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                                  〒018-5331 

                                  秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

                                  TEL：0186-35-5111 

FAX：0186-35-2885 

                                  URL（相川プレス工業）：http://www.aikawanetw.co.jp/index.html 

 

生産管理事務 品質管理 金型メンテ 品質管理事務 営業事務  

電子部品組立・検査・梱包 機械オペレーター 

 

生産管理事務 

業務内容 ●生産管理事務に従事していただきます 

・部材発注及び手配  ・製品及び部材の納期管理 

・生産計画の策定   ・客先及び仕入れ先との電話応答及び交渉 

＊仕事の多くはパソコンにて行います 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な PC スキル エクセル、アクセス操作 

年齢 45 歳以下  長期勤続によるキャリア形成を図る観点から 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 165,000～200,000 円      

手当 皆勤手当 10,000 円 精勤手当 5,000 円 家族手当 一人 1,500 円 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 
健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険  

企業年金、退職金制度加入（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社指定日 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 
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品質管理 

業務内容 ●製品、部材、原材料に関する品質管理に従事します 

・客先、サプライヤーとの品質打ち合わせ 

・客先クレーム対応、監査対応 

・社内工程における品質向上、維持のための活動 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

年齢 45 歳以下  長期勤続によるキャリア形成を図る観点から 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 165,000～200,000 円      

手当 皆勤手当 10,000 円 精勤手当 5,000 円 家族手当 一人 1,500 円 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 
健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険  

企業年金、退職金制度加入（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社指定日 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 
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金型メンテ 

業務内容 ●樹脂成形金型のメンテ作業に従事していただきます 

・金型の組替、調整 

・金型修理及びオーバーホール 

＊経験者優遇します 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験等 金型図面を理解できる 

年齢 59 歳以下  定年年齢を上限とする 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 170,000～220,000 円      

手当 皆勤手当 10,000 円 精勤手当 5,000 円 家族手当 一人 1,500 円 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 
健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険  

企業年金、退職金制度加入（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社指定日 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 
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品質管理事務 

業務内容 ●品質管理事務業務に従事していただきます 

・製品の測定（拡大鏡、測定顕微鏡を使用します） 

・品質関係書類の作成、管理 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験等 視力 1.0 以上（メガネ・コンタクトの矯正可） 

年齢 不問 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員以外（パート社員） 

賃金 141,440～141,440 円     時給 850～850 円 

手当 なし 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険  

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社指定日 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 

 

  



アイデックス 株式会社 

 5 / 7 

 

営業事務 

業務内容 ●営業事務に従事していただきます 

・見積り作成、図面整理、書類管理  ＊仕事の多くはパソコンにて行います。 

数字に抵抗がなく簡単なパソコン操作（エクセル・アクセス）のできる方を歓迎します。 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な PC スキル エクセル、アクセスの基本操作が可能な方 

年齢 不問 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員以外（パート社員） 

賃金 141,440～141,440 円     時給 850～850 円    

手当 なし 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険  

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社指定日 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 
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電子部品組立・検査・梱包 

業務内容 電子部品組立・検査・梱包業務に従事していただきます ・電子部品の手組による組立作

業 ・製品の外観検査（拡大鏡を使用） ・製品の梱包作業 （段ボールに詰めた製品は３～

４キロになります）＊全て立ち作業です＊増員による募集＊短時間勤務（９～１６時）等希望

の方、相談可！ 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 視力 1.0 以上（メガネ・コンタクトの矯正可） 

年齢 不問 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員以外 

賃金 141,440～141,440 円      

手当 なし 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社カレンダーによる 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885  E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 
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機械オペレーター 

業務内容 電子部品用コネクタの製造及びコネクタ用樹脂成型品の製造に従事します。 

 〇自動組立機械オペレーター 

  ・生産指示に基づき、樹脂成型品、金属部品   

・その他部品を自動組立機へ供給し、コネクタの製造を行います。 

 〇樹脂成型機オペレーター 

  ・成型機へ樹脂材料を投入し、加熱された樹脂を金型内に注入・充填することで生産を行

います。 

  ・始業前の機械点検、製造された現物の寸法測定・外観検査を所定の検査項目にそって

行います。 

＊社員の指導により、軽度な作業から覚えていただきます。 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

年齢 18 歳～45 歳以下 

勤務地 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

勤務時間  8:00～17:00  20:00～5:00    1 週間ごとの交替制 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 150,000～200,000 円      

手当 皆勤手当 10,000 円 精勤手当 5,000 円 家族手当一人 1,500 円 

通勤手当 あり 実費支給上限なし 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 2.00 月分 

待遇・福利厚生 
健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険 

企業年金、退職金制度加入（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社カレンダーによる 他、年末年始・お盆・ＧＷ休暇あり 

連絡先 〒018-5331 秋田県鹿角市十和田山根字上ノ平 1 

TEL：0186-35-5111  FAX：0186-35-2885   E-mail kawamata.hiroyuki@aidex-net.co.jp 

 


