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  〒018-5202 

  秋田県鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

  TEL：0186-23-2519 

  FAX：0186-23-2498 

  URL：http://www.yecj.co.jp/ 

 

組立及び成形担当 製品の開発・設計業務 生産管理 自動車部品製造に使用する資材、部品、材料の購買業務 

 

組立及び成形担当 

業務内容 ・自動車部品の組立作業 ・プリント基板のハンダ付け作業 ・自動車部品の包装に係る作

業 ・プラスチックの成形作業（成形機械オペレータ作業）  ・各部品の整理等管理業務 ・

その他、部品組立及び成形作業に付随する業務 

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 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を対象 

勤務地 鹿角市尾去沢字長淵 4-1  または第二工場（花輪字町端 20-2） 

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 143,000～200,000 円 

手当 皆勤手当 5,000 円 家族手当（妻 14,000 円、子 3000 円～） 役職手当 6,000～48,000 円  

資格手当 500～3,000 円 交替手当（夜勤業務した場合 月 5,000～10,000 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 3.50 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金制度あり（勤続 2 年以上） 

休日・休暇 ・休日：土曜日、日曜日、祝日 他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社の指定休日（年末年始・夏季休暇の予定もあります）各々土日を含む９

日程度 

連絡先 〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

TEL：0186-23-2519  FAX：0186-23-2498   
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製品の開発・設計業務 

業務内容 

当社製品の開発・設計業務に従事していただきます 

・自動車部品・用品の開発・設計 ・パソコンの取扱いあり （※ＭＳＷｏｒｄ・ＭＳＥｘｃｅｌは必須）

＊電気回路の基本的知識を必要とします＊ＣＡＤ経験者優遇 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 設計業務経験 5 年以上  ＰＣスキル（ＭＳＷｏｒｄ・ＭＳＥｘｃｅｌは必須） 

年齢 59 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

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 150,000～200,000 円 

手当 
皆勤手当 5,000 円 家族手当（妻 14,000 円、子 3000 円～） 役職手当 6,000～48,000 円  

資格手当 500～3,000 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 3.50 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金制度あり（勤続 2 年以上） 

休日・休暇 

・休日：土曜日、日曜日、祝日 他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社の指定休日（年末年始・夏季休暇の予定もあります）各々土日を含む９

日程度 

連絡先 〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

TEL：0186-23-2519  FAX：0186-23-2498   
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生産管理 

業務内容 

当工場において生産管理業務に従事していただきます。 

・生産計画立案   

・外注管理（協力企業への加工委託及び納期管理等） 

・部品出庫（出荷計画に基づく部品の取り揃えと出庫） 

・出荷（完成品を納期に合わせてまとめや準備作業） 

・伝票作成  ・電話応対、来客応対  ・その他、付随する業務 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 ＰＣスキル（エクセル基本操作、簡単な計算式等） 

年齢 45 歳以下 長期勤続によるキャリア形成の観点から 

勤務地 鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

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 143,000～200,000 円 

手当 
皆勤手当 5,000 円 家族手当（妻 14,000 円、子 3000 円～） 役職手当 6,000～48,000 円  

資格手当 500～3,000 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 3.50 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金制度あり（勤続 2 年以上） 

休日・休暇 

・休日：土曜日、日曜日、祝日 他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社の指定休日（年末年始・夏季休暇の予定もあります）各々土日を含む９

日程度 

連絡先 〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

TEL：0186-23-2519  FAX：0186-23-2498   
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自動車部品製造に使用する資材、部品、材料の購買業務 

業務内容 

当工場において購買業務に従事していただきます。 

・部品の発注、受入保管（台車等を使用）、在庫管理   

・発注先の新規開拓（選定） 

・電話応対、来客応対   

・その他、付随する業務 

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の観点から 

勤務地 鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

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 143,000～200,000 円 

手当 
皆勤手当 5,000 円 家族手当（妻 14,000 円、子 3000 円～） 役職手当 6,000～48,000 円  

資格手当 500～3,000 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 3.50 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金制度あり（勤続 2 年以上） 

休日・休暇 

・休日：土曜日、日曜日、祝日 他   ・週休二日制：毎週 

・その他の休日：会社の指定休日（年末年始・夏季休暇の予定もあります）各々土日を含む９

日程度 

連絡先 〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字長淵 4-1 

TEL：0186-23-2519  FAX：0186-23-2498   

 


