
 健康診断（ピロリ菌除菌まで全額負担）、インフルエンザ予防接種（全額負担）等 



《はたらく先輩からのメッセージ》

《はたらく先輩からのメッセージ》

10

技術者

入社5年目
女性20代　篠山産業高校卒

私は高校卒業後入社5年目となります。自動検査器システム開発に取り組んでおりますが
当初システム開発は初めてのことで不安もありました。ですが、上司や先輩方から知識や
技術を丁寧に教えていただきながら、今ではシステム開発に携わることができる大きな喜びと、
完成した時の達成感を感じながら、仕事に取り組んでおり、毎日ワクワクとして楽しんで仕事
をしております。

システムエンジニア
入社11年目　男性30代

ベトナム工場駐在時は、主にOA関係のシステム開発に携わりました。日本に帰任後は、検査
システムの案件に取り組み、現在は制御技術を教えて頂いております。

最近では、3DCadで図面を書き、3Dプリンターで“形”にしていくものが特に面白く、興味の
幅は日々広がっています。私の中で一番のやる気の素になっているのは「常に新しい事に触れ
られる環境」に自分がいるという事です。新しい事を前向きに捉え、取り入れていく会社
なので開発メンバー全員のモチベーションも高く維持出来ているのではないかと思います。

自動検査開発技術者
生産工程内の自動制御・自動データサンプリング、分析・検査工程の自動化の仕事です。

～私たちの思い～
私たちが大切に思っているのは、初心者・中習者の方々への教育だと考えています。「好きこそ物の上手

なれ」の言葉通り、まず開発の仕事が楽しいと思い、しだいに力がつくと独自のアイデアが湧き立ち、それを
形に出来ると考えています。教育が、私たちの一番大切な仕事だと考えています。

・未経験者で、これから自動検査開発を勉強していきたい方を求めます。
開発ツールDOTNETソリューションの入門編等から丁寧に教育していきます。
パソコンが何よりも好きで、自動検査装置の自動化を一から学び、成長したいと意欲のある方を求め
ます。（地元高校を卒業後、２～３年の研修で、立派なシステムエンジニアとして活躍中です）

・システムエンジニアとしての経験を生かして、更なるスキルアップを目指し、生産工程内の自動制御、
検査工程の自動化技術を身につけたい方を求めます。

正社員



入社１３年目　男性３０代

・システムエンジニア（FA・LA）として即戦力となれる方を求めます
生産工程内の自動制御・自動データサンプリング、分析・検査工程の自動化の仕事です
お持ちの能力を、新分野で存分に発揮してみたいと思われる方。
常識をくつがえす、ひらめきや発想の転換を楽しみたい方の応募をお待ちしています。

・システムエンジニア（FA・LA）として即戦力となれる方を求めます
生産工程内の自動制御・自動データサンプリング、分析・検査工程の自動化の仕事です
お持ちの能力を、新分野で存分に発揮してみたいと思われる方。
常識をくつがえす、ひらめきや発想の転換を楽しみたい方の応募をお待ちしています。

電子工学設計技術者 　経験者に限る

電気回路設計、プラズマシステム、高周波、アナログ技術をお持ちの方

《開発リーダーからのメッセージ》

大企業では、なかなかさせて貰えないような事を、この会社では思う存分させて貰って
います。フルタイムで、オフィスに居なくてはいけないという発想はありません。

新しいアイデアは、オフィスで朝から晩までパソコンの前で座っていても、出て来ないと
考えています。私の場合、のんびりと散歩をしている時や、女房と他愛のない話しをしている
時などに、ふと頭に浮かんだりした事が、イノベーションのきっかけになる事が良くあります。

《はたらく先輩からのメッセージ》

入社後は製品検査の仕事に携わっていました。その後、技術部へ異動して検査をしていた時
の経験や知識を活かして、自動制御や、検査自動化の案件に取り組んでいます。自分が
思い描いたことが形になっていくことに、とてもやりがいを感じています。

最初は無理かなと思うことでも、みんなで知恵を出し合い、新しいことにチャレンジしていく
ことで、自分自身も成長でき、とても充実した日 を々過ごすことが出来ています。



応募方法
履歴書、職務経歴書を郵送ください。書類選考の上、面接日をご連絡します。（提出書類は返却いたしません。）
業務内容については、ご来社時に詳しくご説明いたします。

履歴書送付先
〒669-2325 兵庫県篠山市河原町226-2　株式会社岩崎電機製作所 第二工場（総務部　戸井一輝）
TEL  079-554-1211 / FAX  079-552-0851 / MAIL  info@iwasakidenki.co.jp

自動検査開発技術者,電子工学設計技術者とも下記の様な資格取得に関する支援制度があります。
社員一人一人の適正に応じて、目標を設定し、各種技能検定、国家資格などの取得支援を行い、スキ
ルアップやモチベーション向上につながる社員育成をしています。

電子機器組立技能士(１級、２級)　電気主任技術者　LabVIEW開発者認定など

応募資格

年齢・学歴 自動検査開発技術者 30歳ぐらいまで  / システムエンジニア,電子工学設計技術者 年齢問わず

経験 自動検査開発技術者 経験問わず / システムエンジニア,電子工学設計技術者 経験者に限る

勤務時間 勤務時間　8:30～17:30　休憩60分（昼：45分、３時：１５分）
休日 休日　土、日、祝　（土曜日は会社カレンダーにより1か月に1回程度出勤）
 夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇あり。 

待遇 高校新卒 165,000円～、大学新卒 205,000円 ～、中途 ～275,000 円
 経験・能力・実績を考慮の上、優遇します。
 昇給年1回　賞与年2回（昨年度は、年3回支給実績あり）
 通勤費全額支給、家族手当、住宅手当、休日残業手当、退職金制度あり
 健康診断（ピロリ菌除菌まで全額負担）、インフルエンザ予防接種（全額負担）等 

労務条件



本社工場 〒669-2436 兵庫県篠山市池上593-2 TEL 079-552-5436 　FAX 079-552-4184
第一工場 〒669-2341 兵庫県篠山市郡家103-1 TEL 079-552-4630 　FAX 079-552-4704
第ニ工場 〒669-2325 兵庫県篠山市河原町226-2 TEL 079-554-1211 　FAX 079-552-0851
第三工場 〒669-2325 兵庫県篠山市河原町229-2 TEL 079-552-6800 　FAX 079-552-6810

岩崎電機製作所 ベトナム
Iwasaki Electric Mfg. Vietnam Co., Ltd.Lot73, Road1, Linh Trung EPZ Ⅱ,Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL +84-8-3729-1854　FAX +84-8-3729-1858

http://www.iwasakidenki.co.jp/


