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社会人になると何が変わるんだろう。働くってどんな感じかな？

大変なのかな？知らないことばかりだけど大丈夫かな？

そんな多くの不安を感じつつもこれから社会人になる第一歩を決意した皆さん。

未知の世界、新たな世界へ挑むこと、失敗することを恐れないでほしい。

わたしたちプロスパイラマニュファクチャリングはこれから新しい風を巻き

起こす皆さんとともに歩めることを心待ちにしています。
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代表取締役社長
荻島 厚

１．代表挨拶

4

私たちは様々な音や振動を和らげる防振ゴムの製造会社で、自動車や建設機械、鉄
道など様々なお客様にご提供させて頂いています。普段は目に見えない場所に装着さ
れることが多い商品ですが、皆さんが乗車する車にも必ず付いていて、乗っている方
の安全と乗り心地をしっかりと支えています。

私たちの使命は「最高の品質で社会に貢献」するというものです。

品質とは、製品の品質はもちろんのこと、全ての社員の全ての仕事の品質がお客様
や社会へ役立つことを目指して日々努力を重ねています。

大切にしている考えをいくつかご紹介します。
・安全はすべての基盤です。従業員の健康と安全を最優先します。
・規律を大切にしています。明るく挨拶することが基本です。
・当たり前のことをずっと続けられることが価値のあることだと考えます。
・お客様が求める価値を知って、感動する品質づくりを目指します。
・未来のすべての子供たちが安心して暮らしていくために環境活動を実践します。
・小さくても一人ひとりが自分の仕事を改善することを奨励します。
・年齢、立場によらず、相手を尊重する意味で、お互いを「さん」で呼び合います。

皆さんはこれまで様々な学びを通してそれぞれの個性を磨いてきたものと思います
が、私たちはそうした個性を大切にし、個人の能力が発揮されるような多様性のある
会社となること、そして社員にとって働き甲斐のある会社となることを目指してこれ
からも努力していきます。



何それ？と思った方！
実は防振ゴムは、皆さんの生活の一部となっている「自動車」に必ず装着されている部品です！
自動車にはもともと防振ゴムが30個～50個ほど装着されていて、走行中に発生する振動や、衝撃、
騒音を緩和する役割を担っています。

「防振ゴム」を作っています！

ストラットマウント

ブッシュ類

２．当社の情報を３つのポイントにまとめてご紹介！

自動車に乗ったり、運転したりしても振動や、
騒音を感じさせない。
安全と快適な走行をお客様にお届けするために
当社製品は社会で活躍しています！

当 社 製 品

産業用防振ゴム（一例）

【主要取引先】（敬称略）
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トヨタ自動車株式会社、本田技研工業株式会社、
スズキ株式会社、株式会社スバル、マツダ株式会社、
日産自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、
ダイハツ工業株式会社、いすゞ自動車株式会社、
日野自動車株式会社、等

日本旅客鉄道（JR）株式会社、三菱重工エンジニアリ

ング株式会社、川崎重工株式会社、近畿車両株式会社、
パナソニックホームズ株式会社、三菱電機株式会社、
ヤマハ発動機株式会社、等

◆自動車関連

◆産業用関連

自動車用防振ゴム（一例）

エンジンマウント

新幹線やマリンジェット等、自動車以外の防振ゴムも、当社では生産しています。



「1,000人以上※」の方が当社で働いています！
また、日本人だけでなく、外国人の方も働いています。
人それぞれ考え方や文化は異なりますが、当社の企業理念である「最高の品質で社会に貢献」を共
通の目標とし、日々手を取り合って働いています！
※非正規雇用の方を含みます。

当社の敷地面積は「93,520㎡」と非常に大きく、
東京ドーム2個分の広さがあります！

本社 掛川工場 東京ドーム×２

たくさんの従業員が働いている！

会社がめちゃくちゃ広い！

磐田製造所

２．当社の情報を３つのポイントにまとめてご紹介！

当社の場合、工場内を自由に歩き回れるようになることが
新入社員の第一関門かもしれません…

磐田にも工場があり、
ブリヂストンの磐田工場と併設しています。
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納涼祭

３．社内イベント（行事）を一部ご紹介！

毎年８月に組合共催の下、納涼祭
（夏祭り）を実施しています。

当日はお祭りの定番出し物（焼き
そば、ポテト、かき氷等）に加
え、大抽選会も実施！

ご家族の参加もＯＫなので、毎年
多くの方で賑わっています！

海岸清掃 植樹

海岸清掃同様、社内で希望者を募

り、毎年「植樹」を行っています。
植樹で植えた苗はやがて大木とな

り、津波の防波堤や「豊かな森林」
となって私たちを守ってくれます。

自然との共存を大切にしつつ、
CSR活動として社会に貢献！

社内で希望者を募り、毎年「海岸
清掃」を行っています。海を綺麗
に保つことで、海中の生き物の保
護や、海洋汚染の解消に取り組ん
でいます。
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会社では、独身寮も用意しています。
寮では同年代の社員も多いため、新生活で不安なことも、寮に
住む仲間に相談したり、一緒にご飯を食べに行ったりしてリフ
レッシュしている方もいます！
初めて一人暮らしを経験される方は特におすすめです！

・社宅ご用意致します！
「遠方からの通勤は大変…」と思われた方必見！
女性用の社宅を会社でご用意させていただきます！社宅家賃
についても、会社で一部負担致しますので、ご安心ください。

４．福利厚生＆働く女性をサポート！

当社は働く女性をサポートします！

・育児休職を積極的にご利用いただいています！
当社では、育児休職も率先して取得していただいております。
「周囲が取得していないから取りづらい…」ということも
ありませんので、将来、安心して育児と仕事の両立が出来ます！

【直近３年間の育児休職取得実績】

2019年 2020年 2021年 2022年
（7/1現在）

女性 ３名 ３名 ２名 ５名

男性 １名 ０名 １名 １名

合計 ４名 ３名 ３名 ６名

・マタニティ用の制服の作成を検討中！
妊婦の方でも当社の制服を着用したまま、気兼ねなく
就業ができるよう、マタニティ用の制服も検討中！

休日

当社は基本、週休二日制（土日休み）※の会社です！
夏季、ＧＷ、年末年始には長期連休もあり、年間120日の休日
があります！1年の内、約１/３の休みがあるため、プライベート
に充てる時間も確保可能！
※生産量の上昇により、休日出勤や、一時的な土日出勤平日休みの勤務形態へ変更の可能性あり。

独身寮・家賃の一部会社負担がある為、
水道光熱費込みでも周辺アパート
の家賃より格安！
・会社まで徒歩で通える距離の為、
毎日の通勤が楽ちん！
・ベッド、エアコン、冷蔵庫完備の
ため、新生活用品を買い揃える
費用も抑えられる！

独身寮

女性の育休取得率100％！
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５．みんな気になる昇給イメージ！

※1.給与の上り幅には個人差があります。（昇進による役職や、家族の扶養状況等により給与変動あり）
※2.年収には前年度の賞与実績支給額が含まれています。（2021年実績：4.85ヵ月/年）
※3.給与モデルには、残業10時間/月の割増手当、3交替勤務をした場合の深夜割増手当、当社規定の交替勤務手当が含まれます。
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年齢、昇進、家族の扶養状況に合わせて給与UP！

その他にも評価制度があり、
評価された社員はさらに給与UP！

就職先を決める上で事業内容、業務内容も大切だけど、将来も見据えて給与のことも気になる…
そんな皆さんのために当社の昇給（給与の上り幅）のイメージを用意しました！
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６．２０２２年７月 制服が生まれ変わりました！

複数あるデザインから７００名以上の従業員投
票によって選ばれたデザインです！

※デザインはイメージの為、一部変更が発生する場合がございます。

従業員の声を反映！
「今までにない先進的かつ
革新的なデザインを意識！」

背面

新しくワクワク
するようなデザ
インがいい！

ストレッチ性が
ある動きやすい
素材がいい！

スタイリッシュな
デザインがいい！

清潔感がある
デザインがいい！

10

正面



【 採用実績校（五十音順） 】

新居高等学校、池新田高等学校、磐田西高等学校、磐田農業高等学校、磐田東高等学校、浦添工業高等学校、小笠高等学校、

掛川工業高等学校、掛川東高等学校、鹿児島実業高等学校、金谷高等学校、川根高等学校、相良高等学校、桜丘高等学校、

島田工業高等学校、島田商業高等学校、島田樟誠高等学校、静清高等学校、専修大学玉名高等学校、

常葉大学附属菊川高等学校、天竜高等学校、遠江総合高等学校、浜松工業高等学校、浜松湖北高等学校、

浜松城北工業高等学校、袋井商業高等学校、藤枝順心高等学校、美来工科高等学校、横須賀高等学校、他

■名称 株式会社プロスパイラマニュファクチャリング
■設立 １９７０年２月２日
■資本金 19億５千万円(2022年７月１日 時点）
■代表者 代表取締役社長 荻島 厚
■従業員数 ９０２名
■ＨＰ URL：https://www.prospira.com/pmj/

【アクセス】

■本社 掛川工場
静岡県掛川市千浜４５６０
〒４３７－１４９３

■磐田製造所
静岡県磐田市匂坂中１７－３
〒４３８－０００４

本社
掛川工場

磐田
製造所

７．採用実績校＆会社概要

【会社概要】
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■製造部 製造第1課
1工場・3工場係

■Ｆ.Ｔ さん
■新居高等学校
■2020年入社

■製造部 製造第2課
第2加硫・加工・梱包係

■U.A さん
■相良高等学校
■2020年入社

８．活躍中の社員へインタビュー！
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◆仕事内容
私は、「加硫」作業と言って、金型に金具をはめ込み、その金型の中にゴ
ムを溶かして流しこむ工程を担当しています。ゴムを流し込む作業は、機
械で自動で行ってもらえるため、主な作業は、金型へ金具を正しくセット
する作業になります。

◆やりがい
自分が作った製品が搭載された車を街中で見かけると、社会に貢献し、
役に立っていると実感できることです。

◆会社のよいところ
安全に対する意識が高いので、危険箇所は事前に説明され、安全に作業
することができます。また、年間休日が120日あるので、プライベートの
時間もしっかり確保できます！

◆未来の後輩へ一言
就職先を考えるポイントとして、自分がしたいこと、大切にしたいことが
何かを考え、はっきりさせておくことで重要です。
悔いのない就職活動をしましょう！
皆さんの活動を応援しています！！

◆仕事内容
私の担当は、完成された製品の検査と梱包です。
完成した製品に対し、ゴムが欠けていたり、異物が混入していないか
チェックし不合格品があれば取り除く作業を行います。問題ない製品であ
れば、梱包して出荷をします。

◆やりがい
仕事をしていくうちにできる事が増え、達成感を感じられるところです。
また、TPMサークルという改善活動があり、活動を通して業務の効率化、
働きやすい職場へ改善することで、会社へ貢献できていると実感できる
ことがあります。

◆会社のよいところ
先輩がとても優しく、話しやすいため、相談しやすい点です。
あと、有給休暇がとりやすいです！

◆未来の後輩へ一言
会社は学校生活と似ていて、周りとの協調性が大切です。就職活動でも、
周囲の人と協力しながら頑張りましょう！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。



８．活躍中の社員へインタビュー！
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■製造部 製造第2課
第1加硫・成型係

■O.S さん
■磐田東高等学校
■2019年入社

■製造部 製造第2課
第2加硫・加工・梱包係

■K.M さん
■横須賀高等学校
■2020年入社

◆仕事内容
私は、完成された製品を検査・梱包する工程で作業しています。検査で
は、製品にへこみがないか、適切なサイズになっているか等を専用の道具
を使ったりして確認します。検査後は、合格した（問題のない）製品のみを
梱包して出荷します。

◆やりがい
TPM活動（業務の改善・効率化を図る活動）を通して、実際に自分の作業
がやりやすくなったり、会社へ貢献してる実感が持てる点にやりがいを感
じます。

◆会社のよいところ
安全に対する意識が高い会社なので、危険な作業がない点です。また、安
全だけでなく、職場の3S（整理、整頓、清掃）にも気を配っている会社の
ため、気持ちよく作業ができる環境が整っています。

◆未来の後輩へ一言
就職活動ではわからないことが多く大変ですが、自立の第一歩となる大
切な活動です。就職先はよく考えて悔いがないようにしましょう。新生活
で、環境が変わり、不安も多いと思いますが、ポジティブな気持ちで頑
張ってください！！

◆仕事内容
私は防振製品の材料であるゴムの「成型」を行っています。成型工程と
は、「生地ゴム」と呼ばれる大きなゴムを、溶かしやすい大きさに小さく裁
断する工程になります。

◆やりがい
初めて作業を行った時は、作業に慣れていないため、1日の生産数（裁断
できるゴムの数）が目標数に届きませんでしたが、仕事を覚え、慣れてい
くうちに、徐々に生産数が増え、目標数に達成できるようになり、すごく

やりがいを感じました。
◆会社のよいところ
年間の休みが120日あるので、プライベートの時間がしっかり確保でき
ます。また、夏場の暑い時期は、会社から飲み物の支給等もあり、熱中症
予防に配慮された安心な環境で働けます。

◆未来の後輩へ一言
就職活動でわからないことがあれば、一人で抱え込まず、周囲の人（家族
や先生）に相談してください！社会人になっても周囲に相談することは
大切なことです。就活頑張ってください！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。



８．活躍中の社員へインタビュー！
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■技術部 設備課
原動保全係

■N.K さん
■浜松城北工業高等学校
■2019年入社

■品質保証部 品質検査課
検査係

■K.S さん
■浜松湖北高等学校
■2020年入社

◆仕事内容
私は、会社全体の機械設備のメンテナンスを行っています。現場から機
械が故障した一報を受け、現場へ向かい修繕対応を行ったり、定期点検
の他、外注業者へ工事の発注等も行います。

◆やりがい
最初は故障した機械を見ても何が原因で故障しているかわかりません
でしたが、経験を積んでいくうちに、「○○が故障している影響で××に
作動不良が出ているのか」と故障の原因が何か考えることができ、成長
を実感することができます。

◆会社のよいところ
会社で寮を完備しており、同年代の人がたくさんいるので、よく食事に
行ったりしてリフレッシュしています。また、「安全は全てに優先する」を
スローガンに掲げているため、安全に対して意識が高く、安心して就業
できます。

◆未来の後輩へ一言
自分自身が何をしたいのかを明確にすることで、就職先を選ぶ際のヒン
トになるかもしれません。また、困った時は遠慮なく家族や先生に相談し
ましょう！就活応援しています！！

◆仕事内容
私は出荷前の製品の検査を行っています。測定器を使って、製品のサイズ
を確認したり、製品に傷がないか、刻印が施されているか等をチェックし
ています。検査後は、検査結果をデータにまとめて品質の評価をしていま
す。

◆やりがい
検査を通して不良品を見つけた際は、欠陥品をお客様に渡す前に止める
ことができて良かったと感じたり、品質のチェックを行うことで、お客様に
安全なものを提供できているという実感を持てることです。

◆会社のよいところ
年末年始、GW、夏季連休等、まとまった休みがあることや、納涼祭や旅
行、お年玉プレゼント企画等、いろいろな楽しいイベントがあることです。
また、話しやすく、親切な人も多いため働きやすい職場です。

◆未来の後輩へ一言
１社だけでなく、なるべく多くの企業を見て、就職先の選択肢を広げるこ
とが大切です。就活頑張ってください！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。



８．活躍中の社員へインタビュー！

15

■製造部 製造第3課
4工場係

■M.Y さん
■天竜高等学校
■2020年入社

■品質保証部 品質検査課
検査係

■K.R さん
■浜松湖北高等学校
■2020年入社

◆仕事内容
私は加硫工程で作業を行っています。「加硫」とは、材料の金具がセット
された金型に、溶かしたゴムを流し込み、加熱することでゴムと金具が接
着されることです。基本的に、ゴムを溶かして流し込む作業は、機械が自
動で行うため、私は金型に金具をセットする作業を担っています。

◆やりがい
最初は「教えられる立場」であったことが、経験を積むことで、「教える立
場」になり、誰かの役に立っていると身近に感じることができる点です。

◆会社のよいところ
夏場の暑い時期での作業は、熱中症予防に力を入れ、塩飴や飲み物の支
給、その他にも休憩時間とは別で、小休憩をとる時間を確保してもらえ
ます。

◆未来の後輩へ一言
気になる会社があれば、遠慮せず積極的に会社見学に参加してくださ
い！入社前に会社をよく知ることで面接時の対策や、わからないことに
よる不安の払拭に繋がります。ポジティブな気持ちで就職活動頑張って
ください！！

◆仕事内容
私は何種類もの計測器を使用し、完成した製品を測定する仕事を行って
います。測定では、製品の大きさ等を専門の機械を使用して行い、測定結
果をPCに入力します。測定後は、製品の合否判定が出るため、結果を書
類にまとめて報告します。

◆やりがい
私の仕事では、様々な機械（測定器）を使用する必要があり、最初は操作
を覚えることが大変でしたが、今では使いこなすことができるようにな
り、成長した実感を持つことができています。

◆会社のよいところ
自分の意見をしっかり聞いてもらえるので、抱え込まず周囲に相談がしや
すい職場です。また、残業や交替勤務による夜勤を行えば、割増賃金が
しっかりもらえます。

◆未来の後輩へ一言
就職活動では、企業がたくさんあり、選ぶことが大変だと思いますが、会
社の資料を見たり、企業見学に行ったりして、自分にあった企業を選んで
ください。不安なこと、分からないことは、先生や先輩、家族に相談したり
アドバイスをもらうことも大切です。就活頑張ってください！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。
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■技術部 設備課
原動保全係

■Y.T さん
■鹿児島実業高等学校
■2020年入社

■製造部 製造第2課
第1加硫・成型係

■N.M さん
■鹿児島実業高等学校
■2017年入社

◆仕事内容
私は、製品を作る工程で使用する「モールド」と呼ばれる金型の入替作業
を行っています。入替作業は同一の機械で異なる製品を作る際に必要な
作業になっており、金型の入替の他、機械へ温度等、設定変更を入力する
ことも行います。

◆やりがい
会社に入って5年経ちますが、まだまだ覚えることがあり、自分の成長を
実感することも多々ある点です。

◆会社のよいところ
わからないことがあれば、上司に積極的に確認し、上司からも丁寧に教え
てもらえるので、成長しやすい環境です。また、仕事以外でも、会社の人と
バーベキューや飲み会等も行っており、職場の人間関係も良好です。

◆未来の後輩へ一言
就職活動では、不安なことが多いと思いますが、いざ就職すると、そこま
で不安になることがないので、あまり気後れせず、就活のうちから前向き
な気持ちで頑張ってください！！

◆仕事内容
私は社内の生産設備の保全活動を行っています。保全活動とは、生産設
備が故障する前に整備を行い、未然に故障を防ぐ仕事です。その他に
も、機械が故障した際に早急に対応できるよう、予備の部品の管理等も
行っています。また、故障の度合いは様々で、5分で修繕できるものか
ら、2ヵ月かかるものもあり、社内で対応できない大きな故障について
は、機械（設備）のメーカーへ修理の依頼をお願いすることもあります。

◆やりがい
仕事を通じて自分が身につけたスキルを使い、機械の整備や修理を行う
ことにとてもやりがいを感じます。

◆会社のよいところ
周りの人と接しやすいため、コミュニケーションがとりやすいです。また、
資格の取得も会社で支援してもらえるため、いろいろな資格に挑戦し、
技術の向上を図ることができます。

◆未来の後輩へ一言
就職し、働いてみて当社は働きやすい環境だと感じているので、ぜひ選
択肢の一つに入れてください！！！
就活応援しています！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。



■製造部 製造第2課
第2加硫・加工・梱包係

■T.T さん
■池新田高等学校
■2006年入社

■製造部 製造第2課
第2加硫・加工・梱包係

■M.D さん
■相良高等学校
■2016年入社
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◆仕事内容
私は、「モールド」という製品を作る工程で使用する金型の入替作業を
行う業務を担当しています。入替作業は、同一の機械で異なる種類の製
品を作る際に必要な仕事で、金型の入替の他にも、機械へ加硫時の温
度の設定を変更するなども同時に行っています。

◆やりがい
トラブル対応（機械が動かなくなった等）で呼ばれた際に、原因を分析
し、改善を行うことで、止まっていた生産が再び稼働し始める瞬間に達
成感があることです。

◆会社のよいところ
会社では、人との関わり合い（チームワーク）が重要であり、そこから信
頼関係を築けることです。

◆未来の後輩へ一言
社会人になると新しい環境でいろんな人（年齢が離れている人等）と関
わることが多くなりますが、思っている以上に優しい人は多いですの
で、気後れせず頑張ってください！！

◆仕事内容
私は、現場を巡回することで職場内のルールがきちんと守られているか
(安全な作業が行われているか）の確認を行うことや、安全や品質に関す
る教育の講師を行う等、管理・監督業務を主に行っております。

◆やりがい
様々な工程があり、幅広く知識や能力の向上を図れる点です。

◆会社のよいところ
様々な資格取得の機会を得られる点です。また、コロナ禍においては、ワク
チンの職域接種対応、検査キット・マスクの配布等、緊急時に社員の安全確
保に素早く対応してもらえることです。

◆未来の後輩へ一言
就職活動では迷うこと、悩むこともあるかと思いますが、自分がやりたい
こと、できる事を思い返し、視野を広げてみて下さい。また、自分が今後な
りたい人物像（目標）を見据えて就職活動を行うといいと思います。頑張っ
てください！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。
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■製造部 製造第2課
第1加硫・成型係

■O.H さん
■磐田西高等学校
■2017年入社

■製造部 製造第2課
第2加硫・加工・梱包係

■N.N さん
■小笠高等学校
■2004年入社

◆仕事内容
私は「ハンドラー」と呼ばれる、主に製品を作る際に使用する材料や、出
来上がった製品の運搬を行っています。また、運搬の際には各持ち場を
観察し、材料が不足していないか、出来上がった製品が貯まっていない
かをチェックしながら運搬する必要がある仕事です。

◆やりがい
入社して5年経ちますが、まだまだ経験したことがない仕事がたくさん
あるため、日々新しい仕事へ意欲的に取り組むことができます。

◆会社のよいところ
私は、会社の剣道部に所属していますが、部員全員が仕事と剣道の両立
を意識し、どちらか片方をおろそかにすることがないよう、互いに切磋
琢磨できる環境であることです。

◆未来の後輩へ一言
就職活動では最初、今までの学生気分がなかなか抜けきらず、自分だけ
大丈夫か？と不安に思うことがあると思います。しかし、他の友達も同
じ気持ちでいることもあるので、一人で不安を抱え込まず、周囲の大人
を積極的に頼ってください！

◆仕事内容
私は、現場社員が安全、安心に作業ができるよう、職場内の安全を管理
し、危険を無くすために必要なことの指導を行っています。その他にも現
場社員の困りごとの改善、品質・生産等において目標を達成できるよう進
捗の管理も行っています。

◆やりがい
策定した目標を達成し、業績に貢献できることや、社員の教育により、次
世代の育成を行えることです。また、職場内の改善活動で自分の知識を用
いて成果につなげられる点です。

◆会社のよいところ
女性が働きやすい制度（産休、育休制度等）があることや、評価制度があ
り、頑張った社員に対して昇給等、給与UPの機会が与えられていることで
す。

◆未来の後輩へ一言
就職活動は緊張の連続だと思いますが、自分を見つめなおす良い機会で
す。自分が感じている長所をアピールすることで、自信につながりますの
で積極的に自分の良い点をアピールし、やりたいことの発見に活かしてく
ださい！皆さんの就活を応援しています！！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。
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■技術部 設備課
原動保全係

■M.K さん
■掛川工業高等学校
■2017年入社

■製造部 製造第1課
1工場・3工場係

■T.S さん
■横須賀高等学校
■2004年入社

◆仕事内容
私は、社内設備（機械）のメンテナンスや生産性改善等の仕事を行って
います。

◆やりがい
工場を守る「機械の番人」として自分の業務に誇りが持てる点です。ど
んな工場でも、機械が動かなければ仕事ができません。機械が問題なく
動くよう、メンテナンスすることが私たちの仕事であり、その活動が結
果的に現場の製造作業のサポートに繋がっていることに誇りを持って
います。

◆会社のよいところ
食堂のご飯がおいしいです！また、残業や交替勤務であれば深夜割増
手当がしっかりもらえます。会社の近くには海があるので、サーフィン
や、釣りが好きな人にはおススメです！

◆未来の後輩へ一言
社会人になると、日々覚えることがたくさんありますが、専門分野の知
識・技能を身につけることで幅広い分野に活用でき、自分自身の成長を
実感、さらに意欲をもって作業に取り組めます。就活同様、【今】を大切
にすることで将来に結びつくこともあるので充実した学生生活を送って
ください！

◆仕事内容
私は、職場の巡回を行うことで、危険な箇所、行動がないか安全の管理を
行っています。また、生産性の進捗確認や、担当する班員の安全教育等も
行っています。

◆やりがい
部署毎に多数の改善サークルが活動しており、会社全体で困り事を解決す
ることで仕事がやりやすくなる実感を得られることです。

◆会社のよいところ
ヒヤリ情報（危険だと思ったことの情報）の共有や業務の改善提案等、社内
の安全性・生産性向上を自ら発信する機会があり、その活動に対しても
しっかり評価され、自身のキャリアUP等につなげることができます。

◆未来の後輩へ一言
就活では、まず「挨拶」を意識してみて下さい。良い挨拶は相手に好印象を
与え、自然と困った時に相談できる環境ができます。挨拶は社会人になっ
ても非常に重要なことです。また、失敗を恐れず、まず「やってみる」という
前向きな意識で何事も取り組むことが大切です。就活頑張ってください！

※ 個人情報保護により顔写真と氏名は非公開としています。



当社についてわからないこと、知りたいことがありましたら、

お気軽に下記連絡先までご連絡下さい！

【お問い合わせ窓口】

株式会社プロスパイラマニュファクチャリング 総務課 松井

ＴＥＬ ：０５３７ー７２－２６５５

メール ：h.saiyou@bridgestone.com

★ご連絡お待ちしております！


