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―新庄中核工業団地立地企業協議会のご紹介― 

 

「新庄中核工業団地」は、東京ドーム４４個分の２０７ヘクタールの用地に５５社が立

地している最上管内最大の企業集積地です。 

立地している企業は、製造業、建設業や運送業等広範にわたり、身近な製品・部品から

大気汚染物質の自動測定装置や人工衛星の部品、東京スカイツリーの内外装の金属パネル

や建材などの製造、建物の建築や道路などインフラの整備、物流等様々な業種の企業が立

地し、人々の暮らしを支え、地域経済に貢献しています。 

また、管内市町村はもとより、管外の方々も団地内の企業で就労しており、２８年４月

の立地企業の全従業員数は約１千７百名と雇用の面でも大きな役割を担っています。 

「新庄中核工業団地立地企業協議会」は、団地内の企業４５社が加入しており、これま

で、団地内の美化・緑化等の環境整備、資源リサイクル運動や社員研修等に取り組んでき

ましたが、今年度から、新たに、行政等関係機関とも連携し、従業員の確保や働きやすい

環境づくり等に向けた取り組みを開始しました。 

このたび、この取り組みの一環として、地域の児童・生徒をはじめとする多くの方々に

企業を知ってもらうとともに、最上地域の将来を担う人材育成のための学習の場としてご

活用いただけるよう、会員企業の工場・事業所の見学等の受入を行うこととしました。 

学校等のご要望に応じた形で対応するオーダーメイド型の受入体制をとりましたので、

学校の行事・授業や先生方の研修等でご活用いただきますようご案内申しあげます。 

なお、初めての試みでもあり、まだ、対応可能な企業も一部となっておりますが、今後、

実際にご活用いただく中で、ご意見等を頂戴しながら、さらに、内容等を拡充していきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

平成２９年３月 

 

新庄中核工業団地立地企業協議会 
会 長 

（株式会社山形メタル代表取締役） 
庄 司 正 人 

 
副会長・雇用確保分科会長 

（株式会社新庄エレメックス代表取締役社長） 
阿 部 孝 義 
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別紙

1 東北金属興行株式会社 非鉄金属再生処理

2 株式会社新庄エレメックス 自動車部品及び半導体デバイス

3 大和工営株式会社 測量・設計

4 有限会社新庄石油 給油所

5 セコム株式会社 新庄営業所 警備保障

6 株式会社ユアテック 新庄営業所 電気・通信設備工事

7 日立建機日本株式会社 新庄営業所 重機製作・修理

8 株式会社佐藤運送 陸上貨物運送

9 株式会社モリタ興産 山形工場 ＯＡ機器部品

10 株式会社ヤマムラ 建築設計・施工、木建材販売

11 浪速運送株式会社 山形センター 陸上貨物運送

12 株式会社エッサム 新庄工場 事務用品、印刷

13 ケーイービー・ジャパン株式会社 新庄工場 産業用機械制御機器

14 株式会社シントー 山形工場 ＯＡ機器部品

15 白石電機株式会社 電子部品

16 株式会社マスコエンジニアリング 山形工場 自動車部品及び試験研究開発

17 有限会社グリーンバレー 皮革製品

18 株式会社技研山形 工業用炉・焼却炉

19 株式会社ムトウ 新庄工場 金型製造

20 山形東亜ＤＫＫ株式会社 環境用計測機器

21 松栄電気システムコントロール株式会社 制御盤、分電盤

22 株式会社佐藤商会 カレンダー、団扇、タオル

23 株式会社渡会電気土木 新庄営業所 電気・通信設備工事

24 山形いすゞ自動車株式会社 新庄営業所 自動車販売修理

25 株式会社高速 新庄営業所 食品包装プラスチック容器卸

26 株式会社ダイユー 自動車用シート縫製

27 山形酸素株式会社 新庄営業所 高圧ガス卸・ドライアイス

28 株式会社マルカ 新庄営業所（マルカ特殊基礎工事） 建設汚泥土壌改良

29 株式会社ヨコタ東北 食品用プラスチック容器

30 マルミツ産業株式会社 清掃ゴミ収集

31 株式会社セキノ興産 新庄店 建築外装材販売

32 高楯自動車株式会社 新庄店 自動車用板金塗装

33 株式会社ハザキエンジニア マイクロカメラモジュール

34 有限会社トーワホーム 住宅用建設資材

35 東舗工業株式会社 一般・高速道路等舗装工事

36 ヤマト運輸株式会社 新庄中央センター 陸上貨物運送

37 株式会社バイタルネット 新庄営業所 医薬品・医療機器卸売販売

38 株式会社山形メタル 板金加工、塗装、建築内外装パネル

39 株式会社オールクリエーション 山形工場 食鳥処理加工

40 東北王子運送株式会社 山形新庄営業所 陸上貨物運送

41 協和木材株式会社 製材業

42 チコーエンジニアリング株式会社 電気設備工事

43 株式会社富士ソーイング 婦人服

44 株式会社富士電気工事 電気設備工事

45 株式会社ヤマトテック 金属表面処理加工

注）網掛けは「オーダーメイド見学会」対応企業

新庄中核工業団地立地企業協議会　会員企業一覧（45社）

企　　　業　　　名 業種もしくは主要製品
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新庄中核工業団地オーダーメイド工場見学会申し込み方法等 
 

○ 見学等受入可能な企業は別添一覧表のとおりです。また、「見学会等対応企業紹介表」

を作成した企業もありますので、詳細な企業情報はそちらも参考にしてください。 

○ 一覧表に掲載されていない企業でも、見学受入可能な場合がありますので、個別に、

ご相談ください。 

 

【申し込み方法】 

１ 申込先 新庄中核工業団地立地企業協議会事務局 斎藤事務局長 

住 所：〒996-0053 新庄市福田山 711-14 

電 話：０２３３－２２－４９８９ 

 ※電話受付は月・水・金の 13 時～17 時のみとなります。 

ファックス：０２３３－２２－４９８７ 

Ｅ－ｍａｉｌ：stkdrkk@y-metal.co.jp 

２ 申込時期及び内容 

・原則として、見学希望日の１カ月前までに下記の事項をお知らせください。 

・不明な点等ありましたら個別にご相談ください。 

 Ａ 見学希望企業指定有り Ｂ 見学希望企業指定無し 

一社見学 

①企業名 

②日時（スケジュール） 

③見学者人数 

①希望する業種等 

②日時（スケジュール） 

③見学者人数 

・事務局が、該当企業の受入の可否を確認のうえ、申込者に連絡します。 

・受入決定後は、原則、申込者が当該企業と直接詳細調整していただきます。 

複数社見学 

①企業名 

②日時（スケジュール） 

③見学者人数 

①希望する企業数・業種等 

②日時（スケジュール） 

③見学者人数 

・事務局が、申込者のご要望に沿って、各企業との調整を行います。 

＜複数社見学で想定しているパターン例＞ 

①同一グループで複数社を順次見学（Ａ社→Ｂ社→Ｃ社…） 

②複数グループに分かれ同時間帯で別々の企業を見学（グループワーク） 
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2017年3月31日 改定 (Rev.9)　

 「新庄中核工業団地　立地企業協議会」　見学会企業紹介票 の纏め 新庄中核工業団地立地企業協議会　

雇用確保分科会　

株式会社
エッサム

株式会社
技研山形

有限会社
グリーンバレー

ケーイービー・
ジャパン
株式会社

株式会社
新庄エレメックス

株式会社
シントー

山形工場

株式会社
ダイユー

新庄市福田山711-100 新庄市福田山711-119 新庄市福田山711-112 新庄市福田山711-103 新庄市福田山711-36 新庄市福田山711-54 新庄市福田山711-170

 0233-23-0071  0233-22-2207  0233-23-1331  0233-29-2800  0233-23-1566  0233-22-6557  0233-23-1101

 0233-28-2023  0233-22-2672  0233-23-2858  0233-23-0071  0233-23-1130  0233-22-9559  0233-29-2410

 http://www.essam.co.jp/  http://www.giken-yamagata.co.jp  http://www.luego.jp/  http://www.keb.jp/
 http://
　shinjyo-elemecs.co.jp/

 http://
　shinjtoh.co.jp/

 http://www.daiyu-seat.co.jp

新庄総務課 工場長代理 代表取締役 総務財務部 管理部 総務 管理課

佐藤　英也 鷹濱　学 小川　太之 合田　紀彰 矢口　健司 大場　雪華 安食　二美子

takahama@giken-yamagata.co.jp ogawa@greenvalley.co.jp noriaki.gouda@keb.jp yaguchi.kenji@mtex.co.jp y-ooba@sintoh.co.jp h_ajiki@daiyu-seat.co.jp
高橋　恵子 荒木　悦子 斎藤　直子

araki.etsuko@mtex.co.jp n_saito@daiyu-seat.co.jp
基本：10名程度 4～5名 20名 3名 25名 2～3名 25名

小学生 ○ ○

中学生 ○ ○ ○ ○

高校生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 専門学校生 ○

時期相談 不可 繁忙期以外 不可 7，8月 時期相談 不可

小学生
中学生 ○ ○ ○

高校生 ○ ○ ○ ○

大学生 ○ ○ ○

その他 専門学校生

120名 25名 17名 28名 135名 26名 232名(本社：121名)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 問合せ先　：　新庄中核工業団地立地企業協議会/斎藤事務局長　 TEL ： 0233-22-4989，E-mail ： stkdrkk@y-metal.co.jp　　または各企業の窓口の方
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校 種

校 種

①自動車用部品
　・パワーステアリング用シャフト
    （油圧式と電気式）
　・トルクコンバーター用部品
　・アンチロックブレーキシステム用
    部品など
②樹脂成型部品
　デジタルカメラなどで「光を電気
  信号に変えるイメージセンサー」
  を取付ける部品
　・デジタルカメラ用、監視カメラ用，
    車のバックモニター用など

トイレ利用可否

・企業・製品の説明，工場見学：20分
  が基本コース（個別相談対応可）
・一回の受入可能人数は2～3名が
  基本（個別相談対応可）
・工場では射出成形機、組立ライン，
  完成品，サンプル品の見学が可能

・企業・製品の説明：10分，工場
  見学：40分，質疑応答：10分が
  基本コース
・自動車用部品及び樹脂成型
  部品を製造ラインや各工程ごとの
  製造サンプルも見学可能
・帽子着用（全工程）やマスク
  着用(会社準備)

受入時期

 安全で安心して働ける明るい会社
 （職場）つくり

業　種

従業員数

①自動車シートの表皮縫製型紙
   データ作成⇒裁断⇒縫製を一貫
   生産
②取扱メーカー：ホンダ・トヨタ・
   スズキ・日産・スバル
③昭和５４年創業、平成10年
　　新庄中核工業団地進出
④国内拠点：本社工場・ 上工場・
   村山工場・米沢工場・埼玉事業
所・
   鈴鹿事業所・静岡事業所
⑤海外拠点：
      中国：3法人・タイ：1法人

キーワード

①各産業分野の機器に使用する
   電磁クラッチ・ブレーキの設計・
   製造・販売
②減速機・モータ駆動ユニット、
   インバータ等を販売
③ドイツ Karl E. Brinkmann　GmbH
   のグループ企業であり、アジアの
   生産拠点として海外と取引

①各種炉（工業炉、焼却炉、試験炉
   等）及びそれに附帯する設備の
   製缶工事・耐火物工事
②各種防音壁、各種タンク、大屋根
   用特殊二次部材、鉄骨及び補助
   材、ステンレス各種加工
③各種据付工事
④各種設計業務

　缶体製作から耐火材の設計、施工
　までを一貫施工により、従来それ
　ぞれの工場で別々に施工していた
　工事を集約し、工期面、コスト面で
　お客様に貢献

　インターン
  　    シップ
　受入可否

氏　名

 事務用品、印刷、財務会計システ
ム

・企業・製品の説明：10分・工場
  見学：50分が基本コース
・事務用品製造部門とシステム
  部門ともに見学が可能

　事業概要

①革小物製品（財布・名刺入・キー
   ケース・カードケース等）の製造・
   販売
②全ての工程（革仕入れ→裁断→
   革漉き→組立縫製→検品出荷）
   を自社工場で行う
   （国内で一貫性生産をしている
     工場は非常に少ない）

①会計事務所用事務用品の開発・
   製造・販売
②一般・企業向け特注印刷
③財務会計ソフトの開発・販売
④PC・OA機器・事務所用備品の
　　販売
⑤税理士向け研修会事業
⑥貸し会議室事業
⑦飲食事業

　見学のポイント

企業名

住　所

電　話

URL

所　属

受入人数

　住所，
 　電話など

　窓口

　見学会
  　受入範囲

FAX

・企業・製品の説明：10分，工場
  見学：30分が基本コース
　　（個別相談対応可）
・一回の受入可能人数は4～5名が
   基本（個別相談対応可）
・工場では溶接作業又は耐火材
  施工を行っているところの見学が
  可能 （溶接の光が直接目に入ら
  ないように注意・配慮します）
・工場に入る時はヘルメット着用
   （会社で準備）。

・企業・製品の説明：10分・工場
  見学：30分が基本コース
・工場では部品の製作工程から
  製品が完成まで見学可能

・企業・製品の説明：15分・工場
  見学：30分程度が基本コース
・裁断機・革漉き機等機械付近の
  見学の際は十分注意

　　プラスチック製品，トナーユニット

・企業・製品の説明：20分，工場
  見学30分・質疑応答10分が
  基本コース
・自動車シートの裁断から縫製まで
  見学可能
・見学時は上履き自持必要

 自動車部品（シート）

①プラスチック製品の製造・組立
②金型設計支援、加工
③OA機器部品
④電気機器部品
⑤工業用精密部品
⑥自動車部品



大和工営
株式会社

株式会社
ハザキエンジニア

株式会社
マスコ

エンジニアリング

株式会社
モリタ興産
山形工場

山形東亜DKK
株式会社

山形酸素
株式会社

新庄営業所

株式会社
山形メタル

株式会社
ヤマトテック

新庄市福田山711-43 新庄市福田山711-152 新庄市福田山711-57 新庄市福田山711-52 新庄市福田山711-109 新庄市福田山711-161 新庄市福田山711-1７ 新庄市福田山711-108

 0233-22-2422  0233-22-8791  0233-23-5555  0233-23-2511  0233-23-5011  0233-22-4900  0233-28-1011  0233-22-6678

 0233-28-2166  0233-22-8090  0233-23-5550  0233-23-1195  0233-23-5010  0233-22-8358  0233-28-1012  0233-22-6607

 http://
   www.daiwakoei.co.jp

 http://hazaki.co.jp/  http://www.msd-mfg.co.jp/  http://www.morita-kosan.jp  http://www.y-dkk.com/ http://sunene.co.jp/  http://www.y-metal.co.jp/  http://www.yamato-tec.co.jp/

専務取締役 総務課 業務管理室 業務課 業務部 総務 総務 総務部

大貫　久男 加藤　学 星川 加藤　正 加藤　秀也 岸　成美 松田　清隆 岸　謙二

honuki@daiwakoeico.jp hosikawa.norio@msd-mfg.co.jp 22tds-47ktu12@morita-kosan.co.jp kato@toadkk.co.jp h-oshikiri@sunene.co.jp tec-somu@yamato-tec.co.jp
業務課/芦原 松澤　和幸

ashihara.yukari@msd-mfg.co.jp k_matsuzawa@y-metal.co.jp
受入不可 5名 20名 10名 20名 5名 15名 10名

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 短大，専門学校 高専，短大 ○

5～9月（3名程度） 時期相談 時期相談 時期相談 5～9月 5～9月 時期相談 時期相談

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

専門学校，短大 高専，短大

25名 52名 147名 40名 116名 23名 140名 119名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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①めっき加工
　 スマートフォンなどの中に使われ
   る電子部品に当社独自の技術に
   よる金属膜を形成
　　(メッキの厚みを数ミクロン単位で
      自在に変更可能)

②プレス加工
　 電子部品の中でも特に重要な
   「コネクタ」部品のプレス加工
　　(1分間に1000回を超えるプレス
が
      可能)

 地域内でのプレス加工→めっき加
 工の生産体制の一翼を担っている

・会社の説明：10分，工場
  見学：30分が基本コース
・電子部品にめっき加工を行って
  いる工程を見学可能
・工場に入る時は帽子着用
　　（会社で準備）。
・工場内の撮影禁止

 スマートフォンや車に使われる電子
 部品，排水処理設備

・企業・製品の説明：10分，工場
  見学：30～40分が基本コース
・切断、プレス、溶接、部品加工、
  塗装部門の製造工程を見学可能
・溶接製造工程内では溶接の
  発光部は目に悪影響を与えるため
  直接見るのは禁止

昭和３８年創業、昭和６３年に新庄
中核工業団地に進出
　　「日本一の質を目指す」

①OA機器部品（プリンタ・コピー機の
    ローラー）の製造
②航空宇宙産業関連部品の製造
③通信機器関連部品の製造
④医療機器関連部品の加工
⑤エネルギー関連部品の加工

  ・複雑な形の部品をマシニングセン
　  タを使って製造
　・1個からの注文にも対応
　・一人ひとりが高い技能を持ちいろ
   いろな作業に従事できる「多能工」
   を目指している

・企業・製品の説明：10分・工場
   見学３０分が基本コース
   （個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は10名程度
  が基本（個別相談対応可）
・工場ではローラー及びマシニング
  センタのラインの見学可能
    （写真参照）
・工場に入る時は帽子着用
　　（会社で準備）。
・工場内の撮影禁止

 コピー機、プリンタ、ヒートロール、
 マシニングセンタ加工、機械加工

・企業・製品の説明：5分，工場
  見学：5分が基本コース

①建築用内外装パネル
  　(駅や構内、ビルの内外装に
      使用されるパネル)
②建設機械部品
　  (建設機械の運転席部やボン
      ネット部の板金部品）
③印刷機械部品
  　(印刷機械のフレームや制御盤、
      扉の板金部品）
④製缶部品
  　(工業機械部品に使用される
      板金部品）
⑤レーザー加工での切断部品
　　(鉄、アルミ、ステンレス)
⑥各種塗装

・企業・製品の説明：10分，工場
  見学：30分～40分が基本コース
・プレス加工から組立工程、塗装
  工程まで見学可能
・見学時は安全上、サンダル，ハイ
  ヒールなどはご遠慮下さい。
・専用帽子の着用（会社準備）

・企業説明：10分，工場見学：20分が
  基本コース（個別相談対応可）
・一回の受入可能人数は5名が基本
　 （個別相談対応可）
・工場では精密部品を検査している
  工程の見学可能
・工場室内に入る際はクリーン服に
  着替え必要（会社で準備）

製造業でないために見学の受け
入れは難しい

クリーンルーム内作業で常に一定
管理された温湿度（23℃・50％）
子育て世代の従業員多数

①自動車用機能部品（ハンドブレー
   キ、フードロック、フロアロック）の
   製造
②金属加工用金型設計、製作
③省力化装置及び溶接治具設計、
   製作

①東亜ディーケーケーグループの
   主力製造工場として平成２年に
   設立
②主な製造品目：
　  基本プロセス計測器、ラボ用
    分析機器、ポータブル分析計、
    上下水用計測器、水質用分析
　  機器、大気用分析計

①一般高圧ガス，医療ガス，LP
   ガス，灯油の販売
②住宅設備販売
③産業用機械器具販売

・企業・製品の説明：20分，工場
  見学：40分が基本コース
・環境用分析機器の製造工程が
  見学可能
・中・高校生で10名以上の見学時は
  内履き持参必要

 建築用内外装パネル、板金、塗装、
 一貫生産

 自動車部品（機能部品）  水道水、大気汚染

①産業や生活の基盤となる社会資
   本（道路・橋梁・河川堤防・ダム・
   水路や上下水道、公園など）の
   調査、測量、設計業務、及び用地
　 調査で、公共施設整備の出発と
   なる仕事
②国道、県道、市町村道の整備、
   河川の護岸整備、橋梁の点検や
   補修、下水道整備、農村環境など
   多様な施設の測量設計業務で
 　直接皆さんの生活に関係する仕
事

 今年で創立50周年を迎え、確かな
 技術力と顧客の信頼を誇りに仕事
 に励んでいる

①精密部品の洗浄・組立・加工・
   検査
②光学部品、機械、電気製品の
   組立
③製造工場全室内
　 ・クラス1,000～10,000のクリーン
     ルーム
　 ・温湿度は自動制御で常に
　 　23℃・50％を維持管理
④精密部品洗浄
　 ・2～3μサイズのゴミ、汚れまで
     洗浄可能



企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

社員状況

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

株式会社エッサム

新庄市福田山711-100　　（電話０２３３－２３－００７１）

http://www.essam.co.jp/

見学担当課（者）　新庄総務課　佐藤英也、高橋恵子

①会計事務所用事務用品の開発・製造・販売
②一般・企業向け特注印刷
③財務会計ソフトの開発・販売
④PC・OA機器・事務所用備品の販売
⑤税理士向け研修会事業
⑥貸し会議室事業
⑦飲食事業

■創業以来、一貫して会計事務所様および企業様の業務の合理化の手段を提供するため、オリ
ジナル商品の開発～製造～販売・出荷を自社で行うことで、お客様からの「信頼」を得ております。
新庄工場では、多数の生産設備を保有し、オリジナルの会計事務所向け事務用品の受注から製
造・出荷を行うエッサム唯一の製造拠点としての業務を行っております。
また、会計事務所様およびその顧問先企業様にお使い頂く、財務会計ソフトの開発と検査を最新
の環境の中で行っております。
■本社・・・東京都千代田区神田
■営業拠点・・・札幌、仙台、新庄、大宮、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、熊
本の主要13都市

■新庄工場・・・ １２０ 名　（男性 ６３ 名、女性 ５７ 名）
■女性社員の比率も高く、和気あいあいとした職場です。
■新庄市からの通勤者が最も多く約 70 名で、大蔵村等最上各町村から通勤している社員がほと
んどです。
■新庄神室産業高校（旧新庄工高 新庄農高 真室川高含む） 新庄南高校（旧金山高含む） 新

【校種】

（受入可能時期 要相談 ）

（受入人数１０名程度）

（専門学校生 ）

【校種】 （専門学校生 ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

先輩社員
メッセージ

製造本部製造課 製本加工担当　氏名：星川一輝（入社2年目）
■たくさんの先輩社員に指導頂きながら、日々忙しく作業を行っていま
す。難しい仕事も任せてもらえるようになり、緊張する事もありますが、自
分が携わった商品が出荷されていくのを見たり、お客様の役に立ってい
る事を考えると、苦労も忘れてしまいます。
　休日は、好きな野球等のスポーツを楽しんだり、ドライブや買物にでか
けたり、充実した毎日を過ごしています。

キーワード
※見学してもらうために企業の業務を特長づけるキーワード
事務用品、印刷、財務会計システム、…

見学の
ポイント

■新庄神室産業高校（旧新庄工高、新庄農高、真室川高含む）、新庄南高校（旧金山高含む）、新
庄東高校、羽黒高校、東北福祉大学、東北電子計算機専門学校等、多様な出身校の社員が働い
ています。

・企業・製品の説明１０分・工場見学５０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は １０ 名程度が基本です（個別相談対応可）。
・工場では、事務用品製造部門とシステム部門ともに見学が可能です（写真参照）。
・どちらか片方だけで良い場合は、事前にお知らせください。
・見学時に準備頂くものは特にありません。
・トイレ利用可。

●製造課 ●新庄システム課（見学は通路からになります）

5



企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

株式会社技研山形

新庄市福田山字福田山711-119　TEL 0233-22-2207   FAX 0233-22-2672

http://www.giken-yamagata.co.jp

見学担当　工場長代理　鷹濱　学

・各種炉（工業炉、焼却炉、試験炉等）及びそれに附帯する設備の製缶工事・耐火物工事。
・各種防音壁、各種タンク、大屋根用特殊二次部材、鉄骨及び補助材、ステンレス各種加工。
・各種据付工事。
・各種設計業務。

・石油精製、化学、火力発電、環境装置、各種建材試験炉の鉄工製作及び耐火断熱材の施工を
　行っています。
・缶体製作から耐火材の設計、施工まで一貫して行う事により、従来それぞれの工場で別々に
　施工していた工事を集約し、工期面、コスト面でお客様に貢献しています。

【校種】

（受入可能時期 月 ）

（受入人数 4～5 名）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

見学の
ポイント

キーワード

男性　23名　　女性　2名　　計25名

・企業・製品の説明１０分・工場見学３０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は4～5名が基本です（個別相談対応可）。
・工場では溶接作業又は耐火材施工を行っているところの見学が可能です。
　（溶接の光が直接目に入らないように注意・配慮します）
・工場に入る時はヘルメットをかぶってもらいます（会社で準備）。
・トイレ利用可。

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他
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企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

革小物製品（財布・名刺入・キーケース・カードケース等）の
製造・販売をしております。

全ての工程（革仕入れ→裁断→革漉き→組立縫製→検品出荷）を自社工場で行います。
国内で一貫性生産をしている工場は非常に少ないです。

＜自社ブランド品「ＬＵＥＧＯ」の製造・インターネット販売＞
数少ない日本の財布専門メーカーとして国産の本当に良いものを適正価格でご提供したいとの思いから
「ＬＵＥＧＯ」ブランドを立ち上げました。厳選した素材を使い、飽きのこないシンプルで使いやすい商品を製
造・販売しております。一部の商品は「新庄市ふるさと納税返礼品」として取扱いされております。
ＬＵＥＧＯとは次世代と言う意味でもあります。お財布を作る職人さんの平均年齢は７０歳と言われています。
この工場では４０代が中心となって製造しています。まさに次世代が作るお財布なのでＬＵＥＧＯと言う名前を
付けました。

＜国内有名ブランドのＯＥＭ生産＞
OEM（オ イ エム i i l i f ）とは他社ブランドの製品を 製造することです

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

有限会社グリーンバレー

住所等

新庄市大字福田字福田山７１１番１１２　ＴＥＬ：０２３３－２３－１３３１　ＦＡＸ：０２３３－２３－２８５８

http://www.luego.jp/

見学担当：代表取締役　小川太之

【校種】

（受入可能時期 弊社繁忙月以外 ）

（受入人数 ２０ 名）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

先輩社員
メッセージ

キーワード

OEM（オーイーエム、original equipment manufacturer）とは他社ブランドの製品を 製造することです。

　１７名　（男性 ３名、女性１４名）
・女性スタッフが多く活躍しております。丁寧できめ細やかな作業をしております。

見学の
ポイント

〇企業・製品の説明１５分・工場見学３０分程度となります。
　
〇裁断機・革漉き機等機械付近の見学の際は十分ご注意願います。

自社ブランド品製造・出荷担当　氏名：二戸美由紀（入社５年目）

　納期等で忙しく、大変な時もありますが、皆で相談・協力し合える働きやすい職場です。
　入社以来、自社ブランド品「ＬＵＥＧＯ」の製造・出荷担当をしております。ご注文いただいたお客
様に感謝の気持ちを持ち、迅速かつ丁寧な作りを心掛けております。今後はより多くの皆様に弊社
の商品を知ってもらう為に努力していきたいと考えております。

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他
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企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

① 各産業分野の機器に使用する電磁クラッチ・ブレーキの設計・製造・販売をしています。

② 減速機・モータ駆動ユニット、インバータ等を販売しています。

① 電磁クラッチ・ブレーキのメーカーです。

② ドイツ Karl E. Brinkmann GmbH のグループ企業であり、アジアの生産拠点として海外との取引
もあります。

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

ケーイービー・ジャパン株式会社

新庄市大字福田字福田山711-103　☎0233-29-2800

http://www.keb.jp/

担当者　　　総務財務部　合田紀彰

【校種】

（受入可能時期 月 ）

（受入人数 3名）

【校種】

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

見学の
ポイント

　２８ 名　（男性 １７名、 女性 １１名）

・ 全社員が最上地区の住民です。内、新庄市が最も多く１６名です。
・ 神室産業高校の卒業生が多いです。

・ 企業・製品の説明１０分・工場見学３０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・ 一回の受入可能人数は３名が基本です（個別相談対応可）。
・ 工場では部品の製作工程から製品が完成するまでの見学が可能です。
・ トイレ利用可。

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他
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新庄中核工業団地協議会会員企業見学会対応企業紹介票

企業名

企業見学
会の受入

インターン
シップの受
入

事業概要

特長

　株式会社 新庄エレメックス

住所等

　新庄市大字福田711番地の36　　Tel：0233-23-1566，　Fax：0233-23-1130 

　http://shinjyo-elemecs.co.jp/

自動車用部品，樹脂成型部品の２大事業があります。
①自動車用部品
　・パワーステアリング用シャフト（油圧式と電気式）
　・トルクコンバーター用部品
　・アンチロックブレーキシステム用部品など
②樹脂成型部品
　デジタルカメラなどで「光を電気信号に変える
　イメージセンサー」を取付ける部品
　・デジタルカメラ用、監視カメラ用，車のバックモニター用など

①当社は中核工業団地では立地企業の第1号です。
②世界中の自動車の油圧式パワーステアリングシャフトのうち約１５％を作っています。
　 自動車用の部品は、長年・壊れず・安心して使えることが大事なので、部品の硬さ・擦り
　 減らないこと・ひび割れたりしないよう、高い技術と高信頼性が求められます。その完成
　 した部品は、「トヨタ」や「日産」など国内の主要な自動車メーカで使われています。
③世界中の一眼レフデジタルカメラの約３０％で使われている部品を作っています。

本製品は樹脂で成形しますが 映像を映し出す素子（心臓部)を接合する部品なので

見学担当窓口　　　管理部/　矢口 健司（部長）： yaguchi.kenji@mtex.co.jp
　　　　　　　　　　　　または　荒木　悦子（課長）　： araki.etsuko@mtex.co.jp

【校種】

（受入可能時期 ７，８ 月 ）

（受入人数 ２５ 名以下）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

先輩社員
メッセージ

自動車部品製造部 製作課 　氏名　大場 誠広（入社 ２年目）
　就職先を決める際、着眼したことは仕事の内容や賃金より職場の人間
　関係でした。当社は社長をはじめ、みんな明るく何でも相談しあえる
　とても働きやすい職場です。仕事が忙しく大変な時期もありますが、
　自動車の安全性を高めるうえで不可欠な部品の製造に関わる仕事で
　やりがいを感じています。
　休日は、自分の作った部品が使われた車でドライブを楽しんでます。

キーワード

　 本製品は樹脂で成形しますが、映像を映し出す素子（心臓部)を接合する部品なので、
　 軽くても高寸法精度で、特に湿気・水分に耐えられるように注意して作っています。

　約 １３５ 名　（男性　９０ 名、女性 ４５ 名）
・男女の別なく仕事を担当していますが、製品がしっかりできているか検査する部門では
　女性が多く活躍しています。
・新庄市や最上の７町村に住んでいる社員が多く、全体の約９０％ですが、尾花沢市，
　天童市や山形市から通っている社員もいます。
・神室産業高校、東根工業高校、山形大学工学部などを卒業した社員も働いています。

見学の
ポイント

・企業・製品の説明：１０分，工場見学：４０分，質疑応答：１０分が
　基本コースです。（個別相談対応可）
・一回の受入可能人数は２５名以下を希望します。（個別相談対応可）
・工場では自動車用部品及び樹脂成型部品を製造しているラインや
　各工程ごとの(製造)サンプルも見学が可能です（写真参照）。
　（どちらのみ見学希望の場合は事前にお知らせ下さい）
・製造工程に入る時は帽子着用（全工程）やマスク着用（樹脂成型
　部品ラインのみ）をお願いします。（会社で準備）
・各製造工程内の装置や製品には安全面と品質確保のために
　素手で直接触れることはご遠慮下さい。
・緊急発生時は工場見学担当スタッフが避難経路に沿って
　安全に誘導いたします。
・トイレ利用可。

 安全で安心して働ける明るい会社（職場）をつくり、新庄・最上地域へ貢献できる地場企業を
目指しております （５Sが行き届き 明るく 挨拶が飛び交う職場 意識改革など）

自動車部品製造ライン

樹脂成型部品製造ライン

キ ワ ド
 目指しております。（５Sが行き届き，明るく，挨拶が飛び交う職場，意識改革など）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他
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企 業 名

企業見学会の
受 入

インターンシップ
の受入

事業概要

　
①プラスチック製品の製造・組立
②金型設計支援、加工
③OA機器部品
④電気機器部品
⑤工業用精密部品
⑥自動車部品

特 長

　
・プラスチック部品の企画提案、各種樹脂成形品の金型設計支援及び加工、成形、組立
を試作品より増産までトータルサポートします。
・多品種、少ロット生産にも順応する生産管理システムです。
・高い品質と技術力で量産加工に対応し、低コスト部品に挑戦しております。

　２６名　（男性１８名、女性　８名）
　

新庄中核工業団地協議会会員企業見学会対応企業紹介票

株式会社　シントー　山形工場

 住 所 等

新庄市福田山711-54　　　☎　0233-22-6557     FAX0233-22-9559

http://www.sintoh.co.jp

見学担当窓口　　　総務　　大場雪華　

【校種】

（受入可能時期 要相談 ）

（受入人数 2～3名 ）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

キーワード
※見学してもらうために企業の業務を特長づけるキーワード
プラスチック製品、トナーユニット…

　
・金型を扱ったり、成形機のオペレーターなど男性社員が多く活躍していますが、組立や
貼付作業など細やかな作業は主に女性社員がスキルを発揮しております。
・最上地域から通勤している社員がほとんどで、最多で新庄市が１４名です。

見学の
ポイント

・企業、製品の説明、工場見学２０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は２～３名が基本です（個別相談対応可）。
・工場では射出成形機、組立ライン、完成品、サンプル品の見学が可能です。
・トイレ利用可。
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企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

社員状況

住所等

株式会社　ダイユー

山形県新庄市大字福田字福田山711-170　　☎0233-23-1101　　(F)0233-29-2410

ＵＲＬ：http://www.daiyu-seat.co.jp

管理課：　安食二美子（課長）　／　斎藤直子

◆事業内容：自動車シートの表皮の縫製
　　　　　　　　 型紙データ作成⇒裁断⇒縫製を一貫で行っています。
◆取扱メーカー：ホンダ・トヨタ・スズキ・日産・スバル
◆昭和５４年創業、平成１０年新庄中核工業団地に進出
◆国内拠点：本社工場・最上工場・村山工場・米沢工場・埼玉事業所・鈴鹿事業所・静岡事業所
◆海外拠点：中国３法人・タイ１法人

２３２名　（男性５５名、女性１８７名）うち本社１２１名（男性４４名、女性７７名）
・裁断部門は男性中心、縫製部門は女性中心、間接部門はほぼ男女同数の構成です。
・本社以外に、最上町、村山市、米沢市に縫製工場があり、こちらは全員女性社員です。
・社員は、新庄最上の全市町村から通っています。

・企業・製品の説明２０分・工場見学３０分・質疑応答１０分が基本コースです（個別相談対応可）。
個

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

【校種】

（受入可能時期 月 ）

（受入人数 ２５名まで）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

キーワード
※見学してもらうために企業の業務を特長づけるキーワード
自動車部品（シート）・

見学の
ポイント

・一回の受入可能人数は２５名までです（個別相談対応可）。
・工場では、自動車シートの裁断から縫製まですべて見学が可能です（写真参照）。
・見学の際は、上履きが必要ですので各自持参願います。
・トイレは利用可能です。
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企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

大和工営（株）

新庄市大字福田字福田山７１１番地４３　☎ 0233-22-2422    FAX 0233-28-2166

http://www.daiwakoei.co.jp

見学担当課（者）　専務取締役　大貫久男

①産業や生活の基盤となる社会資本（道路・橋梁・河川堤防・ダム・水路や上下水道、公園など）
　の調査、測量、設計業務、及び用地調査を行っています。公共施設整備の出発となる仕事です。

②国道、県道、市町村道の整備、河川の護岸整備、橋梁の点検や補修、下水道整備、農村環境
　など多様な施設の測量設計業務を行っており、直接皆さんの生活に関係する仕事です。

今年で創立５０周年を迎え、確かな技術力と顧客の信頼を誇りに仕事に励んでおります。

①国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設の整備に関わる仕事です。
　・９０％以上が官公庁の仕事です。主に山形県庁や最上８市町村役場に、設計図面等を納め、
　それをもとにして建設会社が工事を行います。地域発展のために貢献できる仕事です。

②測量士、設計技師、用地調査の専門家など多種の技術者が居ます。
・関係する学校を卒業した者の他、入社後に資格を取得して活躍している技術者も多く居ます。

【校種】

（受入可能時期 ５ ～ ８ 月、 ３名程度 ）

【校種】

可能（受入人数　　名） 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他（専門学校、短大）

社員状況

見学の
ポイント

（製造業でないため見学の受入は難しいです。）

キーワード

　 関係する学校を卒業した者の他、入社後に資格を取得して活躍している技術者も多く居ます。
　やる気しだいで色々な資格取得に挑戦できます。

　　２５名　（男性　２０名、女性　５名）
・男性が多いですが、用地調査や設計など女性も活躍しており、今後の増加が期待されます。
・新庄市が最も多く１３名で、真室川町や最上町も多いです。尾花沢市からも通っています。
・神室産業高校等、測量専門学校、山形大学農学部などを卒業した社員が働いています。

可能（受入人数　　名） 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他（専門学校、短大）
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企業名

企業⾒学会
の受⼊

インターンシッ
プの受⼊

事業概要

特     ⻑

「新庄中核⼯業団地⽴地企業協議会」会員企業⾒学会企業紹介票

住所等

　株式会社　ハザキエンジニア
　⼭形県新庄市⼤字福⽥711番地152　　　☎0233-22-8791  FAX0233-22-8090
  http://hazaki.co.jp/
　⾒学担当窓⼝:　総務課　加藤　学

　①精密部品の洗浄・組⽴・加⼯・検査

　②光学部品、機械、電気製品の組⽴

　①製造⼯場全室内　クラス1,000〜10,000のクリーンルームになっており
　　　　　　　　　　　　　　⾃動制御の温湿度は常に23℃・50％で維持管理されております

　②精密部品洗浄　2〜3μサイズのゴミ、汚れまでを洗浄することができます

　５２名　（男性４名、⼥性４８名）
・平均年齢35歳、20〜30代が半数以上、⼦育て世代の⼥性が多く在籍しております

【校種】

（受入可能時期 要相談 ）

（受入人数 ５ 名）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

先輩社員
メッセージ

キーワード

　製造課　平向　歩（⼊社７年⽬）

　同年代の若い⼈が多く、ほぼ⼥性だけの働きやすい職場です
　仕事内容は細かい作業が得意な私に合っており
　またクリーンルームというきれいで快適な環境で仕事が出来ることは魅⼒だと思います

　クリーンルーム内作業、常に⼀定管理された温湿度（23℃・50％）、⼦育て世代の従業員多数

⾒学の
ポイント

　・平均年齢35歳、20〜30代が半数以上、⼦育て世代の⼥性が多く在籍しております
　・新庄市在住者が最も多く約70％を占め、その他管内全町村在住者も勤務しております
　・神室産業⾼校、新庄東⾼校、北村⼭⾼校、⼭形城北⾼校などを卒業した社員が働いています

　・企業の説明１０分、⼯場⾒学２０分が基本コースです（個別相談対応可）
　・⼀回の受⼊可能⼈数は５名が基本です（個別相談対応可）
　・⼯場では精密部品を検査しているところの⾒学が可能です
　・⼯場室内に⼊る際はクリーン服に着替えてもらいます（会社で準備）
　・トイレ利⽤可
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企業名

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

社員状況

147名　（男性 97名、女性 50名）

・弊社ではプレス加工から組立までの一貫体制を整えております。ﾌﾟﾚｽ工場のｲﾒｰｼﾞがどちらかと
いうと強い会社ですが組立作業で女性が大変活躍をしております。
・社員の居住地では新庄市が最も多く76名で、大蔵村、戸沢村、鮭川村、最上町、金山町、舟形
町、真室川町と全域から社員が通っています。
・平成28年度入社では、神室産業高校、北村山高校、新庄北高最上校、新庄南高金山校、産業技
術短期大学校を卒業した社員が働いています。

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

株式会社　マスコエンジニアリング

新庄市福田山711-57　☎0233-23-5555

http://www.msd-mfg.co.jp/

業務管理室　星川　・　業務課　芦原

◆自動車用機能部品（ハンドブレーキ、フードロック、フロアロック）の製造
◆金属加工用金型設計、製作
◆省力化装置及び溶接治具設計、製作

・自動車部品の重要保安部品であるハンドブレーキ、フードロックといった機能部品を自社製作し
た省力化装置を使って、徹底したローコストで生産している。

・プレス金型の設計から製作、TRYまで一貫して行い、量産性を考慮した金型を社内プレス部門に
供給している。
・プレス～溶接～ロー付～樹脂成型～塗装～組立（機能保証）まで一貫して加工出来る

【校種】

（受入可能時期 別途相談 ）

（受入人数 20 名）

（ ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

先輩社員
メッセージ

組立課溶接係担当　　松澤佳奈江（入社8年目）
　私は車の部品を製造しています。街中で私の造っている部品が使われ
ている車にすれ違うと、人の生活に無くてはならないものを自分は造って
いるんだなと実感し、この仕事にやりがいを感じます。休日は買い物をし
たり、美味しいものを食べに行ったりして、ドライブを楽しんでいます。自
分の車にも自分が造った部品が使われているので、その車で出かける
のはとても楽しいです。

本人写真

キーワード

・企業・製品の説明１０分・工場見学３０分～４０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は20名が基本です（個別相談対応可）。
・工場ではプレス加工から組立工程、塗装工程までが見学が可能です（写真参照）。
・事前に見学希望日時をお知らせください。
・生産工程見学時は安全上、ｻﾝﾀﾞﾙ、ﾊｲﾋｰﾙなどの履物はご遠慮ください。
・工場に入る時は専用帽子の着用をお願いします（会社で準備）。
・工場内でのﾋﾞﾃﾞｵ・写真撮影・録音等はご遠慮いただいております。
・生産状況により稼働が停止している設備がございます。あらかじめご了承ください。
・トイレ利用可。

自動車部品（機能部品）

見学の
ポイント
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企業名

企業見学
会の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

特     長

　４０名　（男性３３名、女性７名）
女 学 きた だわ ず 採 ます

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

住所等

株式会社モリタ興産

新庄市福田山７１１－５２　☎０２３３－２３－２５１１㈹

http://www.morita-kosan.jp

見学担当課（者）　業務課　加藤

昭和３８年創業、昭和６３年に新庄中核工業団地に進出しました。
①OA機器部品（プリンタ・コピー機のローラー）の製造
②航空宇宙産業関連部品の製造
③通信機器関連部品の製造
④医療機器関連部品の加工
⑤エネルギー関連部品の加工
など

「日本一の質を目指す」
①コピー機やプリンタのローラーを作っています。
　・文字や画像を用紙に定着させる働きを持った部品に使われます。
　・A4サイズからA0サイズまで様々な大きさのローラーを作っています。
②航空宇宙産業、通信機器、医療機器、エネルギー関連の部品を作っています。
　・複雑な形をした様々な部品をマシニングセンタを使って作っています。
　・1個からの注文に対応しています。
③一人ひとりが高い技能を持ちいろいろな作業に従事できる「多能工」を目指しています。

【校種】

（受入可能時期 別途相談 ）

（受入人数 １０ 名）

（ 短大・専門学校も可 ）

【校種】 （ ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

社員状況

キーワード

・男女の区別や学んできたことにこだわらずに採用しています。
・産業技術短期大学校や神室産業高校など各校から採用しています。

・企業・製品の説明１０分・工場見学３０分が基本コースです（個別相談対応可）。
・一回の受入可能人数は１０名程度が基本です（個別相談対応可）。
・工場ではローラー及びマシニングセンタのラインの見学が可能です（写真参照）。
・工場に入る時は帽子をかぶってもらいます（会社で準備）。
・工場内の撮影はできません。
・トイレ利用可。

※見学してもらうために企業の業務を特長づけるキーワード
コピー機、プリンタ、ヒートロール、マシニングセンタ加工、機械加工…

見学の
ポイント
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企業名 　　　山形東亜ＤＫＫ株式会社

　　　山形県新庄市福田山７１１－１０９　　　　　☎０２３３－２３－５０１１

　　　http://www.y-dkk.com/

　　　連絡担当者　　業務部　加藤　秀也

企業見学会
の受入

インターン
シップの受

入

事業概要

住所等

 

　東亜ディーケーケーグループの主力製造工場として平成２年に設立。
　経営理念として、「誠実・創造・挑戦をモットーに地球環境保全と豊かで人にやさしい社会環境
　の実現に貢献します」と掲げ、環境計測器を製造しています。また、近県の大学との共同研究
　を進め、自社製品の開発にも力を入れ、独立採算を目標にしています。
　

　主な製造品目
　基本プロセス計測器、ラボ用分析機器、ポータブル分析計、上下水用計測器、
　水質用分析機器、大気用分析計

「新庄中核工業団地立地企業協議会」会員企業見学会企業紹介票

  ・企業・製品の説明２０分・工場見学４０分が基本コースです（個別相談対応可）。
  ・一回の受入可能人数は２０名が基本です（個別相談対応可）。
  ・工場では環境用分析機器の製造工程が見学できます（写真参照）。
  ・中・高校生で１０名以上の見学の場合、内履きを準備してください。
　・トイレ利用可。

【校種】

（受入可能時期 ５～９ 月 ）

（受入人数 ２０ 名）

（ 高専・短大 ）

【校種】 （ 高専・短大 ）

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

可能 不可能

小学生 中学生 高校生 大学生 その他

キーワード 　水道水、大気汚染

見学の
ポイント

      W2           　                                         　WS
　　　大気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金属加工

      W4        　                                           　 W1
　　　変換器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウンター

      W3   　                                         　       W４
　　　水質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電極
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新庄中核工業団地協議会会員企業見学会対応企業紹介票

企業名

企業見学会

の受入

インターン

シップの受入

事業概要

特長

社員状況 １４０名（男性　１１９名、女性　２１名）

・板金工事業という仕事上男性社員が多い中で、最近では板金、塗装ともに現場で活躍する女性

より板金から塗装までの一貫生産できる体制を構築しています。

・羽田空港ビル、東京スカイツリー、ＪＲ駅舎など日本を代表する建物の内外装パネルに採用さ

れています。

・レーザー加工（鉄、アルミ、ステンレス）での切断部品

・各種塗装

・当社は平成２６年に新庄中核工業団地へ工場集約を実現しました。板金加工から各種塗装品、

量産品から多品種小ロット生産まで幅広く対応しております。また工場集約と塗装設備の一新に

・建設機械部品（建設機械の運転席部やボンネット部の板金部品）

・印刷機械部品（印刷機械のフレームや、制御盤、扉の板金部品）

・製缶部品（工業機械部品に使用される板金部品）

☑可能（受入人数　１５　名程度）　　　□不可能

【校種】☑小学生　☑中学性　☑高校生　☑大学生　□その他（　　　　　　　　）

☑可能（受入人数　要相談）　　　□不可能

【校種】□小学生　☑中学性　☑高校生　☑大学生　□その他（　　　　　　　　）

住所等

株式会社山形メタル

山形県新庄市大字福田字福田山７１１番地１７

http://www.y-metal.co.jp

総務　松田清隆、松澤和幸

・建築用内外装パネル（駅や構内、ビルの内外装に使用されるパネル）

先輩社員 建材事業部製造課　沓澤慎吾（入社5年目）

メッセージ 扱う一つ一つの物は、施工後に様々な人の目に触れる商品ですから、見た

目が美しく仕上がるよう、自分が思った通りに仕上がった時などは達成感

を感じますね。

小説などの本をよく読むのですが、文章に集中することは、仕事への集中

力を高めることにもきっとつながると思いますからおすすめです。

・工場では切断、プレス、溶接、部品加工、塗装部門の製造工程の見学が可能です。

・溶接製造工程内では溶接の発光部は目に悪影響を与えるため直接見るのはやめてください。

見学の

ポイント

キーワード

・企業・製品のガイダンス１０分、工場見学３０～４０分が基本コースとなります。

建築用内外装パネル、板金、塗装、一貫生産

　(個別相談対応可)

・トイレ利用可

・新庄東高校、神室産業高校、秋田大学機械知能システム学科などを卒業した社員がいます。

・一回の受入可能人数は15名が基本です。（個別相談対応可）

板金 事業 う仕事 男性社員 多 中 、最近 は板金、塗装 も 現場 活躍する女性

が増えてきております。

・新庄市が最も多く４９名で、真室川町、金山町など近隣市町村から通っている社員もいます。

17



 

新庄中核工業団地協議会 会員企業見学会対応企業紹介票 

企業名 株式会社 ヤマトテック 

住所等 山形県新庄市大字福田字福田山 711 番地 108  ☎0233-22-6678 

http://www.yamato-tec.co.jp 

見学担当課（者）   総務部  岸 謙二 

企業見学会の 

受入 

可能（受入人数 10 名程度） 

【校種】□小学生■中学生■高校生■大学生□その他（   ） 

インターンシッ

プの受入 

可能（受入可能時期  別途相談） 

【校種】□小学生■中学生■高校生■大学生□その他（   ） 

事業概要 （１）めっき加工 

スマートフォンなどの中に使われる電子部品に、金属の膜を作る仕事をしています。 

（２）プレス加工 

  電子部品の中でも特に重要な「コネクタ」部品のプレス加工をしています。 

特  長 ①めっきの無い電子部品は、スマートフォンには使えません。この膜はミクロン単位の厚さ

ですが、電子部品の性能を飛躍的に高めます。高周波部品向けのめっきは、当社独自の

技術です。めっきの厚みを数ミクロンの単位で、自在に変えられ、多くの製品シリーズを展

開しています。 

②１分間に１０００回を越えるプレス加工で、早く正確なものづくりを実践しています。このプ

レスした製品に、当社でめっき加工を行い、新庄市内の山形航空電子㈱様へ納めており、

地域内でのプレス加工→めっき加工の生産体制の一翼を担っております。 

社員状況 119 名（男性 91 名、女性 28 名） 

ものづくりの会社ですので、製造する職場では男性が中心に、出来上がった製品を検査す

る職場では女性が中心に働いております。 

最上地域の全市町村から、車で通勤しており、遠い方は天童市や東根市から通っておりま

す。 

先輩社員 

メッセージ 

製造部 AUP チーム担当  元木 祐輔 

入社して約４年が経ちますが、先輩社員の指導の下、緊張しなが

らも楽しくやりがいを感じながら頑張っています。私は長男なの

で、地元に残って地元の企業に就職できたので、親や兄弟を助

け、自分も助けられながらの生活で、安心感もあります。 

見学の 

ポイント 

・会社説明（10 分）、工場見学（30 分）が基本コースです。（個別相談対応可） 

・１回の見学者数は 10 名以下が基本です。 

・工場では、電子部品にめっき加工を行っているところの見学が可能です。 

・工場に入る際は帽子を着用して頂きます。（弊社にて準備） 

・工場内の写真の撮影はご遠慮ください。  ・トイレは利用可です。 

     

キーワード スマートフォンや車に使われる電子部品 排水処理設備 
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