身近な世界のオンリーワン企業へ。
アナタの力を活かすフィールドがここにあります。

採用情報

ア ナ タ の 力 を 活 か す フ ィ ー ル ド が

雇用形態

正社員

勤務地

本社（石川県金沢市）

こ こ に あ り ま す 。

小松工場（石川県小松市）

当社は昭和7年（1932）
に、バッテリーの販売から
事業をスタートし、建設機械用電装部品の生産と各種

図るために３事業部制を採用、今日では、深化を果た

院了 198,400円
193,400円

短大、高専卒

175,200円

※年齢・経験等に応じ給与を決定します
※通勤手当、家族手当、子女手当、時間外手当など
※昇給年1回
（4月）
※賞与年2回
（7月、12月）

した３つの分野において独自のポジションを確立して

年間休日

います。培った技術力をもとに開発から施工、
メンテナ

私たちは【製造業・建設業・卸売業・開発】
と様々な

給与

製造部門
P＆D事業部

発展にあたり、事業の特化、意思決定のスピード化を

海外にも生産拠点をもつグローバル企業でもあります。

8:30～17:30（休憩60分）
大卒

電気設備工事へと事業を拡大してきました。各事業の

ンスまでトータルで対応できるのが当社の強みです。

勤務時間

WEB面談

118日
（一部土曜出勤有り、会社カレンダーによる）

受付中

年3回大型連休（GW、
お盆、年末年始）
有給休暇（入社日より10日付与）

建設部門
TECS事業部

自社製品
開発部門
東亜電機工業の事業領域

事業を行っています。私たちの仕事は、街を歩けば目に

保険

健康、厚生年金、労災、雇用

福利厚生

財形貯蓄制度、
クリスマスケーキ、社員持株会、海外研修

選考方法

面接

弊社ホームページにて、

「新卒採用」
「中途採用」
の

【WEB面談】
を受け付けております。

する
「どこにでもある」物をつくったり販売したりするこ
とです。
しかし、私たちは「どこにでもある」会社を目指

卸売部門
販売事業部

しているのではありません。私たちが存在しないと社
会はまわらない、多くの会社の中で最後に頼っていた
だける、
そんな
「ここにしかない」会社を目指しています。
共に成長し、社会に求められる100年企業を創って
いきましょう。

当社の事業領域は大きく4つに分かれています。建設機械向けワイヤーハーネス・アッセンブ
リ製品を製造・販売する
「P＆D事業部」。電源・照明機器、太陽光・風力・水力発電システムの
設計・施工・メンテナンスを担当する
「TECS事業部」。
バッテリー・自動車関連機器を販売す
る
「販売事業部」。3事業部と連携し自社製品の開発を担う
「開発部門」
です。

企業情報
社名

東亜電機工業株式会社

代表取締役社長

安井 大輔

本社所在地

〒921-8552 石川県金沢市増泉2-18-15
Tel.076-241-5115（代） Fax.076-244-2262

グループ会社の東亜メンテナンスでは空調・物流・自動車設備のメンテナンスと飛行機の給
油作業を行っています。

資本金

9,000万円

設

1937年（昭和12年）2月1日

立

決算期

3月末

主要取引銀行

北國銀行 / 北陸銀行 / 三菱UFJ銀行

主要取引先

コマツグループ企業、協力企業 / アイチコーポレーション / コベルコ
建機 /加藤製作所 /技研製作所 / 古河機械金属グループ企業 / 酒
井重工業 / 竹内製作所 / 日立建機グループ企業 /日本車両製造 /
国土交通省 / 地方自治体 / 北陸電力 / NEXCO中日本 / 日立製作
所 / 東芝 /三菱電機 / 富士電機 / 明電舎

主要取扱メーカー ジーエス・ユアサグループ / 川崎重工業 / 因幡電機製作所 / デンヨー
/ ニシハツ
国内事業所

【本

社】
〒921-8552 石川県金沢市増泉2-18-15

【小松工場】
〒923-8520 石川県小松市国府台5-3
【富山支店】
〒939-8211 富山県富山市二口町5-5-7
【信越営業所】
〒380-0935 長野県長野市中御所4-4-17
MONTERY MAYA 4階A号室
海外工場

【大連東雅電機有限公司】
中国・大連
【JTEC HANOI CO.,LTD.】
ベトナム・ハノイ
（タンロン工業団地）
【VTEC CO.,LTD.】
ベトナム・ビンフック

関連会社

【株式会社東亜メンテナンス】
〒921-8025 石川県金沢市増泉
4-2-15

写真の4名は2020年度新入社員です。

自動車関連商品の営業を担当

建設機械に欠かせない

ニーズがどこにあるか

ワイヤーハーネスを製造

常に考えています

難しい部品にもチャレンジしたい

カーバッテリーなどのカー用品を販売する営業

キーワードで見る東亜グループ

290
1,183

属しています。私たちが作っているのは「ワイヤー

カー用品店などです。私は能登エリアを担当してい

ハーネス」
という部品です。何種類もの電線をコネ

ます。

クタや端子に接続したもので、
いろいろな機械につ

冬の需要が多いバッテリーなど季節的な商品は先

なげて、電力を供給したり通信をしたりするための

駆けて提案するように心がけています。
ドライブレ

とても重要な部品です。私はデスクに設置されたタ

コーダーのように急にニーズが高まる商品もあるの

ブレットに表示される図面を見ながら、
コネクタに

名

メ。お客様のお客様に商品が売れないと意味がな

最初はたくさんの部品を覚えるのに苦労しましたが、

いんです。そのためには商品知識やトレンドを知る

先輩方が丁寧に教えてくれて、徐々に自分ができる

のはもちろん、消費者としての目線も大事です。
どん

ことが増えてきたことを嬉しく感じています。

なものが売れているか、必要とされているかを常に
考えるようにしています。
当社はお客さまとの距離が近いところが魅力だと
思います。
自分たちだけで走るのではなくてお客様と
一緒に手をつないでゴールを目指しているような、本

販売事業部

工場では効率的に高品質のものづくりをするた

水谷 玲雄

学 生 へ M E S S AG E

2019年度入社

せん。私は人と話をするのは好きな方ですが苦労して

当に地域に密着した会社です。
これからはペーパー
レス化など、業務の効率化にもお客様と協力しなが
ら取り組みたいと考えています。

どんな仕事でもコミュニケーション抜きにはできま
いる人も多いです。就職すると話をするのはほとんど
が自分より年上の方です。学生時代からできるだけ年
の離れた人と話をする機会を持つとよいと思います。

めに、
みんなで意見を出しあい業務改善をする
「QC
（quality control）活動」
が盛んです。私も積極的に
参加できるようになりたいと思います。清潔で広々
とした工場で、
いろいろな世代の人が働いています。

男性

P & D事業部

山本 理紗子

学 生 へ M E S S AG E

2019年度入社

社に入社しました。先輩もたくさんいていろいろ教えて

海外の工場から研修に来ている人もいます。
あと社
員食堂のランチが美味しいです。

商業高校の出身で、高校の先生に薦められてこの会
もらうことも多いです。就職先を決めるためには、会社

9.3

全体では女性従業員は4
割弱ですが、小松工場は5
割強と、
より多くの女性が
活躍しています。

61.8

％

名

なパターンがあり、部品の種類もたくさんあります。

私たちの商売は、
自分たちだけがもうかってもダ

38.2％

月 平均：

（小松工場の場合 男性：
47.3％、女性：52.7％）

女性

海外：

電線を刺していく作業を担当しています。いろいろ

で、常に情報をキャッチすることが大切です。

平均残業時間

男女比率

国内：

建設機械向けの電気部品を製造する部門に所

をしています。
お客様はカーディーラーや整備工場、

時間

年齢比率

70代
1.0％

60代

東亜グループ全体で、国内・海外
合わせて1,500名近くの従業員が
働いています。
国内には、本社・小松工場・富山
支店・信越営業所、海外には、中国
の大連とベトナムのハノイに生産工
場があります。また、関連会社とし
て、東亜メンテナンスがあります。

13.8％

10代

2.5％
20代

50代

21.2％

19.8％
40代

30代

26.9

14.8％

％

見学やインターンシップには積極的に参加していろい
ろな職場を見ることが大切だと思います。

5年以内の新卒定着率

道路やトンネル、

快適な空間を提供する

大型施設の電気設備など

空調機器のメンテナンス

私たちの生活に欠かせない

お客様からの感謝が

インフラを守っています

やりがいに

私が所属しているTECS事業部は、学校・病院・

グループ会社の東亜メンテナンス株式会社のエ

公共施設、道路やトンネルなどの照明や設備の設

ンジニアリング部門に勤務しています。
この部門で

計・施工から保守メンテナンスまでを一貫体制で

は、空調機器・設備・物流搬送設備などの設計・施

行っています。道路の街灯や山奥の監視カメラの

工・保守を行っています。東亜メンテナンスにはその

バッテリーの保守メンテナンスも請け負っています。

ほか、
自動車電装部門、航空機給油部門があります。
少人数でアットホームな雰囲気の職場です。

乙村 俊

学 生 へ M E S S AG E

2019年度入社

職です。私たちの生活に欠かせない電気設備の安

私の仕事は空調機器のメンテナンスです。
デパー

全と維持を担っているというところに興味を持った

トやホテルなど大きな施設の空調機器の点検や冷

のが入社のきっかけです。今はまだ先輩についてい

暖房の切り替えなどで、季節の変わり目がいちばん

ろいろ教えてもらいながら、
自分にできる作業をし

忙しくなります。故障の対応など急を要することも

ているところです。担当してるのは学校や病院など

あるので、
日々のスケジュールには余裕をもたせる

大きな施設の電源装置が正常に動くかの点検やメ

ようにしています。基本的に外での作業なので、
夏は

ンテナンスです。危険なこともあるので安全には気

暑くて、冬は寒い。辛いこともありますが、
スピーディ

を付けています。
これから資格も取ってできることを

に修理ができてお客様から感謝されたときには苦

増やしていきたいです。

エンジニアリング部

労が報われて喜びを感じます。

私自身、異業種から飛び込んだこともあり、分から

しく指導してくださり、職場には恵まれていると感じ

坂野 文太

学 生 へ M E S S AG E
どんな仕事でもよい面、悪い面はあると思います。今

から最新のものまで種類は様々。常に勉強して知識

ないことばかりで、先輩の指導を受けながら勉強の毎

ています。
自分たちの仕事が人々の生活を守ること

2013年度入社

の仕事の魅力は毎日変化があるところ。ルーチンの作

を増やすことも必要です。今は空調機器を専門に担

日です。失敗や不安ももちろんあるのですが、苦手なこ
とこそ克服できたら本当に自分の力になると思います。
失敗を恐れずに何事にも挑戦してみてください。

先輩方はふだんは優しいですが、仕事のときは厳

につながっていると思うと、
やりがいを感じます。

業とは違い、
自分でだんどりをつけて、効率よく進めら
れるように工夫しています。人と話すのはあまり得意で
はないですが、仕事の話なら特に苦になりません。

扱う機械は30年ぐらい前に製造された古いもの

当していますが、
それ以外の設備も担当できるよう
になりたいです。

86.4

14.6

％

100

43.1

28.1

％

％

開発

2.8

5日以上取得

管理

製造

％

％

平均年齢は42.7歳。
若手社員からベテラ
ンまで幅広い世代が
働いています。

有給休暇

職種比率
メンテナンスサービス

実はまだ入社して数カ月。全くの異業種からの転

TECS事業部

従業員数

営業

11.4

％

％

東亜グループの福利厚生
休日・休暇
有給休暇の5日間連続取得を推奨してお

り、土日と合わせると9連休が可能です。大型

社員持株会
従業員も会社の株を取得することができ、

す。定食やラーメン、
うどん等を低価格で食

員の経営参加意識を高めることを期待して

です。

クリスマスケーキ

る株式配当を受け取ることができます。従業

ことで、属人化にならない業務改善に取り組

います。

財形貯蓄制度

海外研修

むのが狙いです。

従業員の貯蓄を促す制度です。自分で貯

小松工場のみですが、社員食堂がありま

毎年5月の株主総会後、会社利益分配であ

連休を利用しての旅行などを楽しむことがで

きる一方、不在時の業務を滞りなく遂行する

社員食堂

年に一度海外を旅行する研修制度です。

べることができ、味も美味しいと社員に好評

毎年、
クリスマスの時期にホールケーキを

蓄する額を決め、
その額は給与から引かれて

毎月4,000円を積み立て、5年に一度参加資

全従業員に一個ずつ配布しています。約40

を会社が追加で補助しています。

ます。違う部門の従業員が集まっての研修旅

日々支える家族にも感謝の気持ちを届けた

証券会社へ預けられますが、預けた額の5％

格を得ます。会社からは15万円の補助が出
行となるのでいろいろな話ができ親睦も深

まります。

年続くこの行事は、従業員だけでなくそれを

いとの経営者の想いが込められております。

