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　昨年創業 70年を迎えた研文社は、高い技術力と長年にわたる信
頼と実績を誇る総合印刷会社。あらゆる印刷物の企画提案から制作
までトータルに手掛けている。そこには、創業者 網野栄が電機学校
で学んだ「教育最優先主義」という考えが、事業の細部にまで浸透
している。

　卒業後（社）電気協会関西支部に就職し
た網野は、松下幸之助氏をはじめ家電業
界のリーダーたちと交流した。

　1930（昭和5）年には、電気雑誌「オー
ム」を印刷するため株式会社工文社に入
社し専務取締役を歴任、戦後間もなく大
阪市内で研文社を創業。「信頼」を第一に
掲げ、1952（昭和 27）年に大阪でいち
早くオフセット印刷を開始、1960（昭和
35）年には東京進出など、常に先駆的な
取り組みを行ってきた。

「教育最優先主義」を実践
　「教育最優先主義」は、電機学校の建学の精神の一つでもあり、網
野はこれを社員も社会の一員として、常に成長していかなければな
らないと考え実践した。教育・研修には特に力を注ぎ、今では営業
社員の半数以上が印刷関係の資格である「DTPエキスパート」「クロ
スメディアエキスパート」などを取得。社員一人ひとりが高い質と能
力を有し、顧客に対して積極的な企画・提案ができるのも、研文社
の強みといえる。その結果、顧客の大半は日本を代表する一流企業
だが、そのほとんどが直接取引。中には創業時より取引がある企業
も多く、70年間に培われた信頼関係が直接取引を可能にしている。

　さらに、高い技術力も顧客の信
頼を勝ち得ている理由。高精細の
ヘキサクローム印刷（6色印刷）を
業界に先駆けていち早く導入した
のは、網野の「チャンスは先回り
しろ」との考えからだった。蓄積
された「職人技」と「先端技術」
が結びついたハイレベルな技術は、

創業以来、技術と信頼で成長。
次世代印刷技術の導入で、
さらに高品質・高効率な印刷を
実現しています。

株式会社 研文社 企業プロフィール
社　　　　　　　名 株式会社　研文社
所　　　在　　　地 本社：〒 162-0802 東京都新宿区改代町 45 
 Tel. 03-3269-6331（代） 
 西日本：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-11 
 大同生命南館 4・5階 
 Tel. 06-6479-2121
U  R 　 L  http://www.kenbunsya.jp/
資　　　本　　　金 5,500 万円
従　  業　  員　  数 220 名
採用のお問い合わせ 経営企画部　03-3235-8761

卒業生・創業者

網野 栄
Amino Sakae

大正 14年 電機学校卒業
昭和 21年 研文社創業
昭和 60年 勲五等双光旭日賞受賞

代表取締役社長

網野 勝彦
Amino Katsuhiko

昭和 61年 株式会社研文社入社
平成 24年 代表取締役社長に就任

一般の印刷はもちろん、高難
度の印刷にも対応できる。世
界的なベストセラー『ハリー・
ポッター』シリーズの制作・
印刷・製本を一手に手がける
ことができたのは、研文社の
「人」と「技術」が結集して
いたからに違いない。

さらに先の時代のニーズを見つめて
　時代はますます変化の速度
を上げ、顧客ニーズも多様化
している。こうした動きに対
し、研文社は一般商業印刷や
出版印刷、マニュアル、Web、
POPなどのビジネスだけでな
く、顧客のビジネスに寄り添
い、一緒に考え、解決するた
めのソリューションを提案し
ている。中でも POD（Print 
on demand）デジタルソリューションシステムは、オンデマンド輪
転印刷機を活用して、印刷から製本までをワンストップで行い、し
かもWebプラットフォームを介することでジャスト・イン・タイム
の印刷を実現。また、無版可変印刷、自動丁合、自動加工など、さ
まざまな印刷ニーズにも対応し、顧客の印刷物在庫ゼロ、印刷発注
から納品までの省力化をサポートする。

100年企業を見据えて
　こうした動きを俯瞰して、現社長 網野勝彦は、「この先の創業
100 周年を見据えて、印刷のみならず、デジタルコンテンツの分野
にも積極的に取り組む」と語る。これからの 30年、さらにデジタ
ル化は進み、IoT や AI、ビッグデータの活用が喫緊の課題となっ
てくる。研文社は、こうした新たな課題に向け最先端の技術と情報
で身を固め、これまでの「信頼」を引き継ぎ、社会に貢献できる企
業として一歩一歩前進していく。

▲ 活版植字風景

▲ ハリー・ポッターシリーズ

▲  平成 24年 尼崎に最新のデジタル印刷
技術工場を新築竣工
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　創業者である根本健時（東京電機大学 工学部第一部 電子
工学科出身）は、33歳の頃に、当時勤めていた大手 IT 企業
から独立を果たしました。お客さまからの厚い信頼を勝ち取
るため、会社創業当初よりお客さまと時代に即したソリュー
ションを、最新の技術と高い品質でご提供してきました。

　以来、ソフトウェア開発と IT インフラ構築事業を軸に、
どのような要望に対しても真 に向き合い、お客さまと共に
発展し続けられる企業であるべく、数多くの挑戦をし続けて
きました。

　その成果もあり、公共機関向けのシステム開発や IT イン
フラ構築、大規模な金融系システム開発、また業種や規模を
問わず、多くのエンドユーザの方々にも支えられながら、30
年以上続く会社へと成長を遂げました。

　今後は、これまで築いてきたお客さまとの関係をより強固
なものとしながらも、発展著しいIT業界の中で、新たなフィー
ルドを模索しながら、お客さまと共に新たな価値を創造し続
けてまいります。

SYSCOの使命、それは
《お客さまと情報システムとの橋わたし》

株式会社 システムコーディネイト 企業プロフィール
社　　　名 株式会社　システムコーディネイト
本　　　社  東京都豊島区東池袋 4-21-1  

アウルタワー 5階
連　絡　先 TEL：03-3971-5577　 
 FAX：03-3971-8028
U R L  http://www.sysco.co.jp

沿　　革
1983 年   4 月 　 （株）システムコーディネイト創業

1989 年   4 月 　 豊田出張所を開設（のちの名古屋事業所） 

1990 年   4 月 　 大阪事業所を開設 

1992 年   4 月 　 ネットワークシステムサービス部門開設 

1993 年   4 月 　 コンサルテーション営業部門開設 

1996 年   5 月 　 名古屋事業所を設置 

2005 年 10月 　 株式会社NTTDATAビジネスパートナーに認定 

2013 年   4 月 　 創業30周年を迎える

事業内容
 システム・コンサルテーション事業
お客さまの経営の効率化、業務の効率化など企業競争力を
高める情報戦略を企画・提案いたします。

 ビジネス・ソリューション事業
豊富な業務システムの開発経験と最新技術を通して高品質
で信頼性のある情報システムを提供いたします。医療・金融・
保険・物流など、多業種に対してのシステムを提供してお
ります。

 ネットワーク・ソリューション事業
企業内や企業間の業務ネットワーク環境に対して安全で高
品質なネットワークシステムを提供いたします。業種を問
わず、多様な ITインフラを実現します。

 サービス・ソリューション事業
お客さまが安全で快適な利用環境でお使い頂けるよう、 
情報システム全般の運用・保守をサポートいたします。

小島 崇
Kojima Takashi

2003 年 3月 東京電機大学工学部第一部 
電気工学科卒業

2003 年 4月 システムコーディネイト入社
2003 年 7月 システム開発部門に配属
2017 年現在 金融系システム開発に従事し、 

プロジェクトリーダとして活躍

青木 大輔
Aoki Daisuke

2008 年 3月 東京電機大学工学部第一部 
情報通信工学科卒業

2008 年 4月 システムコーディネイト入社
2008 年 7月 システム開発部門に配属
2017 年現在 医療系システム開発に従事し、

プロジェクトリーダとして活躍

▲ 本社外観

〉〉採用情報
《学生の皆様へ》
エントリー絶賛受付中です。
会社説明会については、マイナビ・リクナビからご予約いただくか、
下記連絡先へお問い合わせください。

採用担当窓口：総務部　新卒採用係
〒 170-0013　東京都豊島区東池袋 4-21-1　アウルタワー 5F
TEL：0120-355-546　　E-mail：saiyo@sysco.co.jp
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在校生のみなさんへ
　日本の工作機械の受注規模は、中国に続き世界で第 2位の 1兆
2,500 億円の規模で、第3位のドイツと共に、機能・品質では中国
の追従を許していません。

　シチズンマシナリーは、この工作機械市場の中で、小・中径の自
動旋盤市場でトップクラスのシェアーを誇ります。自動旋盤は、工
作機械の中でも、群を抜いて機械とエレクトロニクス、そしてソフ
トウエアーが高いレベルで融合した機械で、むしろ金属や樹脂材料
を加工するロボットと考えていただいた方が適切です。

　シチズンマシナリーは、時計と言う精密な民生品の生産を担う機
械を出自として発展している事から、同じ工作機械業界の中でも、
お客さまはもとより、社員を含めた“人 ”と、“ブランド ”を大切に
する企業で、1980年代以降、常に変化する市場環境に合致する事
業コンセプト『有人化工場』、『感動価値』生産、『個の量産』を、お
よそ10年毎に掲げ、常に、会社と社員の進む方向を明確に示し事業
を推進することで、世界トップクラスのシェアーを堅持しています。

　21世紀に入り、世界トップクラスのシェアーを誇る “ 機械 ”
と、LFV（低周波振動切削）技術に代表される最新の “ 加工
技術 ”、更に機械をネットワークに接続し “IoT” を実用化する
alkapplysolutionの 3本を一体化した、トータルソリューションの
提供を実現しています。

　このように常にチャレンジングに事業を展開する当社には、東京
電機大学を卒業した、多くの先輩が技術者として活躍しています。
在校生の皆さんも、是非、色々な手段でシチズンマシナリーにアク
セスしてみてください。

〉〉採用情報

インターンシップ受付中です。
（マイナビ、リクナビ、キャリタスからエントリーをお願いします。）
シチズンマシナリー株式会社
〒 389-0206
長野県北佐久郡御代田町御代田 4107-6
TEL：0267-32-5915　FAX：0267-32-5903
E-mail：saiyo-cmj@ml.citizen.co.jp
総務部人事課：採用チーム

革新的なモノづくりの実現を通して、
お客さまの安心と成長、そして
世界中の製造業の発展に貢献する。

シチズンマシナリー株式会社 企業プロフィール
社　　　名 シチズンマシナリー株式会社
本　　　社 〒 389-0206
 長野県北佐久郡御代田町御代田 4107-6
 TEL：0267-32-5915　 
 FAX：0267-32-5903
U R L http://cmj.citizen.co.jp/

沿　　革
1930年 5 月 28 日創立

事業内容

 工作機械（CNC旋盤）の開発・製造・販売

柳平 茂夫
東京電機大学工学部出身
1991 年シチズン時計入社。産業用機械の制御開発に従事。2005
年事業企画室長、2006 年シチズンマシナリー開発部長、2011 年
開発本部副本部長、2012 年営業本部副本部長として、加工技術や
技術者育成のための、eラーニングなどをインターネットを介し
て提供するソリューション事業（alkapplysolution）を立ち上げ。
2016 年執行役員就任、現在に至る。

　私は工作機械の客先専用設計（電機担当）を行っています。
設計業務は幅広い視野と柔軟な発想が求められる難しい仕事で
す。しかし、世の中の様々な製品に、工作機械が生み出した部
品が使われていることを考えると、工作機械をつくる仕事はと
てもやりがいを感じます。お客様のご要望に沿って機械を思い
通りに制御できた時は、喜びもひとしおです。ぜひ一緒にモノ
づくりを楽しみましょう。

　当社では機械を一から設計できます。自分が図面に描いた線
が立体となり部品に、そしてその一つ一つの部品が集まり“製
品 ”となる。この感動は言葉にできません。また、多くの部署
の方と関わりがあるため、「製品をみんなで作り上げる」とい
う感覚を実感できます。“挑戦を応援する ”という弊社の社風
から「新しいものを作りたい！」と考えている人にはとても良
い環境です。一緒にモノづくりを楽しみましょう！

設計部　設計 1課

清水 勝己　
東京電機大学工学部出身

開発部　製品開発 2課

堀田 和宏　
東京電機大学大学院工学研究科出身



41

記事｜企業紹介

　「電気・空調」という社会インフラを支え続けてきた実績と誇
りを礎にお客様の視点に立った「快適と安心」を創造しています。

　最先端の技術と社会インフラ基盤の構築に関わることで社会
へ貢献する若い力を必要としています。

協力し合う文化
　私が住友電設に入
社した 1992 年の建
設業界はバブル期に
着工した物件がピー
クを迎え、どこの現
場も猫の手も借りた

いといった超繁忙状態でした。右も左も分からない状態で現場
に出されましたが、今でも忘れられない事が、違う会社の人が
皆丁寧に仕事を教えてくれたことです。違う会社の人と言って
もピンとこないかもしれませんが、例えば 1棟の事務所ビルは
100 社以上の専門業者が寄り合って 1つの建物を造っていきま
す。そこには協力しあうという文化が自然に生まれ、若い技術
者はみんなで育てるという文化があります。多くの人と関わり
ながら 1つの建物を造っていく、ものづくりを肌で感じ、社会
貢献につながる世界で我々と一緒に活躍しませんか。

仕事の醍醐味
　私は「ものづくり」
が出来て、大学で学
んだことが生かせる
ような仕事に就きた
いと考え、電気設備
工事業界に絞って就

職活動を行いました。その中でも当社を選んだ理由は、会社が
ヒトを育てる環境があり、ヒトを財産としている考え方に惹か
れたからです。実際就活中に施工中の現場を生で見学する機会
がありました。そこでの上司・部下の仲の良さ、風通しのよさ
を直接見て魅力的だと感じました。

　入社してから未だに分からないことばかりで、正直辛い時も
あります。しかしそれらを乗り越え電気が点灯し、工事が完成
した時の達成感はこの仕事の醍醐味であり、やりがいを感じて
います。

〉〉連絡先
電気・情報通信・機械系でのエントリーを受け付けています。
TEL：03-3454-7345（東京総務部）

快適で安心な街づくり
支えているのは
住友電設の技術です

住友電設株式会社 企業プロフィール
社　　　名 住友電設株式会社
代　表　者 取締役社長　坂崎全男
本　　　社 東京都港区三田 3-12-15
 大阪市西区阿波座 2-1-4
U　 R　 L http://www.sem.co.jp/
創　　　立 1950 年 4月
資　本　金 64 億 4,043 万円

事業内容
 電気・空調
建築電気設備、工場電気設備
施設電気設備、空調・給排水衛生設備

 環境エンジニアリング
太陽光発電設備、電気計装・プラント設備
ファクトリーマネジメントシステム

 エネルギー
架空送電線設備、地中送電線設備
配変電設備、大電流母線設備

 情報通信
情報配線システム、無線 LANシステム
情報ネットワークシステム

 通信システム
放送設備、CATV設備
移動体通信設備、監視カメラ設備

 海外
東南アジアを中心に電気・空調・プラント全般

▲ 本社ビル

東京支社　第一工事部長

並木 剛昭
1992 年 工学部卒業

東京支社　第一工事部

印南 裕介
2016 年 工学部卒業

卒業生
取締役 専務執行役員
辻村 勝彦　1981 年　工学部卒業
常務執行役員
松井 雅光　1980 年　工学部卒業
卒業生（全27名）が当社で活躍しています。
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ネグロス電工株式会社

創業 70 周年を迎え、これからも
創業の精神「利他主義」を受け継ぎ
安全、安心を創造しつづけていきます。

通学、通勤に利用する駅、建物など
身近なところでネグロスの商品が使われています。
通学、通勤に利用する駅、建物など
身近なところでネグロスの商品が使われています。

ご存知でしたか？ご存知でしたか？

電気設備資材の総合メーカーです
ビル、鉄道、道路、太陽光発電などあらゆるシステムを
サポートしエネルギーの促進に貢献しています。

企業プロフィール
社　　　名 ネグロス電工株式会社
本　　　社 〒 136-0071
 東京都江東区亀戸 2-40-1
 TEL：03-5628-7111　FAX：03-5628-7131
U　 R　 L http://www.negurosu.co.jp

卒業生・代表取締役社長

菅谷 三樹生
Sugaya Mikio

1975年東京電機大学工学部第一部を卒業。
1980年入社後は、製造部門、営業部門を経験
し営業部取締役、専務取締役を経て、2011年
6月より代表取締役社長就任。

　1947（昭和 22）年個人経営の電気工事店からスタート
した当社が、電気工事材料のメーカーとしてその第一歩を
踏み出したのは、1956（昭和 31）年「アングラック（碍
子固定金具）」の発表からであります。これを機に当社は
常に工事をされる方々が不自由に感じられたものを改善、
開発して喜んで頂けるよう施策を重ね、研鑽をつんでまい
りました。

　当社の商品は、ケーブルラックをはじめ一般の方々の目
にふれる機会の少ないものばかりですが、確実に社会基盤
を支える商品であり、安全で安心な生活をサポートしてい
る商品であると確信しております。当初は数点しかなかっ
た商品も、現在では 1万点を超す商品群となり、今後も時
代が求める商品の研究開発、及び品質の向上を図るべく一
意専心し、社会に役立つ企業としてあり続けるために「利
他主義」に徹し、その先頭に立って企業の社会的責任を果
たしていく所存であります。

沿　　革
1947年 　 東京都江戸川区に個人経営の電気工事店開業

1953年 　 個人企業を改組し有限会社ネグロス協電社を設立

1954年 　 従来の常識を破った碍子固定金具アングラックを考案

1958年 　 露出配管用管支持金具パイラックを開発 
電設資材の販売会社ネグロス電気株式会社を設立

1962年 　 ネグロス電材工業株式会社を設立

1965年 　 パイラックが技術奨励賞を受賞

1969年 　 ネグロス電工株式会社を設立

1974年 　 渋沢賞を受賞

1986年 　 財団法人ネグロス育英会を発足

1988年 　 電設工業展製品コンクールにおいて日本電設工業協会会
長奨励賞を受賞

1996年 　 電設工業展製品コンクールにおいて労働省産業安全研究
所長賞を受賞

1999年 　 ISO9001 認証を取得 
電設工業展製品コンクールにおいて労働省産業安全研究
所長賞を受賞

2011年 　 財団法人ネグロス育英会　公益財団法人として認定

2013年 　 JECA FAIR 製品コンクールにおいて中小企業庁長官賞
を受賞 
ISO14001 認証を取得

2015年 　 アングラック及びパイラックが建築設備技術遺産に認定 
JECA FAIR 製品コンクールにおいて中小企業庁長官賞
を受賞

事業内容

 電設資材器具の製造と販売
 電気機器類に関する化学製品・化学薬品及び素材の輸出入と 
製造販売
 電気工事の設計及び施工
 上記に附帯する一切の事業

〉〉仕事紹介
●技術スタッフ（開発・設計・生産管理）
　・開発職：電気・空調設備資材の新製品開発、既存製品改良
　・設計職：ケーブルラック等の特注品の作図、耐震設備の強度計算
　・生産技術職：生産管理、品質管理、生産設備改善

●営業スタッフ（ルート営業）
　・営業職：商社へのルートセールス、エンドユーザーへのフォロー
〈〈求人情報につきましては、当社HPにて最新情報を掲載中です〉〉
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事業概要
　当社は創業以来、自動火災報知設備や消火設備をはじめとする
各種防災システムの提供を通じて、社会に安全・安心を提供する
業界最大手メーカーです。電気機械システムを主とし、火災によ
る被害を防ぐため、住宅・超高層ビル・トンネル・プラント・文
化財等様々なフィールドで事業展開しています。

技術の要・一貫体制
　創業から 100 年に渡り目指し続けているのが「火災被害ゼロの
世の中」の実現です。そのため、当社は製品を開発し営業するだ
けでは終わりません。『創る』『売る』『設置する』『維持管理する』
のフローで、各スペシャリストたちが徹底した品質管理のもと製
品への責任を持つ、一貫体制を築いています。全工程を自社で行
うことで、基礎研究や実験結果による知識・ノウハウだけでなく、
現場の声（顧客ニーズ・施工性・メンテナンス性）を反映させた
技術開発を可能としています。製品の中には、平成26年にグッド
デザイン賞金賞を受賞したリング型表示灯付発信機や、業界内で
先駆けて開発した画像処理煙検知システム・火災予兆検知システ
ム等も多数存在します。現在は 800 を超える特許を取得し、高い
技術力で複雑化する災害へチャレンジし続けています。

　今後は業界の牽引役として今後AI や IoT 等を活用し、時代の
変化に伴い広がる火災リスクを予防する「次世代防災」システム
を創造していきます。

納入物件例
青函トンネル／三十三間堂／福岡ヤフオク！ドーム／羽田空
港／渋谷ヒカリエ／東京駅／歌舞伎座／東京電機大 3キャン
パス　等

〉〉OB・OG 採用情報

在藉数：60名（平成 29年 8月現在）
専攻学科： 電気電子工学／機械工学／ロボット・メカトロニクス学　

他多数
活躍部署：生産／施工管理／研究開発／システム技術　他（人数順記載）

防災業界最大手メーカー
高い技術力で火災から 
生命・財産を守ります

能美防災株式会社 企業プロフィール
社　　　名 能美防災株式会社
本　　　社 〒 102-8277 
 東京都千代田区九段南 4-7-3 
 TEL：03-3265-0215　FAX：03-3265-0420
U R L https://www.nohmi.co.jp/

製品例

 リング型表示灯付発信機（平成26年グッドデザイン賞金賞）

人の目で火災を発見した際操作する発信機。壁から飛び出してい
たランプをフラットにし、発信機を囲うことでデザイン性と夜間
の操作性を向上。

実験施設例

 泡消火実験

埼玉県熊谷市にあるメヌマ工場実験棟の様子。2017 年リニュー
アルした当実験棟は PR施設の他にも、世界でも最先端の「炎か
ら出る赤外線の分光放射を測定する装置」など、要素技術に突出
した設備が充実している。

卒業生・常務取締役

市川 信行
昭和 56年 工学部第一部電気通信工学科卒業
昭和 56年 能美防災株式会社入社
平成 10年 研究開発センター感知システム研究室長
平成 24年 取締役　技術本部長
平成 28年 常務取締役（現在に至る）

卒業生

瀧島 敦
平成 25年 工学部機械工学科 

藤田聡教授研究室卒業
平成 25年 能美防災株式会社入社 

火報設備本部（現在に至る）
仕事内容 火災を見つける感知器や、信号を受

け取る受信機などの施工管理
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フクダ電子株式会社

最先端の医療機器を通じて、
たくさんの人の健康を支える。
やりがいが成長につながる。

社　　　名 ネグロス電工株式会社
本社所在地 〒 136-0071
 東京都江東区亀戸 2-40-1
 TEL：03-5628-7111　FAX：03-5628-7131
U　 R　 L http://www.negurosu.co.jp

卒業生・創業者

福田 孝
1916年 現・千葉県印西市に生まれる。
1942年 電機学校卒業。
東京電機大学千葉ニュータウンキャンパスに福田記念国際交流
センターを寄贈。
東京電機大学の評議員、東京電機大学ME会の初代会長等歴任。

会社紹介
　フクダ電子の歩みは、国産第一号の心電計開発から始まりまし
た。そして、1939 年の創業以来、医療機器専門メーカーとして社
会的使命に徹し、ME機器の開発を通じて、医学と医療技術の進
歩に寄与することを経営理念としてまいりました。これからも人々
の健康に貢献できる医療イノベーションを創出してまいります。

「世界で最も信頼されるブランド」を目指し、
医療機器を開発
　フクダ電子グループは、80年にわたり、呼吸・循環器系医療機
器の製造・販売を行ってきた医療機器専門メーカー。「高機能で信
頼性が高く取り扱いが簡単、しかも低コストの医療機器の開発と
普及」がモットーです。医療現場のニーズに「使いやすく、人に
優しい」医療機器を提供できるよう、開発・販売・サービスに取
り組み、「世界で最も信頼されるブランド」を目指します。

シェアNo.1 の心電計、業界屈指の強力な
販売・サービス体制
　国内シェアNo.1 を誇る心電計をはじめ、生体情報モニタ、
AED、心臓ペースメーカー、カテーテル、人工呼吸器、超音波画
像診断装置、血圧脈波検査装置、在宅用酸素濃縮器など数々の高
品質な製品を市場に送り出しています。

フクダ電子アリーナ
　スポーツを愛する人々をサポートするために、千葉市蘇我球技
場のネーミングライツの取得に至りました。プロスポーツへのス
ポンサーやCSR活動を通じて、地域貢献ならびに企業価値向上に
取り組んでいます。

企業プロフィール
社　　　名 フクダ電子株式会社
代　表　者 代表取締役会長　福田 孝太郎 
 代表取締役社長　白井 大治郎
本　　　社 〒 113-8483　東京都文京区本郷 3-39-4 
 TEL：03-3815-2121（代）
U R L http://www.fukuda.co.jp/
設　　　立  1948年 7月6日（1939年 7月「福田特殊医療電気

製作所」として創業）
資　本　金 46 億 2,160 万円

〉〉採用情報
〒 113-8420　東京都文京区本郷 2-35-8
TEL： （03）3815-2121（代） 

（03）5684-1551（採用窓口）
フクダ電子採用ホームページ：http://www.fukuda.co.jp/recruit/new/

当社の強み
　フクダ電子は病院向けの検査・治療機器をはじめ、AED
や在宅医療も展開しています。また、全国 200 拠点以上を誇
る業界最大規模の販売網を有しています。

沿　　革
1939 年 　 福田孝（前取締役会長）が東京都文京区に「福田特殊医

療電気製作所」を創業。

1951 年 　 国産初の熱ペン直記式心電計を開発。

1969 年 　 フクダ医療電機株式会社（代表取締役 福田統治）と合併。
社名を「フクダ電子株式会社」と変更。

1988 年 　 国産初の本格的な LANによる生体情報モニタを開発。

1995 年 　 ISO9001 の認証を取得。

2003 年 　 ISO14001 の認証を取得。

2009 年 　 ISO/IEC 17025 の認定を取得。

2014 年 　 創業75周年記念フクダ電子メディカルフェアを全国6カ所
（九州、東京、北海道、名古屋、大阪、東北）にて開催

事業内容
 医用電子機器の開発・製造・販売および輸出入
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卒業生　村田 真悟さんのコメント

いまの仕事について

　現在は、電鉄や公共施設の受配電盤の電気設計を担当して
います。主に営業、技術がお客様と打ち合わせをして決定し
た仕様をもとにして、お客様設備に対して安全に安定した電
力供給を行えるように、どのような制御や保護を行えばよい
かを考え、回路設計を行います。社会生活を支えるインフラ
設備を止めてしまえば多くの人の生活に影響が出てしまうの
で、受配電盤の設計業務は非常に責任のある仕事だと感じて
います。

明電舎の仕事の魅力

　自身が試行錯誤して設計した製品が実際に工場で製作され
て、思った通りに動いたときはとても達成感を感じることが
できます。また、明電舎は重電メーカーであり、社会インフ
ラを支える使命があります。そのような使命感を持って、重
要な設備の設計に携われることは誇りに思いますし、自分が
設計した製品が鉄道や公共施設等、普段から多くの人が利用
する場所に電気を供給し、社会インフラを陰で支えていると
いう実感を持つことができるので、そこに仕事の面白さがあ
ると思っています。

〉〉採用連絡先

人財開発室　採用推進課（担当：草川）
TEL：03-6420-8504　E-mail：saiyou@mb.meidensha.co.jp
URL：http://www.meidensha.co.jp/saiyou/pages/index.html

私たちの生活のあたりまえを 
「あたりまえ」にするために

株式会社 明電舎 企業プロフィール
社　　　名 株式会社明電舎
本　　　社 東京都品川区大崎 2丁目 1-1 ThinkPark Tower
U　 R　 L http://www.meidensha.co.jp/
創　　　業 1897 年
事　業　所  沼津（静岡県）、太田（群馬県）、名古屋（愛知県）、

甲府（山梨県）他
職　　　種  パワーエレクトロニクス、電気電子機器の開発・設計、

メカトロ製品の開発・設計・試験及び電気工事　他

会社について

明電舎は重電専業メーカーです。創業明治30（1897）年以来、
約 120年にわたって電気エネルギーに関わり、発電所や変電
所の発電機や変電設備をはじめとした電気機器と、電気を効率
よく使うための電力制御システムを製造しています。明電舎の
製品は社会インフラを中心に電気を使うすべての業種で使われ
ています。特に電力会社、下水処理場、鉄道では多数の当社製
品が活躍しています。

▲ 本社

ダイバーシティへの取り組み

 両立支援制度
育児介護休職制度
在宅勤務制度、新幹線通勤制度
保育園送迎費用補助　他

 育休復帰率 100%（2016年度）

卒業生・東京電機大学同窓会 第24代会長
水・環境システム事業部
PPP事業推進部

相原 浩一
Aihara Koichi

1982年 東京電機大学理工学部経営工学科卒業

卒業生
システム装置工場
電気設計部　変電設計課

村田 真悟
Murata Shingo

2015年 大学院工学研究科電気電子工学専攻修了
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事業紹介
　理研計器はガス検知・警報器のパイオニアとして、100種類にの
ぼる製品を世界約60ヵ国に供給しています。特に、産業用ガス検知・
警報器の分野においては業界トップクラスのシェアを誇り、この分
野におけるリーディングカンパニーとして知られています。
　ガス検知・警報器といっても、馴染みが薄いかもしれません。し
かし、これらの製品は産業と暮らしになくてはならないものなので
す。目に見えないガスから様々な環境で働く人々の命や安全を守る、
安全管理に欠かせない製品を世に送りだしてきました。
　当社製品が活躍する場所は、半導体工場・自動車工場・食品工場
といった各種工場や、企業・大学の研究所、石油コンビナート、建
設現場や、下水道、トンネルといったインフラ設備まで多岐にわた
ります。「メイド・イン・ジャパン」の製品を通して、成長するアジ
アや次なる新興国の安全を支えています。

求める人材像
　当社が求めるのは、チャレンジ精神を持って仕事に取り組むこと
ができる人です。今後、既存の事業領域を守っていくだけではなく、
海外へと積極的に打って出ていく必要があるからです。そこで必要
となるのは、既成概念にとらわれず、自ら高い目標をもって行動で
きる自立型の人材にほかなりません。また、当社の経営理念である
「人々が安心して働ける環境づくり」に共感し、こうした領域での社
会貢献に意欲を持った人を強く求めたいと思います。

＊ 東京電機大学小谷誠元学長には当社技術顧問、社外監査役を長きにわたりお務
め頂くほか、多くの卒業生が活躍しております。

〉〉採用情報
採用活動は随時行っております。
ご興味がある方は下記連絡先にご連絡ください。
〒 174-8744　東京都板橋区小豆沢 2-7-6
TEL：03-3966-1143
採用専用メールアドレス：recruit@rikenkeiki.co.jp
URL：http://www.rikenkeiki.co.jp/saiyo/index.html
総務部人事課　採用担当

「人々が安心して働ける環境づくり」 
を永久のテーマとして 
社会の発展に貢献します

理研計器株式会社 企業プロフィール
社　　　名 理研計器株式会社（東証一部上場）
本　　　社  〒 174-8744 

東京都板橋区小豆沢 2-7-6 
TEL：03-3966-1121 
FAX：03-3966-3066

U R L http://www.rikenkeiki.co.jp/

沿　　革

昭和13年 　 財団法人理化学研究所において発明開発された光
学式ガス検定器、光弾性実験装置、その他精密機
械を製造販売するため、理研産業団が富國機械株
式会社を買収し、同研究所辻研究室の特許実施権
を得て、光学式ガス検定器、光弾性実験装置の製
造販売を開始

昭和 14年 　 「富國機械株式会社」の商号を変更し、「理研計器
株式会社」として設立

平成 27年 　 埼玉県春日部市に開発センターを新設 
第 1回東京都女性活躍推進大賞を受賞

平成 28年 　 「光弾性実験装置」が、日本分析機器工業会（JAIMA）
および日本科学機器協会（JSIA）より、「分析機器・
科学機器　遺産」として認定

平成 29年 　 創業地　板橋区に本社新設（9月竣工）

▲ 本社（平成 29年 9月竣工）

事業内容

 毒性ガス用検知・警報器

 酸欠事故防止用ガス検知・警報器

 ガス爆発防止用検知・警報器

 環境測定用各種測定器

 表面分析装置他各種分析計
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世界中から注目される秋葉原
発端はTDU

Oh! Akihabara! 

世界有数の電気街、秋葉原、通称「Akiba」。秋葉原は約70年前の第二次世界大戦の終戦直後に、当時まだ貴重だったラジオ

を組み立てるTDU学生が電子部品を争うように購入したことが発端で、急速に発展。その後、商品は洗濯機や冷蔵庫、テレビ

やオーディオ、そしてコンピュータや携帯電話などが増えて、時代の最先端の街であり続けている。さらに日本発のアニメや

コミック、アイドルグッズ、メイドカフェなど新しい文化の発信地としても世界中から注目され、多くの観光客が訪れている。

新しい時代を発信し続ける秋葉原の育ての親は、TDUだと自負している。

Contributed to 

Japan’s 

PC Boom

機械式だった計算機を電気で動かそうと、1942年にデジタルコンピュータが誕生しエニアック等が続いたが、部屋一杯の大
きさと重量で膨大な電気を使用。その後プログラムを内蔵させるノイマン型コンピュータ、さらにトランジスタ、IC、LSIの
発展とともに小型化。ついに1977年、アップル社がマイクロコンピュータを発表し、個人が入手できる時代が到来。

実は、日本のパソコン創成期をリードし、その拠点となったのはTDU。安田寿明教授（当時）の『マイ・コンピュータ入門』
（1977年、講談社ブルーバックス）など3部作が“バイブル”となり、NECのPC-8001の発売とともに本格的な大ブームに。
TDUはマイ・コンピュータのメッカとなり、IT業界では「石を投げればTDU卒にあたる」と言われるほどになっている。
随所で多くの卒業生が活躍している。

パソコン創成期を
リードしたTDU
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” 技術職人” 募集中

応募方法　新卒:マイナビもしくはEmail / 中途：Emailにて受付
連絡先　　総務部　採用担当

Email:saiyo2019@astrodesign.co.jp
TEL:03-5734-6300　FAX:03-5734-6101

新卒・若手・中堅・ベテラン技術者を募集しています
自分が得意な分野で羽ばたきませんか？

日本の技術を全世界へ！

” 技術職人” 募集中
新卒・若手・中堅・ベテラン技術者を募集しています

自分が得意な分野で羽ばたきませんか？
日本の技術を全世界へ！

1977年 
1979年

 
1985年

1990年
 
1994年 
1995年 
2005年
 
2007年 
2010年
 
2012年 
2013年
2017年 

電子機器の設計開発会社として東京都大田区田園調布に設立
世界に先がけてプログラマブルビデオ信号発生器を開発
アストロデザインの技術力を代表する製品としてその後の技術的
方向を定めるとともに、会社発展の基礎となる
技術力を評価され、日本放送協会(NHK)からの依頼でHDTV関連機
器の開発を開始
バーチャルスタジオの基礎となるシンセビジョン(クロマキー用背
景連動装置)を開発、販売を開始
MPEGエンコーダを開発、出荷を開始
世界初のHDTV用デジタルクロマキー装置を開発/販売を開始
日本放送協会(NHK)からの依頼で、スーパーハイビジョン用映像
処理装置、光伝送装置を開発
東京都大田区南雪谷の現住所に本社を移転 
高解像度市場の拡大を目的としてカメラをはじめ、レコーダー
など4K製品を拡充
アメリカ現地法人「ASTRODESIGN,Inc.」をシリコンバレーに設立
8K本放送の開始や、応用市場の拡大を見据え、8K製品を拡張
プログラマブル信号発生器の考案と永年の技術開発の貢献により、
鈴木茂昭が「第65回　電気科学技術奨励賞」を受賞

沿革事業内容
　高速デジタル信号処理技術を中核に据え、映像/画像機器およびソフ
トウェア、HDTVスタジオ機器、デジタル放送関連機器、ディスプレイ
計測機器の設計、製造、販売および通信/制御/計測に関するモジュール･
システム等の販売をしています。
　特に、映像信号処理アルゴリズムの開発（高速デジタル信号処理）に
注力し、膨大なデジタル信号をいかにリアルタイムで処理できるかを考
え続けています。

■超高精細映像の最先端技術を切り拓く
2020年東京オリンピックに向けて、8K放送が急ピッチで進められてい
ます。
当社では、愛知万博の会場内中継でも使用された8K光伝送装置や、色
補正/調整用カラーグレーディング装置、記録媒体に信頼性の高い半導
体を使用した8K/4K兼用レコーダー、超小型カメラ、液晶モニタなど、
8K/4Kの撮影や編集に欠かせない機器類を次々に送り出しています。

会社紹介

　アストロデザインは、8K/4KやHDなど幅広く映像関連機器を開発・販売しているBtoB企業です。ビデオ信号発生器やアナライザ、カメラ、
レコーダー、モニタなど多くの製品群を持っています。
　創業当初より｢自社ブランド｣の製品開発にこだわり、「お客様に必要とされる製品はどんな物か」を自ら考え、自信を持って提案ができ
る製品を開発します。また、一つの製品を少人数で開発する特色があり、開発の様々な過程に携わることができます。「何でも自分でやっ
てみたい！」という技術職人が集まっています。ひとつのことに対して突き詰めるのではなく、幅広く様々なことを突き詰めながら「作り
たいモノを作ることができる会社」です。

創業者・現社長「代表取締役社長  鈴木 茂昭」
・学校法人東京電機大学評議員、同経営同友会副会長、一般社団法人東京電機大学校友会理事
・電子回路設計を専門としていた「技術屋社長　鈴木茂昭」が1977年に創業
独立後、他社との差別化や付加価値をつけるために自社製品を作ることを決断しました。
技術屋としてのプライドを持って「技術をモノに変えて売る」ことを実践し、大手が手掛けない分野で自社
開発に日々挑戦し続けています。

東京電機大学 卒業生一覧

鈴木 茂昭
三原 勉
高橋 洋一
峯澤 意卓
浮ヶ谷 文雄
山口 進
小野 浩司
西 寛
前久保 光
海老原 豊
吉川 和博
福地 流星
松本 尊彦
小泉 和誉
石川 義晃
有馬 龍穂
兒玉 未央
佐藤 圭介

代表取締役社長(創業者)
常務取締役
常勤監査役
営業参与
技術顧問

サービスセンター
回路設計(技術部長)

回路設計(製品プロジェクトリーダー)
回路設計
回路設計
回路設計
回路設計
回路設計

回路設計/ソフトウェア開発
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発

筐体設計
筐体設計

名前 現在業務 学科(専攻)
電気通信工学科
電子工学科

電気通信工学科
電気通信工学科
工学研究科

電気通信工学科
電気通信工学科
電子情報工学科
電子工学科
電子工学科

電子情報工学専攻
情報環境学科
機械工学専攻
機械情報工学科
電子工学科

情報通信工学科
精密機械工学科
機械工学科

応募方法　新卒:マイナビもしくはEmail / 中途：Emailにて受付
連絡先　　総務部　採用担当

Email:saiyo2019@astrodesign.co.jp
TEL:03-5734-6300　FAX:03-5734-6101

卒業生 18名
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【国際宇宙ステーション（ISS）から地球を撮影した超高感度4Kカメラシステムに
                                                                                                        当社の４Kレコーダーと４Kモニターが使われました】

【海洋研究開発機構 JAMSTECの深海探査ロボットPICASSOに8Kカメラを搭載し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    海洋微小生物の撮影を行っています】

Topics　　　　         ＜ 宇宙から深海まで活躍しています！ ＞

“ 超高感度4Kカメラと若田宇宙飛行士 ”

　2015年10月に国立研究開発法人 海洋研究開発機構様の深海生物追跡調査
ロボットシステム『PICASSO(ピカソ)』に当社の8Kカメラを搭載し撮影に成
功しました。
　8Kカメラは深海にも耐えられる耐圧容器に8Kカメラヘッドと光伝送装置
を組込みPICASSOに搭載、船上へは光通信で8Kの映像データをリアルタイム
に伝送しました。
　船上ではPICASSOから送られたデータをカメラコントロールユニットへ入
力し8Kの映像を出力、現場では4Kにダウンコンバート、もしくは8Kからの
切出し映像を4Kモニターへ出力し確認しました。
　生物調査用の撮影では顕微鏡で見ているような詳細な画像、また海底にお
いても今まで以上に情報量の多い映像の撮影を行うことができ、今後の8Kカ
メラによる深海の撮影に期待が持てる結果を得ることができました。

　現社長が創業して41年目になりました。
　創業時、映像は進化し続ける面白い分野だという思いで映像機器の開発を中心に、常に他社に先駆けて
新しい物を世に出していくというマインドでやってきました。
　近年では、スーパーハイビジョン技術(8K技術)の開発を手掛けています。
NHKが2020年に8Kテレビの普及を目指して進めています。
　放送以外にも医療や監視及び科学の分野にも役に立つアプリケーション
を追及しています。
　その一環として宇宙船と深海探査艇に採用されています。

　超高感度4Kカメラシステムは、NHKとJAXAが共同で準備を進めてきた
宇宙用のカメラシステムです。

「提供：国立研究開発法人 海洋研究開発機構」

「クレジット：JAXA/NASA」

主な開発製品

HDMIテスタ

デジタルビデオ信号発生器

8Kカメラヘッド

8K SSDレコーダー
4Kウェーブフォームモニタ

8K 4K
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※【セコム（株）】卒業生 47名在職（2017/9/1 時点）
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ものづくりから、街づくりを支えるメーカー
職種別採用で叶える夢がここにある！
サービスエンジニア職 生産技術職 開 発 職

ロボット・メカトロニクス学科 ロボット・メカトロニクス学専攻
谷口 雅崇 さん （2017年卒業）

精密機械工学科
松尾 拓樹 さん （2005年卒業） 水木 和磨 さん （2015年卒業）

【ロボット・メカトロニクス学科】
鈴木 健太 さん（2016年卒業）
若林 隼 さん（2016年卒業）

【機械工学科】
山下 貴弘 さん（2016年卒業）

【ロボット・メカトロニクス学専攻】
橋本 竜一 さん （2016年卒業）
柳澤 辰哉 さん （2014年卒業）

【機械工学科】
川淵 直人 さん （1992年卒業）

【産業機械工学科】
亀井 耕一 さん （1989年卒業）

東京事務所  東京都墨田区亀沢2丁目4番12号 タダノ両国ビル TEL.（03）3621-7777
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『技術商社』だからこそ！
　世界にただ一つのソリューションを展開

東京電機大学OB・OGが　
　５０名以上活躍しています。

インターンシップや説明会に
お気軽にお越しください。

西川計測株式会社
東証 JASDAQスタンダード上場

東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5F

営業拠点　　国内13拠点
従業員　　　　426名
2017年6月現在（契約社員・パート含む）

職種紹介　
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）
<地域限定職 >
営業事務職　　  （事務）
スタッフ企画職（事務）

エンジニアリングソリューション
「計測」「制御」「分析」のエンジニアリング商社として、
多種多様なお客様に最先端の技術と製品を提供しています。

システム
設計・施工

ソフトウェア
開発・販売

メンテナンス・
保守

ネットワーク
構築

計測器・
分析機器
の販売

機器操作・
トレーニング・

講習

多種多様な
お客様

最適
なソリューションの提供

お客
様の

ニ
ー
ズ

パートナー企業

製品仕入

情報提供

制
御
機
器
・
計
測
器
メ
ー
カ
ー

分
析
機
器
メ
ー
カ
ー

【お問い合わせ先】西川計測株式会社　総務人事部
TEL 03-3299-1331　E-mail : jinji@nskw.co.jp

インターンシップ・就職情報はこちら▶

2012年 工学部卒
システムエンジニア

1978年 工学部卒
取締役　田中 英一

2016年 未来科学部卒
ソフトエンジニア
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