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舞鶴高専地域テクノアカデミア

会

長

株式会社 日進製作所

会

長

錦織

隆

舞鶴工業高等専門学校の皆様、こんにちは。「舞鶴高専地域テクノアカデミア」の会長を
仰せつかっております錦織 隆と申します。
舞鶴高専地域テクノアカデミアは、舞鶴工業高等専門学校が平成 25 年度に文部科学省の
地（知）の拠点整備事業に採択されたことを契機に、舞鶴工業高等専門学校と地域の企業と
の交流を深め、地域社会の発展と振興を支援するために設立されました。
これまでの活動では、企業見学会や教員による講演会を実施し、会員企業同士の交流を深
めてきました。
このたび、この会員企業の情報を、学生の皆さんにも共有するべく、会員企業の情報を集
めたパンフレットを作成いたしました。舞鶴市を含め京都府内には、伝統産業からベンチャ
ー発の先端企業まで世界で活躍する企業が多く存在するとともに、各企業では舞鶴高専卒
業生も多く活躍しています。
さて、今日、IoT や AI の急速な技術革新によりモノづくりが大きく変化してきています。
少子高齢化が社会的にも企業経営的にも様々問題を引き起こすことが懸念される中、人に
とって代わる技術は必要なものです。
但し、モノづくりの本来のあるべき姿は、人が汗をかき、知恵をだして作り出すものだと
思います。学生の皆様には「AI に取って代わられない、自分しかできない、機械では絶対で
きない」そういう仕事をめざしていただきたいと思います。その上で「世界の人々が豊かで
楽しい生活を送るモノづくり」をしていただくことを期待しております。
これからの将来を考える上で、学生の皆さんが、本パンフレットをきっかけに、地元京都
府の企業に興味を持っていただけると幸いです。

ご挨拶
舞鶴工業高等専門学校

内海 康雄

校 長

地域テクノアカデミアの会員の皆様には平素より、学校の教育・研究・運営にご支援頂き、
心より感謝申し上げます。本会は、会員企業様に舞鶴高専の教育と研究をご支援頂くと同時
に、本校との交流を密にして、企業様の発展と振興をご支援させて頂くものです。
平成 30 年 7 月 26 日に総会において、皆様より頂いたご意見を基にして会員企業の紹介
冊子を作成して配付しております。本冊子により、会員の皆様が地域社会で活動･貢献して
いる内容を、会員同士そして舞鶴高専の学生と教職員がより深く理解できるようになりま
した。また保護者を始めとする地域に住まう皆様ともお互いを身近にするものと思います。
また、既に配布されています舞鶴高専のシーズ集と合わせて、企業･自治体を始めとする
地域のステークホルダーの方々にとって、ニーズとシーズのマッチング、インターンシップ
の促進、共同研究への取組みなどを考える上で必要な内容となっております。今後の本会の
活動の展開に大きく寄与できると考えております。このほか本会の総会で議論されました
ように、企業会員が希望するテーマに対応する講演会・見学会、地域のステークホルダーと
の新たな協働など、多彩な活動を視野に入れております。
今後の京都府北部の SDGs を踏まえた持続的な発展のために、豊かな自然･資源に恵まれ
た地域の持つ様々なポテンシャルの伸長を更にはかること、異業種間の新たなヒューマン･
ネットワークを構築することが重要と考えております。北近畿地域では、産公学が連携して
北近畿地域連携機構が構築されつつあります。舞鶴高専は、内閣府の地方創生 SDGs 官民
連携プラットフォームのスタートアップ分科会のメンバーとなりました。関係の皆様と共
に、優れた人材育成のための学生・教職員の能力向上と教育・研究システムの高度化を行う
ことなどに繋げられれば、幸いと考えております。

新しい未来への想像を、若いヒューマンパワーで創造する会社です。
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ほかにも魅力がたくさん！
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UCHIDA は「新しい運搬システム」を求めて皆様と共に可能性に挑戦しつづけます。
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会社概要
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舞鶴高専のみなさんへ
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今後の成長が期待できる確かな技術力！
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建設工学コース
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国内シェア約 30％を誇るシール印刷業界のリーディングカンパニー
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大阪シーリング印刷 株式会社
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舞鶴高専のみなさんへ
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建設システム工学科

印刷だけじゃない！
ＯＳＰグループの技術力・生産力
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紙器パッケージ
シール・ラベル

㸺⏕⏘ᣐⅬ㸼

ࠉ♫㸸KWWSVZZZRVSFRMS

食品ラベルのシェアは 38％！

ࠉ᥇⏝㸸KWWSVZZZRVSFRMSVDL\R

■ 簡易パッケージ
■ クリアケース
■ 各種製函品

■ 各種原紙
■ 各種加工
■ シール・ラベル全般

取り扱い製品

大阪シーリング

その他

印刷

47％

OPSは、
シール・ラベルから、
紙器パッケージ、
フィルム製品、
販促ツールまで、
お客様の商品を彩る
パッケージを取り扱っております。

38％

機械制御システム
工学コース

販促ツール

フィルム製品

■ スタンドPOP
■ ３D POP
■ レールPOP

■ 製袋品
■ シュリンクラベル
■ クリアラッピング
■ テープ製品

A社
D社 C社 B社

8％

2％ 2％ 3％
「日本のラベル市場2020より：食品分野のラベル印刷会社別構成比」

㜰ᕤሙ

ほかにも魅力がたくさん！福利厚生制度

建設工学コース

㈈ ᙧ ㈓  ไ ᗘ

ẖ᭶ࡢ㈓㢠ࡢ 5㸣┦ᙜࢆዡບ㔠ࡋ࡚ᨭ⤥

ࣜࣇࣞࢵࢩࣗఇᬤไᗘ

⥆ 5 ᖺࠊ ᖺࠊ15 ᖺࠊ25 ᖺࢆᑐ㇟࠾⚃࠸㔠ఇᬤࢆᨭ⤥

ㄌ ⏕ ᪥ ⚃ ไ ᗘ

ᮏேࠊ㓄അ⪅ࠊ୰Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡢ࠾Ꮚᵝ⚃ရࢆ㉗࿊

ධ ሙ ⿵ ຓ 㔠 ไ ᗘ

♫ࡀᮾிࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࣭ࢩ࣮ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢫࢱࢪ࢜ࢪࣕࣃࣥࡢ
ࣃ࣮ࢡࢳࢣࢵࢺ௦⿵ຓ
HWF

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZRVSFRMS
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総合建設業を通じ、京都から社会の発展に貢献します。
機械工学科

株式会社 長村組

ㄡࡶࡀ┠ࡍࡿᘓ≀ࠊఱẼ࡞ࡃ㏻⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㐨㊰ࡸᶫࠊࡍࡄ㏆ࡃࢆ
ὶࢀ࡚࠸ࡿᕝࡢሐ㜵➼ࠊ⚾ࡓࡕࡢࡣⓙࡉࢇࡢ㌟㏆࠶ࡾࡲࡍࠋ

ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ࠉࠉࠉᅄᡭࠉᗣ⣖
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ 
ەᴗᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉ ᖺ 6 ᭶  ᪥
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ45 ே
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼
ࠉ
ࠉி㒔ᕷ୰ி༊すࣀி୰ಖ⏫ 64
㸺ᨭᗑ㸼
ࠉ㜰࣭୰

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ

建設システム工学科

私たちの仕事は人々の生活を支えています

会社概要

電子制御工学科

ࠉᙜ♫ࡢᴗࡣṇᖺ ᖺ ࠋᖺ㏆࠸ṓ᭶ࡢ୰ࠊ╔ᐇࡘሀ
ᐇᴗࢆ⥆ࡅࠊᆅᇦᐦ╔ᆺᴗࡋ࡚ᩘከࡃࡢᐇ⦼ಙ㢗ࢆᚓࡽ
ࢀࡓࡇࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢఱࡼࡾࡢບࡳ࡛࠶ࡾࡾ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉࠊᘓタᴗ⏺ࡣሗ㏻ಙᢏ⾡ ,&7 ά⏝ࡢ᥎㐍࡞ࠊྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ
ࡣࡵࡲࡄࡿࡋࡃኚࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢἼྲྀࡾṧࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᢏ⾡
ຊࠊᑐᛂຊࡢྥୖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ⎔ቃᑐ
ᛂࡋ࡚࠸ࡃⅭࡢ᪥ࠎࡢດຊࡣㄽ࡞ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࡣ
ே࡛ࡍࠋ♫ࠕᴗࡣே࡞ࡾࠖࡢᇶࠊ⚾ࡓࡕࡣேேࡢ⧅ࡀࡾࢆษ
ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡽࠕᮏᙜ࠾㢪࠸ࡋ࡚ࡼࡗࡓࠖࠊࡑࡋ࡚ᕤᦠࢃࡗ
ࡓ᪉ࡽࠕࡲࡓ୍⥴ࢆࡋࡓ࠸ࠖゝࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ♫࡛࠶ࡾ
⥆ࡅࡿࡇࢆᖖᚰࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡶ⇕ពࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ᪉ேࡢ⧅ࡀࡾࡀ࡛
ࡁࡿࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ 0 $ , / ࠚ daihyou@osamura.co.jp
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚ
ࠉࠉࠉhttp://www.osamura.co.jp

ほかにも魅力がたくさん！

電気電子システム
工学コース

ࠉ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪከᩘᕤᐇ⦼ࢆᥖ㍕
ࠉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡐࡦࡈぴ࡞ࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

ⱝیᡭ♫ဨࢆ࣓ࣥࡋࡓຮᙉࢆ㛤ദ

ࠉ⚾ࡓࡕࡢࡣᕤᮇཝᏲࠋⱞປࡶከ࠸࡛ࡍࡀࠊࡑࡢศࠊᡂࡋࡓࡢ႐ࡧࠊᐇឤࡣ
ఱ≀ࡶ௦࠼ࡀࡓ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ♫ࡋ࡚ࡶ♫ဨࡍࡤࡽࡋ࠸ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊࡋࡗࡾఇࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࠊᚰ
㌟ࡶࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡋ࡚ḟࡢ⌧ሙ⮫ࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࣜࣇࣞࢵࢩࣗఇᬤไᗘࢆタࡅ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZRVDPXUDFRMS
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建設工学コース

ࡾࡗࡋیാ࠸ࡓ࠶ࡣࡋࡗࡾఇࡴ

機械制御システム
工学コース

ࠉ⤒㦂ࡢᑡ࡞࠸㛫ࡣࠊ⮬ศࡢุ᩿⮬ಙࡀᣢ࡚ࡎᏳ࡞Ẽᣢࡕ࡛
ᑵࡃࡇࡶ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉࡲࡓࠊᴗົ୰ࡣᛁࡋ࠸ࡇࡶ࠶ࡾࠊඛ㍮ࡸୖྖ㉁ၥࡍࡿ㛫ࡶྲྀࡾ
㞴ࡃࠊ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲసᴗᦠࢃࡿࡇࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡑ࠺࠸ࡗࡓᏳ࡞ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡶࠊẖ᭶୰ሀ♫ဨࡀㅮᖌ࡞ࡗ࡚ຮᙉࢆ⾜࠸ࠊ᪥㡭ၥᛮ࠺ࡇࢆゎỴࡋࡓࡾࠊ
⌧ሙ㐠Ⴀᚲせ࡞▱㆑ࢆᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿሙࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ᦠࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ⚾ࡓࡕඛ㍮♫ဨࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᝰࡋࡳ࡞ࡃఏ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ものづくりをとおして地域社会へ貢献する。
機械工学科

金下建設 株式会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

電子制御工学科

ࠉ⚾ࡓࡕ㔠ୗᘓタࡣࠊ᪥ᮏ୕ᬒࡢ୍ࡘኳᶫ❧࡛▱ࡽࢀࡿி㒔ᗓᐑὠ
ᕷᣐⅬࢆ⨨ࡃᘓタ♫࡛ࡍࠋி㒔ᗓෆࠊி㒔ᕷෆཬࡧ㏆␥㏆㑹࡛ᅵ
ᮌᕤࠊᘓ⠏ᕤࢆ୰ᚰࡋࡓᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊி㒔ᗓෆࡢᘓタ
♫ࡋ࡚ࡣ၏୍ࠊᮾிドๆྲྀᘬᡤୖሙࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋタ❧௨᮶ࠊ
ᆅᇦࡢⓙᵝᐤࡾῧ࠸ࠊᨭ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽ♫タ❧ᖺ┠ࡢᖺࢆ㏄࠼
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡶࠊ♫ࡢ♫カ࡛࠶ࡿࠕᗣ࣭ぶษ࣭ᜠ⩏ࠖࢆᖖᛕ㢌⨨
ࡁࠊぶษ࣭ᑀ࡞ࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ♫㈉⊩࡛ࡁࡿᴗࢆ┠
ᣦࡋࡲࡍࠋ

会社概要
ە௦⾲⪅ࠉࠉࠉ㔠ୗࠉᫀྖ
ە㈨ᮏ㔠ࠉࠉࠉ ൨
ەタ❧ᖺ᭶᪥ࠉ1951 ᖺ 4 ᭶  ᪥
♫ەဨᩘࠉࠉࠉ225 ே
ەᡤᅾᆅࠉࠉ
㸺ᮏ♫㸼ࠉ629-2251
ࠉி㒔ᗓᐑὠᕷᏐ㡲ὠ 
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ info@kaneshita.co.jp
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚ

建設システム工学科

【土木工事・建築工事のやりがい】

ࠉࠉࠉhttps://www.kaneshita.co.jp

ᢏ⾡⪅ࡋ࡚⮬ࡽࡀᦠࢃࡗࡓᕤࡀᡂࡋࡓࡣࠊࡁ࡞㐩ᡂឤࢆ

㸺ி㒔ᨭᗑ㸼

ࢃ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊ࡞࡛ࡶ㧗㏿㐨㊰࡞つᶍࡀࡁ࠸ᕤ࡞ࢀࡤ

ࠉி㒔ᕷ୰ி༊ኴ⏫㏻ᐊ⏫

ᆅᅗୖṧࡿࡓࡵࠊ㠀ᖖࠕࡸࡾࡀ࠸ࠖࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡍࠋ

ࠉᮾධࣝᖖ┿ᶓ⏫ 
㸺㜰ᨭᗑ㸼
ࠉ㜰ᕷ༊すኳ‶ 4 ┠  ␒ 25 ྕ
ࠉᱵ⏣ࣉࣛࢨࣅࣝᮏ㤋 㹄
㸺රᗜᨭᗑ㸼
ࠉරᗜ┴㇏ᒸᕷ୕ᆏ⏫ 5-28

電気電子システム
工学コース
機械制御システム
工学コース

建設工学コース
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こんにちは、未来の笑顔と建物を守る、KIRII です。
機械工学科

株式会社 桐井製作所

会社概要

ࠉᙜ♫ࡣேࠎࡢᏳᏳᚰࢆᏲࡿࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿᘓᮦ࣓࣮
࣮࡛࢝ࡍࠋୖ㧗൨ࢆࡿᴗ⏺᭱ᡭᴗ࡛ࠊᆺᘓ⠏≀ࡢኳ
ࡸቨ࠸ࡗࡓෆᘓ⠏ᕤ࠺ᘓᮦ ෆ⏝㗰〇ୗᆅᮦ ࡢ㛤

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉ᱒ 㝯
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ ൨

⬟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ♫ࡢ〇ရࡣᘓ≀ࡀᡂࡍࡿ㞃ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ᬑ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

ẁព㆑ࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊⓙࡉࢇࡢ࡚ࡶ㌟㏆࡞Ꮡᅾࡋ

ࠉࠉࠉ ᖺ 3 ᭶  ᪥
♫ەဨᩘ

࡚ෆ✵㛫ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉ ே
ەᡤᅾᆅ

業界シェア No.1 ！

の耐震天井

㸺ᮏ♫㸼

電子制御工学科

Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍ࢆᡭࡀࡅࠊᖜᗈࡃၟᮦࢆධㄪ㐩ࡍࡿၟ♫ࡋ࡚ࡶᶵ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉ
ࠉᮾி㒔༓௦⏣༊ෆᖾ⏫ 

㟈ࠖࡣࠊᘓ≀⮬య

ࠉᖇᅜ࣍ࢸࣝࢱ࣮࣡  㝵

ᵓ㐀య

ࡀࠊᆅ

㟈࡛ࡶಽቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ㠀ᵓ㐀㒊
ᮦ࡛࠶ࡿኳࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ༑ศ࡞ᑐ⟇ࡀ

㸺㛵すᨭᗑ㸼
ࠉ㜰ᕷ୰ኸ༊༡⯪ሙ 
ࠉၟᕤ୰㔠⯪ሙࣅࣝ  㝵

࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋᙜ♫ࡣᴗ⏺࡛࠸ࡕ
᪩ࡃࠕኳ⪏㟈ࠖྲྀࡾ⤌ࡳࠊ◊✲࣭㛤
Ⓨࢆ㔜ࡡ⪏㟈ኳࢆࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋࡣኳ⪏㟈ᑐ⟇ࡢ
つไࡀᙉࡉࢀࠊᵝࠎ࡞ᘓ≀ᙜ♫ࡢ⪏㟈ኳࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

建設システム工学科

ࠉ79࣭᪂⪺࣭㞧ㄅ➼࡛⤂ࡉࢀࡿᘓ≀ࡢࠕ⪏

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ
ࠉ VDL\RXVKLQVRWVX#NLULLFRMS

電気電子システム
工学コース

Ꮫᰯࠊయ⫱㤋ࠊ㝔ࠊ
ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࠊ
㥐ࠊ✵ ࠊ࣮࣍ࣝ࡞
㌟㏆࡞ᘓ≀ᩘከࡃ
ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸟
⯙㭯⥲ྜᩥ㤋

㸦⊂㸧ᅜ❧㝔ᶵᵓ⯙㭯་⒪ࢭࣥࢱ࣮

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉࠉKWWSUHFUXLWNLULLFRMSࠉ
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建設工学コース

ࠉ♫ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᖖ᪂〇ရ
ࡸᕤἲࡢ㛤Ⓨຊࢆධࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡣ
ࡢᴗࡢඹྠ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋᙜ♫ࡢ〇ရࡣᬑẁ┠ࡍࡿࡇࡀ࡞ࡃ
࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᴗ⏺ࢺࢵࣉࡢ
ࠕ⦕ࡢୗࡢຊᣢࡕࠖࡋ࡚ࠊᏳᚰᏳࢆᏲ
ࡿࡇࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᵓ㐀ຊᏛࡸᮦ
ᩱᕤᏛࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ᪉ࠊᩘᏛࡸ≀⌮
⯆ࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊࡐࡦ୍⥴᪂ࡋ࠸ኳ࣭
ቨ࣭ᗋࡢ〇ရࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡳࡲࡏࢇ 

機械制御システム
工学コース

高い技術力で日々開発に取り組んでいます。

JR ி㒔㥐

コンクリートのプロとして「+α」の価値を生み出しています。
機械工学科

ケイコン 株式会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

電子制御工学科

ࠉ⚾ࡓࡕࡣᴗࡽᖺ௨ୖࢃࡓࡾࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇
ရࡢタィࠊᕤࠊ〇㐀ࠊ㈍ཬࡧᅵᮌᘓタᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ♫࡛ࡍࠋ㛗
ᖺࡢࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရࡢ〇㐀ᕤ࡛ᇵࡗࡓࣀ࢘ࣁ࢘
ࢆᇶࠊㅖᐁᗇࡢᣦྡᴗ⪅ࡋ࡚ᶫᱱ࣭ࢺࣥࢿ࣭ࣝ㧗㏿㐨㊰ࡢᅵᮌᕤ
ࡸࠊᵓ㐀≀ࡢᕤࢆ⾜࠸ࠊ᪂ᕤἲࡢ㛤Ⓨࡶᡭࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓタ
ᴗ㒊ࢆ♫ෆᣢࡘࡇࡼࡾࠊ᭱㐺࡞ᢏ⾡ᥦ࡞ࢺ࣮ࢱࣝⓗࢧ
࣏࣮ࢺࡋᏳᛶྥୖࡸᕤ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠊᕤᮇࡢ▷⦰࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿ
ࡈせᮃࠊᅽಽⓗ࡞〇ရຊ࡛࠾ᛂ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

会社概要
ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉⲨᕝࠉᓫ
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ3 ൨  
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ ே
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼

一貫体制だからこそ

ࠉ

建設システム工学科

〇㐀ࡽᕤࡲ୍࡛㈏యไ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ᵝࠎ࡞⫋✀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࠉி㒔ᗓி㒔ᕷఅぢ༊ᾷᮏ⏫ 
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ

Ⴀࠉᴗࠉ⫋㸸ࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရࡢ୍⯡Ⴀᴗࠋ
ᢏ⾡Ⴀᴗ⫋㸸ࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရࡢᢏ⾡ຊࡢᥦႠᴗࠋ
〇㐀⟶⌮⫋㸸ᕤሙ࠾ࡅࡿࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ရࡢရ㉁ࡸ
ࠉࠉࠉࠉᕤ⛬ࠊᏳ⟶⌮࡞ࠋ
タࠉィࠉ⫋㸸ᵓ㐀ィ⟬ࠊ〇ရ࣭ᕤᅗࡢసᡂ࡞ࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ〇ရࡢタィࠋ
ᕤ⟶⌮⫋㸸ᅵᮌᕤ⌧ሙ࡛ࡢရ㉁ࡸᕤ⛬ࠊᏳ⟶⌮࡞ࠋ

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ saiyo@mbox.kcon.co.jp
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚࠉhttps://www.kcon.co.jp/

➼ࠎࠊⓙࡉࢇࡀᏛᰯ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓࡀάࡏࡿ⫋✀ࡸ⯆ࡢ࠶ࡿ⫋✀ࢆ
ぢࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
電気電子システム
工学コース

【新入社員研修】
ࠉ♫యࡢᴗົෆᐜ࣭ὶࢀࡸࠊタィཬࡧ〇㐀࡞ࠊྛ㒊⨫ࡽࡢㄝ᫂ࡸᕤ⌧ሙ࣭ᕤሙぢᏛ࡞࣓࣮࣮࣭࢝
ᘓタᴗࡋ࡚ࡢᇶᮏ࡞ࡿᑓ㛛ศ㔝ࡘ࠸࡚⤒㦂ࡋ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ

機械制御システム
工学コース

ᆺ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ

ࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺ࣮࢞ࢻࣇ࢙ࣥࢫ

建設工学コース
ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZNFRQFRMS
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ࢫࣜࢵࣉࣇ࢛࣮࣒ᕤἲ

相談と打ち合わせをしっかりと行うことを第一に考えています。
機械工学科

株式会社 興星建設

会社概要

ࠉ⚾ࡓࡕࡣࠊఫࡲ࠸࣭࢚ࢡࢫࢸ࣭ࣜᅵᮌᘓ⠏ᕤ㛵ࡍࡿࡈ┦ㄯࢆ
࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ࠾ᐈᵝࡈ┦ㄯࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓෆᐜࢆ
ᅗ㠃࠾ࡇࡋ࡚ࣃ࣮ࢫ㸦ᡂணᅗ㸧࡛࣓࣮ࢪࢆࡘࢇ࡛㡬ࡁ⣡ᚓ

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉ㉥ᫍࠉᜨ

㈨᱁⪅ࡀᕤ⮴ࡋࡲࡍࠋᘢ♫ࡣࠊ㺀Ᏻᚰಙ㢗ࡢᕤ㺁࣭
ࠕ⒵ࡋࡢ✵㛫ࢆ

ە㈨ᮏ㔠

ࡈᥦࠖ
࣭
ࠕ㇏ᐩ࡞⤒㦂ᢏ⾡ຊࠖࢆࢥࣥࢭࣉࢺࠊ⮬↛ㄪࡋ࡚ࡼ

ࠉࠉࠉ4,000 

ࡾ㧗ࡃࠊࡼࡾ῝ࡃࠊࡼࡾᗈࡃࠊᆅᇦᐦ╔࡛ᆅඖ⯙㭯ᕷ㈉⊩࡛ࡁࡿࡼ
࠺άື࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ەタ❧ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉ2000 ᖺ 7 ᭶ 3 ᪥
♫ەဨᩘ

電子制御工学科

㡬࠸ࡓᚋᕤྲྀࡾࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㇏ᐩ࡞⤒㦂ᢏ⾡ࢆᣢࡗࡓ᭷

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉࠉࠉ13 ே
ەᡤᅾᆅ

ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐ⏣ 294 ␒ᆅ 5

ձ ከ✀ከᵝ࡞ᕤᦠࢃࡗࡓᖜᗈ࠸ᴗᒎ㛤

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0773-66-1189

ղ ᆅᇦᐦ╔ࡋࡓࢇ࡞せᮃࡶ࠾ᛂ࠼ࡍࡿࣉࣟព㆑

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ 0773-66-1389

ճ ࢵࢺ࣮࣒࣍࡞⎔ቃ࡛ⱝࡉάẼࡢ⁄ࢀࡿ♫

ࠉ࠙ M A I L ࠚ

ࠉ ᛁࡋ࠸ࡇࡑࠗຓࡅྜ࠸࠘ࢆษல⣽࡞ࡇ࡛ࡶሗ࿌┦ㄯ

ࠉࠉࠉkosei-a@vesta.ocn.ne.jp

建設システム工学科

ࠉ625-0085

★ 会社の４つの魅力 ★

մ ࡶࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࡶᐇ࡛ࡁࡿ㢼㏻ࡋࡢⰋ࠸⎔ቃ

施行事例
電気電子システム
工学コース

ኤ₻ᶫࠉỈ⟶ᶫᯫタ᭰ᕤ

ࢭࣞࣔࢽ࣮࣮࣍ࣝ᪂⠏ᕤ

弘法川床上浸水対策特別緊急工事

ᡂ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉࠉKWWSVZZZDNDERVKLNFRMSࠉ
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建設工学コース

╔ᕤ๓

࣭⅏ᐖࠊᘯἲᕝࡢỈࡀ࠶ࡩࢀࡓ
ࡁᗋୖᾐỈࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᑐ⟇
ᕤ
࣭࠶ࡩࢀࡓỈࢆ୍㈓ⶶࡍࡿࡓࡵ
ࡢ᥀๐ᕤࢆ⾜࠸ㄪ⠇ụࢆᕤ
ࡋࡓࠋ
࣭᥀๐ᅵࡣ⏤Ⰻᕝࡢሐ㜵┒ᅵࢆ
ࡋࡓࠋ
 ᖺᗘᕤ

機械制御システム
工学コース

ୖᯘᕝࠉ⅏ᐖᪧᕤ

環境にやさしい、やすらぎを創る
機械工学科

佐伯工業 株式会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
会社概要

ࠉబᕤᴗࡣࠊ5ᖺᴗ࡛ࡍࠋᅵᮌᕤ୍➽࡛ࡸࡗ࡚᮶ࡓ♫࡛ࡍࠋ
ᙜึࡣࠊओ 㣕ᓥ⤌㸦⌧ࠊ㣕ᓥᘓタ ओ 㸧ࡢ༠ຊ♫ࡋ࡚ᅜᅵᮌᕤ
ە௦⾲⪅

ᚑࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ♫ྡࡶబ⤌࡛ࡍࠋ

ࠉࠉࠉỤୖࠉⱥ

電子制御工学科

ࠉ28ᖺ⯙㭯ྎ㢼28ྕࡼࡿ⅏ᐖᪧᕤᚑࠊࡇࢀࢆࡁࡗࡅ

ە㈨ᮏ㔠

⯙㭯࡚ࠊబᕤᴗ㸦ᰴ㸧ࡋ࡚♫ྡኚ᭦ࠊ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྂ

ࠉࠉࠉ3,000 

ࡃࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊᕷෆࡸ࿘㎶ࡢᅵᮌබඹᕤᦠࢃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

ࠉࡢᑵ⫋ேẼప㏞ࡢᅵᮌᘓ⠏ᴗ࡛ࡍࡀࠊࡇࢇ࡞♫ࡶ࠶ࡿ
ࡇࢆཧ⪃࡞ࡉࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠉࠉࠉ1930 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ12 ே
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼

建設システム工学科

法被にニッカポッカ！この勇姿をごらんあれ‼

ࠉ624-0906
ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐ㇂ᑠᏐ

䚷㻝㻜ᖺ㻌ᚨᓥ┴∹ᒱ⥺➨୍

ࠉᮺࣨᆤ 1793 ␒ᆅ

ᕤ༊㕲ᶫᇶ♏ᕤ䛻ᚑ䚹
䚷᫇䛾ᕤ⌧ሙ䛿䚸ἲ⿕䛻䝙䝑䜹

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0773-76-6262

䝫䝑䜹䛷䛩䚹

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ 0773-76-2392
ࠉ࠙ M A I L ࠚ info@saekikogyo.com

䚷䝦䝹䝯䝑䝖䛿䛧䛶䛔䜎䛫䜣䛽䚹

ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚࠉhttp://saekikogyo.com

䚷య᱁䛾Ⰻ䛔⢭䛺ຬ䜎䛧䛥䜢
ឤ䛨䜎䛩䚹䛾ⱝ⪅䛻ᚲせ䛷䛩䚹
電気電子システム
工学コース

時代に対応した、リフォーム業へ進出

機械制御システム
工学コース

ኴ㝧ගⓎ㟁

建設工学コース

᪂⠏ I 㑰

ࠉ࡛ࡣࠊබඹᕤࡢࠊ᪂⠏ࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ఫᏯタ
ഛᕤࠊ࣮࢜ࣝ㟁ࠊኴ㝧ගⓎ㟁ᕤ࡞ࠊබඹᕤ
ࡽ୍⯡ᐙᗞࡲ࡛ᖜᗈࡃᑐᛂࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᚰࡢᗏࡽ‶㊊ࡍࡿ၏୍ࡢ᪉ἲࡣࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸ಙࡌࡿࢆࡍࡿࡇࠊࡔࡽぢࡘࡿࡲ࡛
᥈ࡍࡇࢆࡸࡵ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ

㸦ࢫࢸ࣮ࣈ࣭ࢪࣙࣈࢬ㸧

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVDHNLNRJ\RFRP
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成長が幸せとなる人づくり
機械工学科

株式会社 シオノ鋳工
舞鶴高専のみなさんへ

新工場建設、新事業立ち上げのため

15 名を募集中！

ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠉࠉሷ㔝 ᾈኈ
ە㈨ᮏ㔠ࠉࠉࠉࠉ1,000 
ەタ❧ᖺ᭶ࠉࠉࠉ1971 ᖺ 1 ᭶
♫ەဨᩘࠉࠉࠉࠉ37 ே

電気情報工学科

私たちと一緒に働きませんか？

会社概要

ەᡤᅾᆅࠉ629-2421
ࠉி㒔ᗓㅰ㒆ㅰ㔝⏫Ꮠ㔠ᒇ 1917-1
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0772-42-6288

◆金属を溶かし、型に流し込み製品を造る
ポンプやエレベーターの部品などの
製品を主に製造しています。

ࠉ࠙ M A I L ࠚ info@shiono-cast.com
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚࠉhttps://shiono-cast.com

社員幸福のための制度

◆多品種小ロットに対応する正確な鋳物製造
納期・品質の正確さに重点を置き
多品種小ロットの鋳物製造に対応しています。

電子制御工学科

1830 年から続く鋳造業

◆充実の福利厚生
・年 5 日の連休を必ず取れる
リフレッシュ休暇制度
・休暇内容を SNS でシェアすると
5 万円のリフレッシュ手当
・単身者用の社宅あり
・奨学金返済中の場合に
最大 1 万円 / 月の手当

人が集まり “SQUARE”
地域を元気 “ZiP” 䛻䛩䜛ሙᡤ䜈

建設システム工学科

・年間休日 107 日 ( 前年度実績 )

◆カンに頼らない品質管理
徹底したデータ管理により職人のカンに頼らない
品質管理を行っています。

◆昇給プレゼン制度

㗪㐀ᕤሙ࡛〇㐀ࡋࡓ㗪≀〇ရࢆ⮬♫࡛ษ๐ຍᕤࡍࡿ新工場ࢆᘓタࡋࠊ
࠾ᐈᵝ‶㊊ᗘࡢྥୖ᪂ࡓ࡞ຍ౯್ࢆ㐀ࡋࡲࡍࠋ

ᡭసࡾࡢ⤥㣗ࢫ࣮ࢶࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆάࡋࡓカフェࢆ࣮࢜ࣉࣥࡋࠊ
ᆅᇦࡢேࡓࡕࡢ᠁࠸ࡢ✵㛫ὶࡢሙࢆฟࡋࡲࡍࠋ

・自分で昇給額を決められる仕組み
・月給ベースで最大 3 万円の昇給

◆手作りの給食 & スイーツ

電気電子システム
工学コース

⮬ศࡔࡅࡢ㗪≀ࢆᡭసࡾࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ鋳造体験事業ࢆ㛤ጞࡋࠊ
㗪㐀ࡢㄆ▱ᗘྥୖᆅඖほගᴗࡢάᛶࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

2022.9 OPEN

◆親睦を深めるイベント

機械制御システム
工学コース

・健康を考慮した美味しい昼食
・社員の誕生日を祝うスイーツ

建設工学コース

三輪車レースへの参加

月例懇親会

納涼祭

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉࠉKWWSVVKLRQRFDVWFRPࠉ
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― 積進クオリティを目指してーものづくりは人づくり。
「品と質」を追求する ー
機械工学科

株式会社 積進

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
会社概要

ࠉᙜ♫ࡣᖺ᭶タ❧ࡋࠊᖺ࡛࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋᴗᙜ
ࡽࠕ࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬࠖᛂ࠼ࡿ࠸࠺ጼໃࡣኚࢃࡾࡲࡏࢇࠋᢏ⾡ࠊタ
ഛ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ᑐࡋᖖ㧗࠸┠ᶆࢆᥖࡆࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸

ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

ࡲࡍࠋ༙ᑟయ࣭་⒪࣭㏻ಙ⾨࣭ᫍ⯟✵࣭Ᏹᐂ࣭⮬ື㌴࣭)$ᶵჾ͐ࡉࡲࡊ

ࠉࠉࠉ⏣୰ࠉᏳ㝯
ە㈨ᮏ㔠

電子制御工学科

ࡲ࡞ศ㔝ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉ 

ࠉࠕᐷ㣗ᛀࢀࡿࡃࡽ࠸ࣔࣀ࡙ࡃࡾࡀዲࡁ㸟ࠖ࡞ேࠊ
ࠕᛮ࠸ࡗࡁࡾᭀࢀ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

࡚ࡶࡽ࠺ࠖ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᕤሙぢᏛࡶཷࡅࡅ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶ 8 ᪥
♫ەဨᩘ

࠾Ẽ㍍࠾ၥྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠉࠉࠉ ே
ەᡤᅾᆅ

【自分を活かせる部署へ】

㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼

建設システム工学科

ߦࠉ〇㐀⫋㸦ᶵᲔຍᕤ㸧

ࠉ

ࠉ࣭MC ➼ᕤసᶵᲔࡼࡿ㔠ᒓຍᕤࡸ &$0 ࢆ⏝࠸ࡓ NC ࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ
ߦࠉタィ⫋㸦⏕⏘ᢏ⾡ࠊᶵᲔタィࠊไᚚタィࠊࢯࣇࢺ࢙࢘㛤Ⓨ㸧

ࠉி㒔ᗓிᚋᕷᓠᒣ⏫㛗ᒸ 
㸺⟠ᴗᡤ㸼
ࠉ

ࠉ࣭ᡭ࣓࣮࣮࢝ඹࠊ⏘ᴗ⏝タഛ࣭⏕⏘タഛࡢタィ㛤Ⓨ

ࠉி㒔ᗓிᚋᕷᓠᒣ⏫⟠ 

ࠉ࣭♫ෆࡢ IT 㛵㐃ᴗົ㸦ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ⏝ࣉࣜ㛤ⓎࠊIoT 㛵㐃ࡢ㛤Ⓨ㸧

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ 0 $ , / ࠚ saiyo@sekishin.co.jp

【採用・配属】
࣭ධ♫ᚋࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᥇⏝㸦ᛂເ㸧ࡢⅬ࡛ᕼᮃ⫋✀ࡀ㑅ࡲࡍࠋ
࣭᥇⏝ࡣ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡢ᧞⁛ࢆ㔜どࠊ㐣ཤᖺ࡛ᖺ┠ࡢ㏥⫋⪅ࡣேࠋ
࣭᥇⏝ヨ㦂࡛ࡣᕤሙぢᏛ࣭OBࡢ᠓ㄯࡶࢭࢵࢺ࡛ᐇࡋࡲࡍࠋ

ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚ

ࠉࠉࠉhttps://www.sekishin.co.jp/

電気電子システム
工学コース

【新入社員研修】
ධ♫ᚋ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊୗグࡢ3ࡘࡢෆᐜ࡛ᩍ⫱ࢆᐇࡋࡲࡍࠋࠉࠉ
ࠉ ♫ே◊ಟ 㐌㛫 ࠉࠉ 㒊⨫◊ಟ 㐌㛫 ࠉࠉ 㓄ᒓඛ◊ಟ(3㹼᭶
㒊⨫ࡼࡗ࡚ࡣ༙ᖺ㛫௨ୖ⾜࠸ࡲࡍࡀࠊ᭱ప3᭶ࡢ◊ಟᮇ㛫࡛ᩍ⫱ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ㸦OJTࢆྵࡴ㸧
ேேྜࢃࡏࡓ◊ಟෆᐜࢆ⪃࠼ࠊᮏேࡢᕼᮃ࡛ᚭᗏࡋࡓ◊ಟࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

機械制御システム
工学コース

建設工学コース

【充実した福利厚生】
࣭ዡᏛ㔠㏉῭ᨭไᗘ
࣭ᐙ㈤⿵ຓไᗘ
࣭♫ဨᑅ㸦ዪᛶ㸧࠶ࡾ

【休暇】
࣭ዪᛶࡣࡶࡕࢁࢇ⏨ᛶࡢ⫱ඣఇᬤࡶᐇ⦼࠶ࡾ
࣭㐌ఇ᪥ไ࡛ᖺ㛫ఇ᪥ࡣ᪥
୍࣭ᩧࡢ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓࡣ࡞ࡃࠊಶேࡢ࣮࣌ࢫ࡛ࡢ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZVHNLVKLQFRMS
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プラント

エンジニアリング＆メンテナンス

365
機械工学科

株式会社 大平電機

ࠉᙜ♫ࡣ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᖺࡢಙ⏝ࢆᇶࠊࣇࢡࢺ࣮ࣜࣀ࣮࣋ࢱ
࣮ࡋ࡚ࠊி㒔୍࡛␒႐ࡤࢀࡿ♫ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋձࣉࣛࣥࢺ➼

会社概要

࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ≉Ṧ࣮ࣔࢱࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ⯡ࠉղไᚚࢩࢫࢸ࣒ࡢタ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ィ〇సࠉճ㟁Ẽ࣭㓄⟶ཬࡧᶵᲔタഛᕤࡢࡘࢆᴗࡢᰕࡋࠊࡇࢀ
┬࢚ࢿࢆ㐍ࡵࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝᢏ⾡㞟ᅋ࡛ࡍࠋ

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉ⸨⏣ࠉṇே
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ2,000 
ەタ❧ᖺ᭶᪥

！ワンストップの高い技術力で全国展開！

ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶ 1 ᪥

ࠉࠉࠉ ே
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼
ࠉ
ࠉி㒔ᗓ⥤㒊ᕷ᪂⏫༡ᶫ 
㸺⚟▱ᒣႠᴗᡤ㸼
ࠉி㒔ᗓ⚟▱ᒣᕷᅵᖌ᪂⏫
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ
ࠉࠉࠉLQIRZHE#HQJWDLKHLFRMS
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚ
ࠉࠉࠉKWWSVZZZHQJWDLKHLFRMS

大手企業のパートナーとして
ࠉᙜ♫ࡣᡭ࣮ࣔࢱ࣓࣮࣮࢝ࡢᣦᐃᕤሙࡋ࡚ࠊ࣓࣮࣮࢝ࣞ࣋ࣝࡢ

電気電子システム
工学コース

ほかにも魅力がたくさん！

♫ەဨᩘ

建設システム工学科

ࠉᕤሙタഛࢆே࠼ࡿ࣮ࣔࢱ
ࡣᚰ⮚ࠊไᚚࢩࢫࢸ࣒ࡣ㢌⬻࡛࠶
ࡾࠊ㟁Ẽࡸ㓄⟶ࡣ⾑⟶࠸࠺㔜せ
࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ
ࡇࡢ࡚ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᇵ࠸ࠊ
⏕⏘ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࣓ࣥࢸࢼࣥ
ࢫࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᅜ࡛ࡶ
⌋ࡋ࠸࣡ࣥࢫࢺࢵࣉᆺࡢ㧗ᢏ⾡
ᴗࡋ࡚ᡭ࣭ୖሙᴗᙉᅛ࡞
ಙ㢗ࢆ⠏࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

電子制御工学科

ࡲ࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓ⤒㦂ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ࠊᕤሙタഛࡢ㛗ᑑ࣭㧗ຠ⋡࣭

ᢏ⾡ຊ࡛ᅜᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋไᚚ㛵㐃࡛ࡶᡭᴗྲྀᘬࢆࡋ࡚
✲ࡸຮᙉࢆ㛤ദࡋࠊ♫ဨࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

定年まで働きたい会社

風通しも◎

機械制御システム
工学コース

࠾ࡾࠊ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡲࡍࠋࠕே࡙ࡃࡾ⤒Ⴀࠖࢆࢸ࣮࣐◊

ࠉタ❧௨᮶ࠊቑቑ┈ࢆ㐩ᡂࡋ࡚ࡁࡓᙜ♫ࡣࠊᖺ㐃⥆࡛Ỵ⟬㈹
ྠኈࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆษࡋࠊ᪂ࡓᑟධࡋࡓ࢟ࣕࣥࣆࣥࢢ࢜ࣇ
ࢫ࡛ࡣ⮬↛➗㢦ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ࡋࠊẼᣢࡕ࠸࠸࣭ᴦࡋ࠸ᛮࡗ࡚ࢆࡍࡿ⎔ቃࢆฟࡋࡲࡍࠋ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZHQJWDLKHLFRMS
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建設工学コース

ࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┈ࡣឤㅰࢆ㎸ࡵ࡚♫ဨ㑏ඖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ♫ဨ

都市ガス、
ＬＰガス、新エネルギーまで

地域に根ざす信頼のエネルギーサプライヤー

機械工学科

丹後瓦斯 株式会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
会社概要

ࠉᙜ♫ࡣࠊᖺࠊ⯙㭯タ❧ࡉࢀࡓᙜࡢᾏ㌷㝔ࢆ୰ᚰࡋ
ࡓ࢚ࣜᏳᐃⓗ㒔ᕷ࢞ࢫ౪⤥ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࠊᆅᇦࡢᚿ࠶
ࡿ᪉ࠎࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊ⅏ᐖࡸẼೃኚᕥྑࡉࢀࡎ
ࡈᐙᗞࢆࡣࡌࡵࠊᴗົ⏝ࠊබඹタࠊ་⒪ᶵ㛵➼ࡢࣛࣇࣛࣥ

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉዟᒣࠉᾈఙ
ە㈨ᮏ㔠

電子制御工学科

ࡋ࡚ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᏳᐃⓗࠊࡑࡋ࡚☜ᐇ࠾ᒆࡅࡍࡿࡇࢆ

ࠉࠉࠉ3 ൨  

⮴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ✀㢮ࠊ⏝᪉ἲࡶ௦ඹኚ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

ࡋࠊ㒔ᕷ࢞ࢫࠊ㹊㹎࢞ࢫࠊࡑࡋ࡚⇞ᩱ㟁ụ࣭࢚ࢿࣇ࣮࣒௦⾲ࡉࢀࡿ

ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶  ᪥

⏝⪅ࡢഐࡽ࡛⾜࠺ศᩓᆺⓎ㟁ࠊᑗ᮶ࡢỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡲ࡛ࠊᙜ♫ࡢ

♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ38 ே

建設システム工学科

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྲྀ⤌ࡳࡶከᵝ㐍ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⯙㭯ᕷࠊᐑὠᕷࠊ㧗

ەᡤᅾᆅ

⏫ࢆ୰ᚰࠊࢡ࣮࢚ࣜࣥࢿࣝࢠ࣮࡛పⅣ⣲♫ࠊ⅏ᐖᙉ࠸ᆅᇦ♫

㸺ᮏ♫࣭㒔ᕷ࢞ࢫᕤሙ㸼

㈉⊩࡛ࡁࡿᴗ࡛࠶ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ

ࠉ
ࠉ⯙㭯ᕷᏐ᳃⏣㔝  ␒ᆅ
㸺ᐑὠႠᴗᡤ࣭ᐑὠ㹊㹎࢞ࢫᕤሙ㸼

イワタニグループの総合力とともに

ࠉ

ࠉ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚㹊㹎࢞ࢫࡢᅜ㈍ࢆጞࡵ

ࠉᐑὠᕷᏐ㡲ὠᑠᏐⰞ㇂ 226 ␒ᆅࡢ 4

ࡓࣃ࢜ࢽᴗࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ᭱ࡢỈ⣲

㸺⯙㭯㹊㹎࢞ࢫᕤሙ㸼

࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᣢࡘ⥲ྜ࢚ࢿࣝ

ࠉ

ࢠ࣮ᴗࠊࡑࢀࡀᒾ㇂⏘ᴗ࡛ࡍࠋ♫

ࠉ⯙㭯ᕷᏐ⏣  ␒ᆅ

電気電子システム
工学コース

ୖࡿࢢ࣮ࣝࣉᴗ⩌ࠊᙜ♫ࡣࡑࡢ୍ဨ࡛

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ

ࡍࠋ࢜ࣜࢪࢼࣝ㹊㹎࢞ࢫࣈࣛࣥࢻࠕᅜࡇ

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ

࡛ࡶ࣐ࣝ࢞ࢫࠖࢆᅜୡᖏ௨ୖࡢ

ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚࠉhttps://tangogas.co.jp

࠾ᐈᵝ࠾ᒆࡅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
左上 舞鶴市内アパート
ᙜ♫ࡀ࢞ࢫ㛵㐃ᕤࢆᕤࡋࡓ
ࣃ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ

機械制御システム
工学コース

左下 舞鶴市役所（空調）燃転工事
㔜Ἔࡽࢡ࣮ࣜࣥ࡞㒔ᕷ࢞ࢫ㌿ࠋ
ᖺࡼࡾ෭ᬮᡣࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

建設工学コース

右上 ＬＰガス配送車
ᐑὠᕤሙࡼࡾ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ࡢ㓄㏦ฟⓎ
ࡍࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋᙜᕤሙࡣᖺ⅏
ᐖᑐᛂᆺ୰᰾ሸᡤㄆᐃࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ
右下 ＬＰガス充填
⯙㭯㹊㹎࢞ࢫᕤሙࡢ࢞ࢫሸࡢᵝᏊ࡛
ࡍࠋ⮬♫ࡢ࠾ᐈࡉࡲྥࡅ௨እ༺ඛࡉ
ࡲࡢ࣎ࣥ࣋ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVWDQJRJDVFRMS
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世界を、未来を、動かせ。つばきだからこそ、動かせる地球の未来があります。
機械工学科

株式会社 椿本チエイン
京田辺工場

会社概要

ࠉᖺ㜰࡛ᴗࡋࠊࣃ࣮ࢶࡽࢩࢫࢸ࣒ࡲ࡛ࠊேࠎࡢᬽࡽࡋ♫
ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡍࡿၟရࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ᭷వᖺ࠾ࡼࡪ
ᙜ♫ࡢṔྐࡣࠊᴗ⪅࣭ᳺᮏㄝ୕ࡢࠕࢆ௨࡚㈗ࡋ࡞ࡍࠖ
ࠕ⮬ࡽࡢ㐨
ࡣ⮬ࡽษࡾᣅࡃࠖ࠸࠺ࣇࣟࣥࢸࢫࣆࣜࢵࢺࡢୗࠊ௦ࡢࢽ࣮ࢬ

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉཎࠉ㟹
ە㈨ᮏ㔠

ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉ ൨  

ࠉḟࡢᖺࡶ♫ࡽᚲせࡉࢀࡿᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࠕືࡍࠖࡇ

ەタ❧ᖺ᭶

ࢪࡣ⥆ࡁࡲࡍࠋ

電子制御工学科

ᛂ࠼ࠊࣔࣀ࡙ࡃࡾᴗࡋ࡚ᢏ⾡㠉᪂ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᥦ౪ྲྀ

㐍ࢆࡶࡓࡽࡍࣔࣀ࡙ࡃࡾᴗࡋ࡚ࡘࡤࡁࡢኚ㠉ࢳࣕࣞࣥ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ ྡ㸦㐃⤖㸧
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫㸼ࠉ
ࠉ㜰ᗓ㜰ᕷ༊୰அᓥ 

⣙✀ ࠾ࡼࡪືຊఏື⏝ࠊᦙ㏦⏝ࢳ࢙࣮ࣥࢆࣛࣥ
ࢵࣉࠋᅜෆእࡢ࠶ࡽࡺࡿᴗ⏺ྥࡅࠊ⏝㏵ᛂࡌࡓ᭱
㐺࡞ࢳ࢙࣮ࣥࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ㸦୰அᓥ୕ࣅࣝࢹࣥࢢ)㸧
㸺ி⏣㎶ᕤሙ㸼ࠉ
ࠉி㒔ᗓி⏣㎶ᕷ⏑༡ഛྎ  ┠ 
ࠉ࠙TELࠚ㸦ᕤሙ⥲ົㄢ㸧

02 精機事業

建設システム工学科

主要４事業のもと新分野にも挑戦！
01 チェーン事業

㸺㛗ᒸிᕤሙ㸼ࠉ

ῶ㏿ᶵࠊ┤⥺సືᶵࠊࢡࣛࢵࢳ࡞ࠕ0RWLRQ &RQWUROࠖ
㛵ࢃࡿᶵᲔ㒊ရࠊࡑࡢ」ྜᢏ⾡ࡼࡿ᭱㐺࡞ࣃ࣮࣡
ࢺࣛࣥࢫ࣑ࢵࢩࣙࣥᶵჾࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉி㒔ᗓ㛗ᒸிᕷ⚄㊊ᬽゅ 
㸺ࡑࡢᅜෆᕤሙ㸼
ࠉᇸ⋢ᕤሙ㸦ᇸ⋢┴㣤⬟ᕷ㸧
ࠉᒸᒣᕤሙ㸦ᒸᒣ┴ὠᒣᕷ㸧
ࠉරᗜᕤሙ㸦රᗜ┴ຍすᕷ㸧

⮬ື㌴࢚ࣥࢪࣥࡢ㧗ᛶ⬟ࠊ࢚ࢥ
ᐤࡍࡿࢱ࣑ࣥࢢࢳ࢙࣮ࣥࢩࢫࢸ࣒
ࢆୡ⏺ࡢ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ᥦ౪ࠋ㟁Ẽ
⮬ື㌴࡞ḟୡ௦࢚ࢥ࣮࢝ᑐᛂၟရࡶ
㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

＋α 新規ビジネス

機械制御システム
工学コース

04 マテハン事業
ᦙ㏦࣭ศࡅࠊಖ⟶ࢩࢫࢸ࣒࡞ࠊࣔ
ࣀሗࡢὶࢀࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࠊ࠾
ᐈᵝࡢ⏕⏘ᛶྥୖᐤࡍࡿ㧗ᗘ࡞ࢯ
࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
バスケットボール部

多くの高専OBが活躍！
ࠉᮏ⛉⏕OB⣙ྡࡀࠊ〇ရタィࠊ⏕⏘ᢏ⾡ࠊ㛤Ⓨ࡞ࡢᢏ⾡⪅
ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢡࣛࣈάື㸦㔝⌫ࠊࢸࢽࢫࠊࣂࢫࢣ➼㸧ࠊ
⣡ᾴ⚍ࠊ⊂㌟ᑅࠊୖ♫Ꮿ࡞ࡢ⚟ཌ⏕ࡶ
ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᏛ⏕ࡢⓙࡉࢇࠊᳺᮏࢳ࢚࡛࢚ࣥࣥࢪࢽ
ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚ࡳࡲࡏࢇ㸽
納涼大会

テニス部

クラブ活動

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉࠉࠉࠉࠉKWWSVZZZWVXEDNLPRWRMS
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᥇⏝ +3㸸KWWSVZZZWVXEDNLPRWRMSUHFUXLWIUHVK
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建設工学コース

⯙㭯㧗ᑓ2%

電気電子システム
工学コース

03 自動車部品事業

技術への挑戦は人と未来のために

〜世界とつながる技術がここに〜

機械工学科

株式会社 日進製作所

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
会社概要

ࠉᙜ♫ࡣᴗ௨᮶70ᖺ௨ୖࢃࡓࡾࠕㄔពࢆࡇࡵ࡚〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿ
ጼໃࠖࢆᖖᣢࡕ⥆ࡅࠊྛ✀⢭ᐦ㒊ရࡢ〇㐀ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

ࠕ⮬ື㌴࣭࣮࢜ࢺࣂࡢ࢚ࣥࢪࣥ㒊ရࠖࠊ
ࠕ࣑ࢩࣥ㒊ရࠖࡸࠕᕤసᶵ

ࠉࠉࠉᖹ㔝 ༟

Ეࠖ࡞ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺ⓗࡶ㧗࠸ಙ㢗ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

ە㈨ᮏ㔠

電子制御工学科

ࠉ௦ࡢኚࡶከᵝࡍࡿࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ⚾ࡓࡕࡣ

ࠉࠉࠉ8 ൨ 5,000 

᭱㧗ࡢရ㉁ࡇࡔࢃࡾࠊ࠶ࡃ࡞ࡁᣮᡓࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋୡ⏺ࡿᙜ

ەタ❧ᖺ᭶

♫ࡢ⢭ᐦຍᕤᢏ⾡ࢆࡐࡦ⚾ࡓࡕ୍⥴ྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ࠉࠉࠉ1946 ᖺ 9 ᭶
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ846 ே

魅力①

働きやすい環境で夢の実現を

ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼

建設システム工学科

「社訓．常に夢と希望を持ち、社員の幸福を追求する」

ࠉ627-0037

ࠉᙜ♫ࡣ♫カࠕ♫ဨࡢᖾ⚟ࠖࢆᥖࡆࠊാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛຊࢆධ

ࠉி㒔ᗓிᚋᕷᓠᒣ⏫༓ṓ 22 ␒ᆅ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ2019 ᖺᗘࡢ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ࡣ♫ဨᖹᆒ 90㸣௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0772-62-1111

ࡲࡓࣀ࣮ṧᴗࢹ࣮ࡢᐇࡸࣇࣞࢵࢡࢫࢱ࣒ไࡢᑟධࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ 0772-62-3202

ࠉࡑࡢࠊ⫱ඣఇᴗࡸㆤఇᴗࠊ▷㛫ົไᗘࡶ࠶ࡾࠊ♫ဨࡢࣛࣇ

ࠉ࠙ M A I L ࠚ
ࠉ ࠉ ࠉ recruit@nissin-mfg.co.jp

ࢫࢸ࣮ࢪྜࢃࡏࡓാࡁ᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

魅力②

グローバルに挑戦できる

ࠉᙜ♫ࡣࠊ୰ᅜ࣭ࢱ࣭ࣥࢻࢿࢩ࣭࣋ࢺࢼ࣒࣭࣓࢟ࢩࢥ࣭࣓ࣜ࢝
電気電子システム
工学コース

ࡢ 6 ᅜᣐⅬࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊி㒔ᗓ㒊࡛ാࡁ࡞ࡀࡽࠊୡ⏺୰ࡢᴗ
ࢆ┦ᡭࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
▲キングモンクット工科大学とも交流のあるタイ日進

当社の強み

機械制御システム
工学コース

ࠉ㧗ရ㉁࡞⢭ᐦ㒊ရࠊ㍺㏦⏝ᶵᲔ㒊ရࡢ㔞⏘ຍᕤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊヨసຍᕤࠊຍᕤタഛ࡛࠶ࡿ࣮࣍ࢽࣥࢢ࣐
ࢩࣥࡢ〇㐀ࡸࠊຍᕤࢶ࣮ࣝࡢ〇㐀ࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏ࡚ࠊタഛࠊࢶ࣮ࣝࠊヨసࠊ
㔞⏘ࡢࢺ࣮ࢱࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

◀ 超高精度穴加工機
ホーニングマシン

加工対象物の内径を精密に
研磨する省エネ型工作機械

建設工学コース

◀ 日進製エンジン部品

▲ ジェットノズル

ハイブリッドカーに搭載の
バルブロッカーアーム

ホーニングマシンのツールの一つで、加
工物の穴径を測定します。社内で設計・
製造をしています。

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZQLVVLQPIJFRMS
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Taking new steps forward together

ともに新しい一歩を
機械工学科

日東精工 株式会社
会社概要

㛤Ⓨࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

４事業部の先端製品ご紹介！

ࠉ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡸ⏘Ꮫ

◆ ファスナー事業部（高機能パーツ）

ᐁࡢඹྠ㛤Ⓨ࡞
ࡶ✚ᴟⓗ࠾ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼
ࠉி㒔ᗓ⥤㒊ᕷ⏫ᱵࣨ⏿  ␒ᆅ
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ saiyo@nittoseiko.com
ࠉᅜෆ࣭ᾏእࢢ࣮ࣝࣉ♫  ♫
ࠉ⡿ᅜࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊ㤶 ࠊ㡑ᅜࠊ
ࠉࢱࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࢿࢩ

当社R&Dセンター（ACT京都内）

新製品開発に励む若手社員

建設システム工学科

ࠉᴗ㒊ࡣ⊂❧ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࢆᣢࡕࠊ᪂〇ရࡢ㛤Ⓨࡸࠊせ⣲ᢏ⾡ࡢ◊✲࣭

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉᮦᮌࠉṇᕫ
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ ൨  
ەタ❧ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
♫ەဨᩘ㸦㐃⤖㸧
ࠉࠉࠉ ே  ᖺ 6 ᭶  ᪥⌧ᅾ )

電子制御工学科

ࠉᙜ♫ࡣ  ᖺ  ᭶ி㒔ᗓ⥤㒊ᕷ࡛ᴗࡋࠊ ᖺࡢṔྐࢆᩘ࠼ࡲࡍࠋ
ᩘᑡ࡞࠸ி㒔ᗓ㒊ࡢᮾド୍㒊ୖሙ♫ࡋ࡚ࠊᴗࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿ㺀ᆅ
ᇦࡢ㞠⏝Ⓨᒎ㺁ࢆ♫ⓗࠊ㺀ୡ⏺࡛ồࡵࡽࢀㄆࡵࡽࢀࡿᴗࠖࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᙜ♫ࡣ᪥ᮏึࠊ᪥ᮏ୍ࠊୡ⏺ึࠊୡ⏺୍ࡢ㛤Ⓨ〇ရࡀ࠸ࡗࡥ࠸ࠋ
ᅜ⏘ึࡢࡡࡌ⥾ࡵᶵࡸᡃࡀᅜึᮇࡢࢫ࢝ࣛᆺ⏘ᴗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡣࠊᐇࡣᙜ
♫ࡽ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋࡑࢀୡ⏺᭱ᑠࡢ㔞⏘ᅽ㐀ࡡࡌࡸࠊୡ⏺࡛᭱ࡶ
ࢀ࡚࠸ࡿᡞᘓ࡚ఫᏯ⏝ᆅ┙ㄪᰝᶵ࡞ࡶ⯙㭯㧗ᑓࡢ༞ᴗ⏕ࢆྵࡵࡓᙜ♫
㛤Ⓨ㝕ࡀᡭࡀࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋⓙࡉࢇࡢࣔࣀ࡙ࡃࡾᑐࡍࡿ⇕࠸⇕ࢆࠊ
ᙜ♫࡛ࠊḟࡢࠕୡ⏺୍ࡢ〇ရ࡙ࡃࡾࠖάࡋ࡚ࡳࡲࡏࢇࠋ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

㕲࣭㖡࣭686࣭
࣑ࣝ࡞␗✀
㔠ᒓࢆ᥋ྜࡋ࡚
୍ࡘࡢ㒊ရ㸟
◆ 産機事業部（ロボット・FA）

㐍ᴗࠋࣔࣀ࡙ࡃࡾࡢά㌍

ࡡࡌ✰  ⨨ࢆ
࣓࡛࢝ࣛぢࡘࡅ
࡚ࠊ⮬ື࡛⨨
⿵ṇ㸟

ศࡅ㝸࡚ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
⯙㭯㧗ᑓ༞ࡢ⇕࠸ࣜࢣࢪࣙ
ࡶࠊࡓࡔά㌍୰㸟

電気電子システム
工学コース

ࠉᙜ♫ࡣࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎

ロボットの開発や新型ドライバの設計を行う卒業生

ࠉୡ⏺ᅜࢢ࣮ࣝࣉᏊ♫ᩘ♫ࠋ࠶࡞ࡓࡢ㛤Ⓨ〇ရࢆୡ⏺୰ࡢ࠾ᐈᵝ
ᒆࡅࡽࢀࡓࡽ࠸࠸࡛ࡍࡡࠋᾏእᚑᴗဨࡢὶࡸ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢᾏእ࡛ࡢ⭎ヨࡋ
ࡔࡗ࡚ྍ⬟ࠋᙜ♫ࡣୡ⏺࡛ά㌍ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝே㈈ࢆồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᡞᘓ࡚ఫᏯᘓ⠏
๓ࡢᆅ┙ㄪᰝࢆ
⮬ ື ࠋ࡞ ࢇ
ୡ⏺ࢩ࢙θ㸯㸟

海外からの技能実習生も受入れ

日東精工アメリカ

5か国の子会社と改善発表会

ྍ⬟ᛶ↓㝈ࡢ
་⒪ᶵჾᴗ
㒊ࡀㄌ⏕㸟

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZQLWWRVHLNRFRMS
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建設工学コース

◆ メディカル新規事業部 ( 医療機器）

機械制御システム
工学コース

◆ 制御システム事業部（計測装置）

さあ、世界に、次の驚きと感動を。
機械工学科

日東電工 株式会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
ࠉ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ⎔ቃၥ㢟࡞ࢆࡣࡌࡵࠊୡࡢ୰ࡢ͇͆ࢆゎᾘࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࠊᖖ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨࡸᕷሙ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ1LWWRࠋẖ᪥
ࡢࡼ࠺᪂〇ရࢆୡ⏺㏦ࡾࡔࡍഃ࡛ࡣࠊⱝᡭࡽ࣋ࢸࣛࣥࡲ࡛

会社概要

ဨࡀࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡋ࡚ᣮᡓࢆ⥆ࡅࠊᡂຌኻᩋࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸
電子制御工学科

ࡲࡍࠋ⮬ศ࡛యⓗ⪃࠼ࠊࢳ࣮࣒ࡢຊࢆࡾ࡞ࡀࡽࠊୡ⏺ࢆ┦ᡭࠊ
᪂ࡓ࡞ఱࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵᣮᡓࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࡣᖺࡢ❧௨

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉ㧘㷂 ⚽㞝
ە㈨ᮏ㔠

᮶ࠊኚࢃࡽࡠ1LWWRࡢ'1$࡛࠶ࡾࠊᙉࡳࡶゝ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋኻᩋࢆᜍ

ࠉࠉࠉ267 ൨

ࢀࡎࠊୡ⏺ࢆ┦ᡭᣮᡓࡋࡓ࠸ࠋࡑࢇ࡞࠸ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡛ࡍࠋ

ەタ❧ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶ 25 ᪥
♫ەဨᩘ

建設システム工学科

ࠉࠉࠉ㐃⤖㸸 ྡ  ᖺ  ᭶ᮎ
ࠉࠉࠉ༢య㸸  ྡ  ᖺ  ᭶ᮎ

幅広い分野でグローバルに製品を提供

ەᡤᅾᆅ

ᙜ♫ࡣࠊࡁࡃศࡅ࡚6ࡘࡢᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸺ᮏ♫㸼

࣭ᇶ┙ᶵ⬟ᮦᩱᴗ㸦ᕤᴗ࣭㟁Ꮚ࣭ఫᏯ⏝➼࠶ࡽࡺࡿࢸ࣮ࣉ㸧

ࠉ㜰ᗓ㜰ᕷ
㸺〇㐀࣭㛤ⓎᣐⅬ㸼

࣭ࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢸ࣮ࢩࣙࣥᴗ㸦ไࠊ㜵㡢ࠊ⿵ᙉࡸ㏻Ẽ⭷࡞ࡢᶵ⬟ᮦᩱ㸧

ࠉᐑᇛ┴ᓮᕷ࣭ᇸ⋢┴῝㇂ᕷ

࣭ሗᶵ⬟ᮦᩱᴗ㸦೫ගࣇ࣒ࣝࡸ㏱᫂ᑟ㟁ᛶࣇ࣒ࣝ࡞ࡢගᏛࣇ࣒ࣝ㸧

ࠉឡ▱┴㇏ᶫᕷ࣭୕㔜┴டᒣᕷ

࣭ICT ᴗ㸦࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ〇ရྥࡅࡢᅇ㊰ᮦᩱ㸧

ࠉ㈡┴ⲡὠᕷ࣭ᗈᓥ┴ᑿ㐨ᕷ
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ

࣭࣓ࢹ࢝ࣝᴗ㸦᰾㓟་⸆ࠊ⤒⓶྾ᆺ་⸆ရ࡞㸧

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ

電気電子システム
工学コース

࣭࣓ࣥࣈࣞࣥᴗ㸦ᾏỈῐỈ⏝㏫ᾐ㏱⭷ࠊᕤᴗ⏝Ỉฎ⌮⭷ࣇࣝࢱ࣮࡞㸧

機械制御システム
工学コース

㗰ᯈ⿵ᙉᮦ

ࠉ࠙ 0 $ , / ࠚ UHFUXLWVWDII#QLWWRFRP

ᾮᬗ⏝೫ගࣇ࣒ࣝ

ほかにも魅力がたくさん！
職場先輩制度
建設工学コース

ࠉ᪂ධ♫ဨᑐࡋ࡚ඛ㍮♫ဨࡀ࣓ࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡘࡁࠊ ᑐ  ࡛ࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᴗົᣦᑟࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠾ࡅࡿᏳࡸᝎࡳࡢゎᾘ
ດࡵࡲࡍࠋᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡸᢏ⾡ࢆ㌟ࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ♫㥆ᰁࡴࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZQLWWRFRPMSMDࠉࠉ
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⤒⓶྾ᆺࢸ࣮ࣉ〇

夢は大きく、ものづくりは小さく！ FUTA･Q 流働き方改革「家庭が一番！仕事はその次！」
機械工学科

二九精密機械工業 株式会社

会社概要

ࠉ⚾ඹࡀ⪃࠼ࡿ͆ࡶࡢ࡙ࡃࡾ͇ࡢᇶᮏࡣࠊ0DQ㸦 ே㸧ࠊ0DWHULDO㸦 ⣲ᮦ㸧ࠊ
0DFKLQH㸦ᶵᲔ㸧ࠊ0HWKRG㸦᪉ἲ㸧㞟⣙ࡉࢀࠊࡇࡢᮏᰕ᪂ࡋ࠸6NLOO
㸦ᢏ㸧ࡀ⼥ྜࡋࡓࠊึࡵ࡚)87$㺃4ࡢᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀࡿ☜ಙࡋ࡚࠾

ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉࠉⰋ୕
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ 

ࠉᚋࡣࠊᴗ௨᮶͆ࡶࡢ࡙ࡃࡾ͇ࡢ᰿ᮏ⪃࠼࡚ࡁࡓ࠾ᐈᵝ࣭ྲྀᘬඛ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

ᴗᵝ࣭ᚑᴗဨࡢ⪅ࡗ࡚ࡢࠕᏳᚰࠖࠕ♫ࠖࢆຍ࠼ࠊࡲ࡛௨ୖ

電子制御工学科

ࡾࠊ06 ࡣࡇࢀࢆᩘᘧࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ࠉࠉࠉ ᖺ 1 ᭶  ᪥
♫ەဨᩘ

ᆅ⌫⎔ቃඃࡋࡃࠊ♫⎔ቃࢆᩚ࠼ࠊᴟᑠ⢭ᐦ࡞͆ࡶࡢ࡙ࡃࡾ͇㨦

ࠉࠉࠉ ே

ࢆ㎸ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫㸼

「家庭が一番！仕事はその次！」社長の想いを制度化

ࠉ

二九 良三

社長

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚࠉ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚࠉ
ࠉ࠙ 0 $ , / ࠚ UHFUXLW#IXWDNXFRMS
㸺ඵᮌᕤሙ㸼
ࠉ
ࠉ༡ᕷඵᮌ⏫⸈ୗἙཎ⏣ 

建設システム工学科

ࠉி㒔ᕷ༡༊၈ᶫ⤒⏣⏫ 

ࠉᚑᴗဨᖾࡏ࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋࡑࢇ࡞♫㛗
ࡢ࠸ࡽࠊᐙᗞࢆࡍࡿไᗘຊࢆධ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉฟ⏘࣭⫱ඣ࣭ㆤ࡞ࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺࡢ
Ⅽࠊᚑᴗဨࡀࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡣࠊ
♫ࡗ࡚ࡁ࡞ᦆኻ࡛࠶ࡾࠊᮏேࡢ࢟ࣕ
ࣜࡶ㏵⤯࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ⚾ࡓࡕࡣࠊఇࡳࢆࡗ࡚ࡶᏳᚰࡋ࡚ࠊᴦࡋࡃ
ാࡅࡿ♫࡛࠶ࡾࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

㸺ி㒔ᕤሙ࣭5 '㺜㺻㺞㺎㸼
ࠉ
ࠉி㒔ᕷ༡༊ྜྷ⚈㝔ෆἙཎ⏫ 

電気電子システム
工学コース

ソフトボールサークル「メタルスターズ」

ＯＢ新入社員インタビュー ( 八木工場 製造技術課 )

ࡗࡶەヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3࣭)DFHERRN ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉ+3KWWSVIXWDNXFRMSࠉ)DFHERRNKWWSVZZZIDFHERRNFRP)87$4
ەẖ᭶࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ ᢏ⾡ሗ ࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸟ࠉࡈᕼᮃࡢ᪉ࡣࠊIXWDNXLQIR#IXWDNXFRMS ࡲ࡛࣓࣮ࣝࢆ࠾㏦ࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ

21

建設工学コース

竹端社員（2018 年 電子制御工学科卒）

ࠉࡲࡎࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉཧຍࡋࡓ㝿ࠊ⫋ሙࡢ㞺ᅖẼࡀᰂࡽࡃാࡁࡸࡍ
࠸ሙᡤࡔឤࡌࡲࡋࡓࠋ᪂ධ♫ဨ◊ಟ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ㓄ᒓඛࡔࡅ࡛↓ࡃࠊᵝࠎ࡞㒊
⨫ࢆᅇࡿࡇ࡛ࠊࡶࡢࡀฟ᮶ୖࡀࡿࡲ࡛ࡢᕤ⛬ࡀయⓗ࡞どⅬ࡛ぢ࠼ࡿࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୍ࡘࡢᕤ⛬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ๓ᕤ⛬ࠊᚋᕤ⛬ࡘ࠸࡚ࡶศࡿࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢࡇࡀࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸ㛵ᚰࡢྥୖࡶ⧅ࡀࡗࡓࡼ࠺ឤࡌࡲࡍࠋ
ࠉ⚾ࡀᡤᒓࡍࡿ〇㐀ᢏ⾡ㄢ࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞㒊⨫ࡢᶵᲔࡢಟ⌮ࡸᨵ㐀ࢆ⾜࠸ࡲࡍ
ࡀࠊࡑࡢ㝿ࡑࡢ㒊⨫ࡢ┠⥺࡛ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ㓄ᒓᚋࡶ◊ಟࡢ⤒㦂ࡀ
࡚ࡶᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

機械制御システム
工学コース

単孔式腹腔鏡手術用鉗子「DraCo（ドラコ）」

「鉾」
原型通りの
ミニチュア

すべての力を結集し、真の価値をお届けします。
機械工学科

株式会社 ホクシン

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

電子制御工学科
建設システム工学科

ࠉ⚾ࡓࡕ࣍ࢡࢩࣥࡣࠊᖺࡢᴗ௨᮶ࠊ┿♫ᙺ❧ࡘᴗ
ྥୖࡍࡃࠊ࠾࠸ษ☩⌶☻ࡋྜ࠸ࠊே㛫ᛶ࣭♫ᛶ࣭⛉Ꮫᛶ
❧⬮ࡋࡓᇶᮏࢥࣥࢭࣉࢺࡢࡶࠊ◊✲㛤Ⓨᶵჾࠊヨ㦂࣭ゎᯒ᳨࣭ᰝ
ᶵჾࠊᕤᴗィჾࠊ⏘ᴗᶵჾࠊሗᶵჾࠊཬࡧࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢᑓ㛛ศ
㔝࡛ࠊᩘࠎࡢ◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࠊࡑࡋ࡚⏘ᴗ⏺ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⚾ࡓࡕࡀࠊᶵჾࡢ㑅ᢥࡲࡿࡇ࡞ࡃࠊ⊂⮬ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
ࡸࠊႠᴗ࣭ᢏ⾡⪅ࡢᩍ⫱ຊࢆὀ࠸࡛ࡁࡓࡢࡶࠊࡍ࡚ࡣ┿ࡢ౯್
ࢆ㏣ồࡍࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
ࠉᑓ㛛ၟ♫ࡋ࡚ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࢩࢫࢸ࣒࣭ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢱ
ࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࢆᇶࠊ⚾ࡓࡕ࣍ࢡࢩࣥࡋࡾฟࡍࡇࡢฟ᮶࡞࠸
౯್ࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍࠋ
！

会社概要
ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ࠉࠉࠉ๓㔝ࠉගṇ
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ3,000 
ەタ❧ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶ 1 ᪥
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ ே㸦ࣃ࣮ࢺྵࡴ㸧
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫㸼
ࠉ910-0011
ࠉ⚟┴⚟ᕷ⤒⏣ 
㸺ᢏ⾡ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮㸼

開繊装置（特許取得品）！

ࠉ⚟┴⚟ᕷす㛤Ⓨ 1-2810
㸺ᣐⅬ㸸7 ࣧᡤ㸼
ࠉிᨭᗑࠊி㒔Ⴀᴗᡤࠊᩔ㈡Ⴀᴗᡤࠊ
ࠉ㔠ἑႠᴗᡤࠊᐩᒣႠᴗᡤࠊ

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ info@hokusin-web.co.jp
電気電子システム
工学コース

ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚ

Ⅳ⣲⧄⥔࡞ࢆᖜᗈࡃⷧ࠸ࢸ࣮ࣉ≧㛤⧄ࡍࡿ⨨㸦⚟┴ඹྠ≉チࢆྲྀᚓ㸧

ࠉࠉ https://www.hokusin-web.co.jp

機械制御システム
工学コース

建設工学コース

ձᢏ⾡ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ࠉసᴗ㢼ᬒ

ղ㝣ᢏ⾡ὶࢸࢡࣀࣇ࢙ࠉᒎ♧㢼ᬒ

ほかにも魅力がたくさん！
ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZKRNXVLQZHEFRMSࠉ
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感動を分かち合う組織運営で提案型企業を目指す。
機械工学科

細井工業 株式会社
舞鶴高専のみなさんへ

ە௦⾲⪅ࠉࠉࠉ⣽ṇᩄ
ە㈨ᮏ㔠ࠉࠉࠉ 
ەタ❧ᖺ᭶᪥ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
♫ەဨᩘࠉࠉࠉ18 ே
ەᡤᅾᆅ
ࠉ
ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷឡୗ⏫ 

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚࠉ

電子制御工学科

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚࠉ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ ࠉ
ࠉࠉࠉPKRVRL㸾DUURZRFQQHMS

事業内容
⏘⯡୍ەᴗ⏝┬ຊᶵᲔཬࡧ
ࠉ⨨㢮ࡢタィ〇స
ື⮬ە㌴⏝ࣇࣟࣥࢺ࢞ࣛࢫཬࡧ
ࠉ࣮ࣜࣖ࢞ࣛࢫࡢ᭤ࡆᡂᆺᶵࡢ
ࠉタィࠊ〇స

建設システム工学科

〜多品種少量の一貫生産体制へ〜
⏘⏕ڧ㈈㸸
ࠉࡶࡢࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢᶵᲔ⨨ࢆタィ࣭〇సࠋ
ࠉ⣡ᮇࡸရ㉁ࠊᏳࢆࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠋ
ڧẖᖺ11᭶ࠕရ㉁᭶㛫ࠖ㐠ື
ࠉ≉ຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

会社概要

電気情報工学科

⯙ࡣࡕࡓ⚾ڧ㭯ᕷࡢᇶᖿ⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿᶵᲔჾල࣓࣮࣮࡛࢝ࡍࠋ
ڧᘢ♫ࡢ♫ࡣࠗ࠾ᐈᵝࡣᚰᆅࡼࡉࢆ㸟㸟♫ဨࡣാࡁࡸࡍࡉ
ࢆ㸟㸟࡛࠘ࡍࠋ
ڧຊ〇ရࡣ⮬ື㌴ࡢࣇࣟࣥࢺ࣭ࣜࣖ࢞ࣛࢫ᭤ࡆ㔠ᆺ࡛ࠊ26ᖺ
ࡽ⯙㭯ᕷෆᣐⅬࢆᵓ࠼ࠊ
ࠕ࠾ᙺ❧ࡕࡢᚰ࡛ࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࠉࢆࣔࢵ
ࢺ࣮࠾ᐈᵝࡢ࠾ồࡵᑐࡋ࡚ࠊ㧗࠸ᢏ⬟ᢏ⾡ຊࠊ㛤ⓎຊࢆṊ
ჾᏑᅾ౯್ࢆ㧗ࡵࡿດຊࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠾ڧᐈᵝ࠾ồࡵࡣࠉ࡛ࠗࡁ࡞࠸࡞࠵࠘ࠉࠗࡇ࠺ࡍࢀࡤᙧ࠘➼ࠎ
ࢆࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢⰋࡁࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ᥦࡢ࡛ࡁࡿ♫
࡛ࡍࠋ
┠ࡢࡑڧᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⇕ࡸᕼᮃ‶ࡕ⁄ࢀࡓ᪂ࡋ࠸௰
㛫ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࠉ୍⥴ᣮᡓࡋ⥆ࡅࡿ௰㛫ࢆ⚾ࡓࡕࡣồࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

電気電子システム
工学コース

ＭＡＰ

細井工業

松島橋

ドラッグストア

×
医院 交番
郵便局〒

ナンバー１

至 高浜方面

サプライヤー
至 東舞鶴駅方面

©Kitakinki Keizai Shinbunsya

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVKRVRLLQGXVWU\FRMS
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建設工学コース

ᡃࠎࡣ⮬ື㌴⏘ᴗ࠸࠺
ࡁ࡞ࡁ࡞ചࡢୗ࠶ࡗ࡚
ᆅ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ
ᆅඖ⯙㭯࠾࠸࡚⮬ಙࢆࡶࡗ࡚
࠾ᒆࡅࡋࡓ࡛ኚ
ࡈホ౯ࢆ㡬࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

機械制御システム
工学コース

至 舞鶴カントリー
日本板硝子

模型 /電子工作/プログラミング教室 / 街角工作室の店です。自由なモノづくりをサポートします。
機械工学科

舞鶴電脳工作室 合同会社

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ
ࠉྛ✀ࣉࣛࣔࢹࣝࠊࣛࢪࢥࣥࠊ࣑ࢽᅄ㥑ࠊ㕲㐨ᶍᆺࠊሬᩱࠊᕤసᕤල࣭
ᶵᮦࠊࡑࡋ࡚㟁Ꮚ㒊ရ ( ┿✵⟶㹼࣐ࢥࣥࡲ࡛ఱ࡛ࡶ )ࠊྛ✀࢟ࢵ
ࢺ࡞㈍ࡋ࡚࠸ࡲࡍ ( ⯙㭯ᕷ㏆㎶ࡣ㓄㐩ࡋࡲࡍ )ࠋࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥ
ࢢᩍᐊࡣࠊ᪥ᮏⓎࡢᏊ౪ࣃࢯࢥࣥIchigoJam࡛ᑠᏛ⏕ࡽ⾜ࡗ࡚࠸

会社概要

電子制御工学科

ࡲࡍ (PCN ⯙㭯ࡋ࡚ )ࠋࡶࡕࢁࢇࣟ࣎ࢥࣥࡸࠊIoT/AIࢆRaspberry
Pi࡞࡛ᐇ⌧ࡍࡿ࡞ࡶࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍࠋ

ە௦⾲⪅

ࠉFabiLabo( ⾤ゅᕤసᐊ ) ࡋ࡚ࡣࠊ3Dࣉࣜࣥࢱࠊ࣮ࣞࢨ࣮ຍᕤᶵ

ࠉࠉࠉ⏫⏣ࠉ⚽

࡞ࢆഛ࠼ࠊ100/ ( Ꮫ⏕ / ᾏୖ⮬⾨㝲 ༙㢠㸟 )ࠊᕤస (  )

ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ8 

建設システム工学科

ᩍᐊࢆ㝶⏬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊྛ✀ඹྠ◊✲ࠊእ㒊ㅮᖌࡶㄳ㈇ࡗ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉ2019 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥
♫ەဨᩘ

模型作りだけでなく、コンテストやレースも行っています。

ࠉࠉࠉ2 ே
ەᡤᅾᆅ

ࠉ᭱㏆࡛ࡣࠊᶍᆺࡸ㟁Ꮚ㒊ရࢆᢅࡗ࡚

㸺ᗑ⯒ ( ᕤసᐊ )㸼

࠸ࡿᗑࡣࢇぢࡅ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸

ࠉ625-0036

ࡲࡍࠋ࡛ࡶࠊᐇ㝿ᗑ㢌࡛ᡭྲྀࡗ࡚ࡳ

ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐ 264 ␒ᆅ

࡚ࠕ ఱ సࡗ࡚ࡳࡓ࠸㸟ࡸࡗ࡚ࡳࡓ

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0773-77-1022

࠸㸟ࠖឤࡌ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋࡲ

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ 0773-77-1022

ࡓࠊᶍᆺࢥࣥࢸࢫࢺࡸࠊ࣑ࢽᅄ㥑ࠊࣛࢪ

ࠉ࠙ M A I L ࠚ

電気電子システム
工学コース

ࢥ࣮࣮ࣥ࢝ࣞࢫࡶ⏬ᐇ⌧ࡋ࡚࠸

ࠉ fm7811@sweetpy.sakura.ne.jp

ࡲࡍࠋ
ほかにも魅力がたくさん！

機械制御システム
工学コース

街角工作室 (Fab.Labo.) について
ࠉᩘᖺ๓ࡽࠊᅜྛᆅ ( እᅜࡶ )  Fab.Labo.( ࣇࣈࣛ࣎ ) ゝ࠺ࠊ

建設工学コース

ࣔࣀసࡾᣐⅬࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸࡚ࠊ3Dࣉࣜࣥࢱࡸ࣮ࣞࢨ࣮ຍᕤᶵ࡛⢭ᐦ࡞
ࣔࣀసࡾࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ⯙㭯㟁⬻ᕤసᐊ࡛ࡣࠊ⯙
㭯㧗ᑓ࡛ࡶ࠾㥆ᰁࡳࡢࡇࢀࡽࡢᶵჾࢆ⮬ᅾ࠾࠸࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋࡲ
ࡓࠊ⯙㭯㧗ᑓ⏕ࡣࡇࢀࡽࡢ࠸᪉ᩍᐊࡢࣝࣂࢺㅮᖌࡋ࡚ᮇᚅ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVPDL]XUXFZPFRPZRUGSUHVV
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人と環境の調和を目指し、躍動の新世界を切り拓く
機械工学科

弥栄電設工業 株式会社

ࠉ⚾ࡓࡕᘺᰤ㟁タᕤᴗࡣࠊࠗㄔᐇ࠘ࢆᴗ⌮ᛕࡋᢏ⾡⤒Ⴀඃࢀࡓ

会社概要

㨩ຊ࠶ࡿᴗ࡙ࡃࡾࠊ♫ဨࡀክࡾࢆᣢࡕࠊᴗࡢᏑᅾ౯್ࢆ୍ẁ
㧗ࡵࠊ♫㈉⊩ฟ᮶ࡿᴗࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠉ
ࠉႠᴗ࢚ࣜࡣࠊ⯙㭯ࢆ୰ᚰࡋࡓ᪥ᮏᾏഃࠊ⚟ᕊ༡ࡽරᗜ㒊

ە௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ࠉࠉࠉᔢᓚ᰿ࠉோྐ
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ3,060 

ឤࢆᣢࡕᩚഛ࣭ಖᏲࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ەタ❧ᖺ᭶᪥

ồ࡛ࡁࡿேᮦࢆồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ♫࡛࠶࡞ࡓࡢຊࢆάࡋ࡚ࡳࡲࡏࢇ㸽

ࠉࠉࠉ1956 ᖺ 5 ᭶ 9 ᪥
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ86 ே
ەᡤᅾᆅ

誇れる技術力こそ我が社の宝！！

㸺ᮏ♫㸼

魅力

ࠉ

その 1

ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐᘬᅵ 275 ␒ᆅࡢ 1

ࠉۼ㟁Ẽタഛᴗ㸸ᐁබᗇࢆ୰ᚰࡋࡓ㟁Ẽ࣭✵ㄪタഛᕤ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆⓎ
ࠉۼཎᏊຊ࣭ⅆຊᴗ㸸Ⓨ㟁ᡤࢆ୰ᚰࡋࡓ㟁Ẽ࣭ィᕤ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆⓎ
ࠉۼሗ㏻ಙᴗ㸸177 タഛࢆ୰ᚰࡋࡓሗ㏻ಙᕤ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆⓎ
ࠉࣥࣙࢩ࣮ࣗࣜࢯۼᴗ㸸ᆅᇦᐦ╔ࢆ୰ᚰࡋࡓ ,7 ࢩࢫࢸ࣒ᕤ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆⓎ
魅力

ࠉிᚋႠᴗᡤࠊᐑὠႠᴗᡤࠊ
ࠉᕊ༡Ⴀᴗᡤ

その２

ソリューション事業に注目！

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ

ࠗ㧗ရ㉁ :L)L ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࠘ࢆྜゝⴥ᭱㐺࡞ᨵၿ⟇ࠊゎỴ⟇ࡢࡈᥦࢆ
ࠉ┠ᣦࡋⱝᡭ♫ဨࢆ୰ᚰ᪥ࠎዧ㜚ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ
魅力

㸺Ⴀᴗᡤ㸼

その 3

ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ

建設システム工学科

高い技術力が我が社の売り！

電子制御工学科

ࡋࠊ㟁ຊ࣭㏻ಙ࠸ࡗࡓⓙᵝࡢ⏕άḞࡍࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࣥࣇࣛࢆ
ࠉ㏆ᖺࠊࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᴗຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬ࡽࡢຊ࡛ྍ⬟ᛶࢆ㏣

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉ࠙ 0 $ , / ࠚࠉLQIR\DVDND#\GQHWFRMS
ࠉ࠙㹓㹐㹊ࠚࠉKWWSV\GQHWFRMS

資格取得支援制度の充実
ࠉࠕᩍ⫱カ⦎㈝⏝⿵ຓࠖࠕཷ㦂㈝⏝⿵ຓࠖࠕ㈨᱁ᡭᙜࠖ
ከࡃࡢ♫ဨࡀࡸࡾࡀ࠸ࢆᣢࡕ㈨᱁ྲྀᚓྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍ㸟

電気電子システム
工学コース

腕を磨いて団結し、笑顔を絶やさず未知への挑戦！
機械制御システム
工学コース

V o i c e 卒業生
ཎᏊຊᴗ㒊ᡤᒓ
27ᮇ༞ᴗ
㟁ẼᕤᏛ⛉

ࠊࡑࡋ࡚᪂ࡋࡃタഛࢆ㐀ࡿᘓタᕤ࡞ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋಟ⧋ᕤࡸᘓタᕤ࡛ࡣタィࡽ〇ᅗࠊ
⌧ሙసᴗࠊ᭩㢮సᡂࡲ࡛ࡍ࡚⮬ศࡓࡕ࡛ࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡶ࠶ࡾࠊ௰㛫ࡢຓࡅࢆࡾ࡞ࡀࡽ㐀
ࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋኚ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㏫ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠾ࡾࠊᕤࡀࡋࡓࡁࡢ㐩ᡂឤࡣ
ࡁ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࢃࡀ♫ࡣ㟁Ẽ࣭ィタഛᴗࡢሗ㏻ಙᴗࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
⯆ࡀ࠶ࢀࡤ୍⥴ࡾୖࡆ࡚ࡳࡲࡏࢇ㸽

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪከᩘᕤᐇ⦼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡐࡦࡈぴ࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉࠉࠉKWWSV\GQHWFRMS
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建設工学コース

㧗ぢࡉࢇ

⚾ࡣཎᏊຊᴗ㒊ᡤᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟁Ẽ࣭ィタഛࡢⅬ᳨ࢆࡍࡿಖᏲᴗົࡸタഛࡢᨵ㐀ࢆࡍࡿಟ⧋ᕤ

広大な海や自然に恵まれた地域だからこそ、実現できる仕事や生活があります。
機械工学科

安田建設 株式会社
舞鶴高専のみなさんへ

電気情報工学科
電子制御工学科

ࠉᮏ♫ࡽࡣ᪥ᮏ୕ᬒࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿኳᶫ❧ࢆᮃࡴࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ᪥
ᮏᾏࡢࣃࣀ࣐ࣛ⥳㇏࡞ᒣࠎࠊࢇࡔ✵Ẽ͐⚾ࡓࡕࡣ⮬↛ࡢ⣲ᬕࡽ
ࡋࡉࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡽࡇࡑࠊษᏲࡾ⥆ࡅࠊḟୡ௦ཷࡅ⥅ࡄࡇ
ឤࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ♫ࡣ  ᖺ⥲ྜᘓタᴗࡋ࡚ᴗࡋ࡚
௨᮶ࠊ㐨㊰ࡸᶫᱱࠊ ‴࡞ࡢ㏻ࣥࣇࣛࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯࡸබඹタࠊ
㝔ࠊఫᏯ࡞ࡢᘓ⠏≀ࢆᡭࡀࡅࠊᆅᇦࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡉ
ࡽࢢ࣮ࣝࣉ♫࡛ࡣ⏕ࢥࣥᕤሙࡸࣜࢧࢡࣝタࢆᒎ㛤ࡋࠊᘓタ㈨ᮦ
ࡢ౪⤥ࡽ㈨※ࡲ࡛ᘓタศ㔝࡛ࡢ୍㈏యไࢆᵓ⠏ࠋ⮬↛㓄៖ࡋࡓ
⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡶࠕᆅᇦࠊᐙ᪘ࠊ⮬
ศࢀࡿᴗࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
グループの総合力が社員一人ひとりの成長と可能性を広げる

建設システム工学科
電気電子システム
工学コース

ࠉ⚾ࡓࡕࡀ᭱ࡶษࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕேࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡛ࠖࡍࠋேࡢᡂ㛗ࢆ
ᴗࡸᆅᇦࡢⓎᒎ⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࠕே㛫ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇࠖࢆࢸ࣮࣐
♫ဨࡀᐙ᪘ࡢࡼ࠺ぶ㌟᥋ࡋࠊ᪂༞♫ဨࢆ㹼ᖺ㛫ࢆࡅ࡚ᩍ⫱ࠋ
୍ேࡦࡾࡢክࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽእ㒊◊ಟࡸ㈨᱁ྲྀᚓᨭࡶ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ࠉ⤌⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᕤ⟶⌮⪅࡛࠶ࡗ
࡚ࡶᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ⏕ࢥࣥᕤሙࡸࣜࢧࢡࣝᕤሙ࡛ࡢ◊ಟࠊࡁࡣᅵᮌ
ᢏ⾡⪅ࡀᘓ⠏⌧ሙࢆᡭຓࡅࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ⮬ࡎᘓタ㛵ࡍࡿ⥲ྜຊࢆ
㌟ࡘࡅࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᅵᮌᘓ⠏୧᪉ࡢᕤ⟶⌮ᢏኈࡢ㈨
᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿᢏ⾡⪅ࡶከࡃࠊከᙬ࡞ࣇ࣮ࣝࢻࡢ୰࡛ዲወᚰࡸ᥈ồᚰࢆఙ
ࡤࡋࠊྍ⬟ᛶࢆᗈࡆ࡚࠸ࡅࡲࡍࠋ

会社概要
ە௦⾲⪅
ࠉࠉࠉᏳ⏣ࠉᫀྖ
ە㈨ᮏ㔠
ࠉࠉࠉ 
ەᴗ
ࠉࠉࠉ ᖺ  ᭶
ەタ❧ᖺ᭶
ࠉࠉࠉ ᖺ 7 ᭶
♫ەဨᩘ
ࠉࠉࠉ ே㸦ࢢ࣮ࣝࣉయ  ྡ㸧
ەᡤᅾᆅ
㸺ᮏ♫࣭ᕤሙ㸼
ࠉ
ࠉி㒔ᗓㅰ㒆ㅰ㔝⏫Ꮠ⏨ᒣ  ␒ᆅࡢ 
ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ
ࠉ࠙ M A I L ࠚ LQIR#\DVXGDNHQVHWVXFRP
ە㛵㐃♫
ࠉᏳ⏣⏘ᴗᰴᘧ♫
ࠉᏳ⏣▼Ἔᰴᘧ♫
ࠉᏳ⏣⏕ࢥࣥᰴᘧ♫
ࠉᶫ❧ほගᰴᘧ♫
ࠉࡣࡋࡔ࡚ࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢞ࢹࣥ

工種に偏りのない豊富な施工実績で地域に貢献しています

機械制御システム
工学コース

ከࡃࡢேࡓࡕࡢ㇏࡞ᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࠊᆅᇦࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋ࡞ࡀࡽඹᡂ㛗ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

仕事と生活のバランスのとれた豊かな人生を

建設工学コース

ࠉᙜ♫࡛ാࡃ㨩ຊࡋ࡚≉ఏ࠼ࡓ࠸ࡢࡣࠊ⮬↛ࢆ⯙ྎࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࣛࣇ࣮࣡ࢡࣂࣛࣥࢫࡀྍ⬟࡞
ࡇ࡛ࡍࠋ࠾࠸࡚ࡣᒣࢆษࡾ㛤࠸࡚ᯘ㐨ࢆ㛤㏻ࡉࡏࠊᾏཎ㜵Ἴሐࢆタ⨨ࡋ࡚⁺ሙ࣭⁺ ࢆ㐀ࡿࠋ
ᆅᅗ้ࡳ㎸ࡲࢀࡿබඹタࡢᘓタࠋᡂࡋࡓ▐㛫ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾࡋࡓࡁࡢ㐩ᡂឤࡣఱࡶゝ࠼࡞࠸ឤື
ࡀࡇࡳୖࡆ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࡛ࡣኟࡣ࣐ࣜࣥࢫ࣏࣮ࢶࠊࡣࢫ࣮࢟ࠊ㏻ᖺࢃࡓࡗ࡚㔮ࡾ࡞
ࡢ㊃ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᐃ㏥♫ࡋ࡚௰㛫୍⥴㔮ࡾฟࡅࡿࡇࡶ᪥ᖖⓗࠋࡺࡗࡓࡾࡋࡓ㛫
ࡢ୰࡛ᐙ᪘ࡸᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆษࡋࠊ⌧௦ேࡀᛀࢀࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࡇࡢᆅᇦ࡛ᡭࡋࡲࡏࢇࠋ

ࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸᪉ࡣࠊ+3 ࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋࠉࠉKWWSVZZZ\DVXGDNHQVHWVXFRPࠉ
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道づくり一筋

四半世紀
機械工学科

有限会社 山内道路
会社概要

䚷ᴗ௨᮶25ᖺ㛫䚸 ᅵᮌ 䞉 ⯒ᕤ䜢䛸䛧䛯⥲ྜᘓタᴗ䛸䛧䛶䚸 ᖖ
䛻ᆅᇦ䛸䛸䜒䛻⏫స䜚䛾䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛧䛶Ṍ䜣䛷䛝䜎䛧䛯䚹
䚷ᘓタᴗ䛿♫ᇶ┙ᩚഛ䚸 Ẹ㛫ᴗ䛾タഛᢞ㈨䚸 㒔ᕷ㛤Ⓨ䛺䛹䛾䛒䜙
䜖䜛⏕ά䝅䞊䞁䜢㐀䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ە௦⾲⪅

電気情報工学科

舞鶴高専のみなさんへ

ࠉࠉࠉᒣᮏࠉஂ
ە㈨ᮏ㔠

䜣䚹 ᭷㝈♫ᒣෆ㐨㊰䛿䚸 䛣䛾䜘䛖䛺௦䛻䛣䜜䜎䛷䛴䛱䛛䛳䛯ᢏ⾡ຊ

ࠉࠉࠉ2,000 

䛸⏬ຊ䜢᰿ᖿ䛻ேᮦ䛸ᶵᮦ䛾⥲ྜຊ䜢㞟⤖䛧䛶ᣮᡓ䛧⥆䛡䜎䛩䚹

ەタ❧ᖺ᭶᪥

䚷ⓙ䛥䜣䜒୍⥴䛻ᆅ⌫┦ᡭ䛻㯮䛔䝗䞊䝷䞁ሬ䜚䜎䛫䜣䛛䠛

ࠉࠉࠉ1995 ᖺ 3 ᭶ 22 ᪥
♫ەဨᩘ

電子制御工学科

䚷⌧ᅾ䛾ᘓタᴗ⏺䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛿Ỵ䛧䛶✜䜔䛛䛺䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫

ࠉࠉࠉ23 ே

必須アイテムが黒いアスファルトのブラックな・・・

㸺ᮏ♫㸼
ࠉ625-0034
ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐ❳ᐑ⏫ 1-8
㸺ᮅ᮶ົᡤ㸼
ࠉி㒔ᗓ⯙㭯ᕷᏐᮅ᮶୰㇂ཱྀ 66

建設システム工学科

୍⯡ⓗࠕ⯒࡛ࠖᛮ࠸ᾋࡿࡢࡣࢫ
ࣇࣝࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⯒ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㏻ᖖࡣ␎ࡋ࡚ࠕࢫࣇࣝࢺ⯒ࠖࡤ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ⇕ࡃຍ⇕ࡋࡓ㯮࠸ᮦᩱࡀࢫࣇࣝࢺ
ྜᮦࡤࢀࡿᚲ㡲ࢸ࣒࡛ࡍࠋ

ەᡤᅾᆅ

ࠉ࠙㹒㹃㹊ࠚ 0773-66-2214
ࠉ࠙㹄㸿㹖ࠚ 0773-66-1976

ࠉࡉ࠶ࠉྜᮦࡣ⇕࠸࠺ࡕ⯒タࡋࢁ㸟

ࠉ࠙ M A I L ࠚ y-road@peach.ocn.ne.jp

電気電子システム
工学コース

ࠉࢃࡀ♫ࡢ♫ෆ࣋ࣥࢺࡣࠊ⣡ᾴ࣭ᛀᖺ࡞ᖺ㛫ᩘᅇദࡋ࡚࠸

機械制御システム
工学コース

ほかにも魅力がたくさん！
ࡲࡍࡀࠊ୍ᢲࡋࡣఱ࠸ࡗ࡚ࡶࠕⰼぢ࡛ࠖࠊ♫ဨࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍ
ࡀᐙ᪘࣭ேࠎࡣᆅඖࡢ᪉ࠎࡶཧຍࡋ࡚ࠊẖᖺᱜࡢᏘ⠇㈰ࡸ
ࠉ♫ᴗᐃ᳜ࡋࡓᱜࡶࠊࡣࡸᖺ࡛❧ὴ࡞ᮌᡂ㛗ࡋࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡓࡕࡢࡣⓙࡉࢇࡢࢥ࣑ࢽࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢୖᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ
ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡃࡽ࠸ษ࡞ಙ㢗㛵ಀࡶ⫱࡚࡚࠸ࡲࡍࠋ
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建設工学コース

㛤ദࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

