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我々は、
公共施設やセメント工場、化学工場、リサイ
クル工場などのプラント工場内などで、「電
気設備」設計・工事を行います。

またそこに必要な高圧盤、動力盤などの盤製
作、システム設計、ソフトウェア設計なども
手掛けており、受注から完成、メンテナンス
まで自社で一貫してご提供し、ユーザー様を
全力でサポートしています。

電気設備の経験豊富なエンジニアリング集団です

協栄電気ってどんな会社？

これからも社会が豊かになるように、持てる力
を最大限発揮してユーザー様を支えております

我々が仕事する「電気設備」とは、簡単に説明
すると「建築物に安定的に電気を送り、使うた
めの設備」です。

具体的には、電力会社の送電線から工場内受電
設備までケーブルを引き込み、受電設備で必要
な電気に調整し、受電設備から動力盤や分電盤
などにケーブルを引き込み、さらにそこから各
所へと続きます。



会社概要
会社名

所在地

代表者

設立年月日

資本金

従業員数

事業内容

主要取引先

協栄電気株式会社

〒800-0054
福岡県北九州市門司区社ノ木１－８－１
TEL：093-381-2831
FAX：093-391-4846

代表取締役 小田 法壽

1965年 5月24日

4200万円

61名 （2020年12月末現在）

プラント工場向けの
・電気設備、計装設備の工事・設計
・高圧盤、制御盤などの各種盤製作・設計
・PLCなどのソフトウェア設計

福岡県、北九州市、独立行政法人再生機構
宇部興産株式会社、TOTO株式会社
太平洋セメント株式会社
平田機工株式会社

拠 点

全国に7拠点

糸魚川作業所

山口出張所

防府作業所

本社・工場

熊本作業所

新潟県糸魚川市

山口県宇部市

福岡県北九州市

山口県防府市

熊本県熊本市

苅田作業所

福岡県苅田町

代表取締役

総務部

組 織

営業部 工務部 製作部

工事課 設計課



見積書作成だけにとどまらず、受注から工程調整、材料調達、社内の関係部署との調整など、
物件の最初から最後までトータル的に関わって活躍しています。またユーザー様の抱える課題
に対して、その解決方法を一緒に考え提案します。

営業部

どんな仕事をしてるの？

工務部設計課

ユーザー様との仕様打合せから始まり盤設計、工事設計、システム設計、材料調達などの設備
全般のハード設計、PLCのプログラム作成、タッチパネルの作画などのソフトウェア設計、現
地に出向いての試運転調整などのあらゆる設計・電気調整などを行います。たまに工事監督や
盤改造などもこなすマルチプレイヤーです。またユーザー様からの「〇〇は出来るかな？」な
どの課題に、最善な提案をいたします。



製作部

設計が作成した配線図やいろいろな規格などに沿って、当社工場内にて組立・配線を行います。
高圧盤、動力盤から分電盤や小さな操作盤、計装盤、機械設備に組み込む機内配線など多種多
様な盤も対応しています。ユーザー様に出向いて盤改造する事もしばしば。
また当社基準に基づいて完成検査を行い、ユーザー様が満足する品質を保ちます。

工務部工事課

設計が作成した系統図や仕様書、関係資料にて作業内容を把握し、
ユーザー様と良好な関係を築き、施工方法などの提案・計画、材
料手配、施工管理、社内の関係部署との詳細工程調整、最後は試
運転調整まで業務は多岐に渡ります。

一般的なプラント工場の大体の電気工事はもとより、耐圧防爆電
気設備、計装空気設備、光ケーブル工事から各種照明設備、 LAN
配線工事など多彩な工事を行っています。



魅力はなんだろう？

未経験者でも大歓迎

今活躍しているスタッフもほとんどが、未経験か

らスタートなんです。資格取得・講習の費用など

をバックアップする資格取得制度があります。

また有志により勉強会も開催しています。

未経験・無資格でも
大丈夫？

Q

A

働きやすいと思います

部署にもよりますが、残業は月平均20時間程度と少なく

ライフワークバランスを重視しての就業が可能です。お子

さんとの時間や趣味の時間を大事にして下さい。

休暇取得は、繁忙期でなければ自由に取得可能です。

実際の勤務時間は？
休暇は取得しやすい？

Q

A



安定飛行を続けてます

1965年創業の50年以上の実績。

数々の実績を積み重ねる事で、ユーザー様

より信頼を得る事ができ、直接お仕事を頂

いており、安定経営をしております。

また受注比率が特定のユーザー様に、偏っ

ていない事も安定しているメリットです。

経営は安定してますか？

まだまだ新しい！

2017年に新築しました！

あちこちがまだ新しいです！！

机や椅子などの備品も一新して気持ち良い！

また社内（2階、3階）は土足禁止にしています。

社屋は綺麗ですか？

Q

A

Q

A
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魅力はなんだろう？

ただいま増殖中です

社員の意見により、どんどん増えております

「募集要項」に記載以外では

・予防接種費用補助（インフルエンザなど）

・熱中症対策費用補助（飲料水、氷など）

・社員旅行（年1回）、新年会（年1回）

・バーベキュー大会 などがあります。

福利厚生はどうなって
いますか？

あります！

工務部は、右記スケジュールにて行います。

先輩社員と一緒に行動し、指導・体験して頂

く事で技術を身に付けます。

社員研修はありますか？

Q

A

Q

A 新入社員研修

配属前の
各部署体験

実 践

【1週間】
入社時研修

【各部署1か月】
部署別による研修
(先輩社員によるOJT)

適材適所に配属決定
(先輩社員によるOJT)



1階 資材倉庫

2017年、待望の新社屋が出来て、資材倉庫も便
利に、綺麗になりました

2階 営業部、総務部

奥が営業部で、日中はほとんど社員はいません
手前は会社の窓口の総務部です

2階 会議室

ここで作戦会議をします

3階 工務部 工事課・設計課

仕事がたくさんあって、皆さん日中は現場に
行っていて全員が揃う事は少ないです

関門海峡が見えます

屋上

社内風景



募集要項

求める人物像

1

3

積極的に行動できる人

失敗する事を恐れずに、何事も前向きに
行動すれば、必ず成長します。

また自ら目標を定めて、それに向かって
確実に行動することも必要です。

そして「なぜ出来ないか？」ではなく、
「どうしたら出来るか？」を考え、工夫
や改善する気持ちが大切です。

2

チームワークを大切にする人

ユーザー様に満足していただく為には、
営業・設計・製作・工事の各部の力を合わ
せることが必要です。

周囲と協力・連携し、時には意見の食い違
いや立場の違いなどで言い合うことがある
かもしれませんが、励ましあい、助け合い、
固い絆で結ばれたそんな仲間になってくだ
さい。

素直に人の話を聞ける人

人の話に耳を傾けると、相手の気持ちや考
えが見えてきます。自分の考えに固執せず、
理解しようとする素直な気持ちで接すると、
相手にも伝わり心を開いてくれて信頼関係
が生まれます。

相手と分かり合えなければ、何事も先に
進みません。

なぜ、採用をするのか？

社員の若返りが急務

当社は、平均年齢45歳を超えており、
若返りが急務！

特に20~30代の方が
必要です!!もちろん40代
の方も大歓迎。



職 種

雇用形態

勤務地

給 与

勤務時間

休日・休暇

福利厚生

諸手当

１．【営業】電気設備の見積作成、提案、工程管理他
２．【工事】電気設備工事の施工・管理・監督業務他
３．【製作】高圧盤や制御盤等の組立・配線・改造他
４．【設計】盤や工事設計、システム設計、PLCなどのソフト設計他

正社員 ※試用期間3か月

〒800-0054
福岡県北九州市門司区社ノ木１－８－１ （本社）
福岡県北九州市門司区社ノ木１－８－２ （工場）

年齢・経験により決定 ※資格や経験のある方は優遇します！
昇給：年１回（４月）
賞与：年２回（７月、１２月）、決算賞与あり（業績による、９月）

8:00~17:00

休日：日曜、祝日、土曜（第１，３，５）
休暇：有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日
年間休日は100日程度 （参考：2020年度は101日）

各種保険：雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険
各種制度：退職金（勤続3年以上）、資格取得制度、その他制度有
その他 ：定期健診（年1回）、財形貯蓄

家族手当、通勤手当、住宅手当、資格手当、出張手当
運転手当、現場手当 その他手当有

エントリーから入社までの流れ

エントリー
求人サイトよりエントリーして頂くか、
当社へ直接電話又はメールください

個別説明会
各種説明、各部署を見学・説明致します
（1時間程度）

一次面接
面接
（30分程度、求人部門及び総務が担当）

最終面接
面接
（30分程度、取締役及び総務が担当）

内 定

採用スケジュール



協栄電気株式会社

〒800-0054
福岡県北九州市門司区社ノ木１－８－１

TEL：093-381-2831
FAX：093-391-4846

WebSite https://kyoueidenki.jp/
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