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コマツ産機 入社案内

採用情報
Recruit

充実した制度。

人材の「現場力」。

Benefit

Educational training
コマツの教育体系

休暇制度

◎年間休日128日

（連続取得可）

執行
役員
ビジネス
リーダー

部長

◎フレックスタイム制

11：00～14：45をコアタイムとし、
その前後で
自由に出社・帰社が可能。

経営幹部
（ビジネスリーダー）

各機能のプロ
（マネージャー）

執行役員研修
（社外派遣）
トップマネジメントフォーラム
グローバルマネジメントセミナー
グローバル
マネジメント研修

コマツウェイリーダーシップ・
ディベロップメント・プログラム
（KLDP）

ミドルマネジメント戦略研修

課長

新任課長研修
新任管理職研修

ミドル

寮・社宅制度
◎独身寮 完備

留学

（会社がアパートを借上）

◎独身寮費

15,000円程度

若手
育成

職能別・部門別研修
経験者研修
3年目研修

入社

◎借り上げ社宅制度あり
（自己負担 1/3 程度）

異業種交流研修
副主事研修

副主事

共通施作
全社共通研修（コマツウェイ・ＩＣＴ・コンプライアンス・環境等）

5日間

役割
イメージ

ＴＱＭ教育／ＱＣ大会

◎リフレッシュ休暇 連続

（初年度より20日付与）

海外ナショナル社員対象研修

語学力アップ支援

19日／年以上

その他
（職能別・部門別など）

階層別研修
選択型研修

（年末年始、
ＧＷ、夏季休暇などの長期連休有）

◎平均年休取得日数

選抜研修

新入社員研修

コマツ産機の強みは部門問わず発揮される、人材の
「現場力」
です。互いに
研鑽し、常に改善に取り組み、最大の成果を上げる。
コマツ産機は、企業
の持続的な成長を支える人材の育成に力を入れています。

社員食堂
金沢本社には食堂を完備してい
ます。割引価格で各種定食が食べ

よくある質問。
Q&A

られ、栄養のバランスを考えた献
立が多く、量も十分。
さまざまなメ
ニューが楽しめます。

研修センタ・保養所

勤務地はどのよう
にして決まります
か。

本人の配属希望を考慮して決定します。入社後、
配属面談があります。

女性は活躍してい
ますか。

女性社員も男性社員同様に活躍しています。
男女
の分け隔てなく、各職種において同様に活躍の
チャンスがあります。
また産前産後休暇のほかに、
育児休業制度やライフサポート休暇もあり、必要
に応じて取得できます。

技 術 職から事 務
職、事務職から技
術 職 への異 動は
ありますか。

採用面接時の本人の希望内容、各部署からの求
人状況、本人の適性などを考慮して、
決定します。

世界中のグループ社員が研修セ
ンタを訪れます。
また、新入社員研
修もここを中心に実 施されます。
保養所は社員とその家族も宿泊
することができるため、家族で過ご
す社員も多いです。

会社を知る
Information

国内外に幅広く
事業展開。

本社の所在地は石川県金沢市。開発拠点は石川県金沢市・能美市・小松市。営
業の中心拠点は愛知県名古屋市となっています。営業・サービス拠点は全国各地に
13カ所あり、各エリアのお客様に寄り添ったサービスを展開しています。
さらに欧米や
アジアを中心とした海外拠点も構えており、
グローバルに活躍することができます。

Service area
札幌

仙台

福岡

広島

本社 長野 小山
粟津
関東
姫路 名古屋
横浜
静岡
豊中

イギリス ドイツ
中国
インド
タイ
マレーシア

コマツ産機（株）

アメリカ
メキシコ

インドネシア

ブラジル

世界中の
モノづくりに貢献。
Products
コマツ産機株式会社はコマツのプレス機
械事業約90年の長い経験と技術を受け継
ぎ、1994年にコマツより分離独立しました。
当社のメインとなる製品は自動車の車体を
作る大型プレス機。
日本国内はもちろん、世

KOMATSU

界中の自動車メーカーや部品メーカーで当
社の機械が使われており、世の中のモノづく
りを幅広く支えています。時代のニーズを捉
えた製品開発で、
お客様の生産性向上に
貢献できる企業を目指しています。

since

1994
コマツ金沢工場
との連携。
Network

コマツ産機とコマツ金沢工場の連携により、
お客様のニーズに応じた機械の製造を行っております。
業務分野は、
プレス・板金機械の①開発／設計②サービス③営業④生産⑤現地据付⑥品質保証
の６つがあります。
このうちコマツ産機は①開発／設計、②サービス、③営業を担当します。
コマツ金
沢工場と日々連携を取り、一体感をもって仕事に取り組んでいます。

社員を知る
Interview

広報宣伝から販促企 画まで、
幅 広く営 業を支えます。

最先端の技術でお客様のご要望に応える。

T.U

N.E

営業本部営業管理部改革グループ

ICTビジネス推進室

2008年度入社

2019年度入社

社会学科専攻

情報メディア工学専攻

営業企画・広告宣伝業務を担当してお
り、ICTツールを用いた営業業務の効率化
企画や活動データ分析が中心です。
以前はプレス機械の営業をしており、
そ
の経験が現在の職務に活きていると感じ

予知保全という機械の故障を事前に感
知するシステムなど、産機Komtraxの機能
開発に携わっています。
自部署だけでなく、
他部署と連携しながら、
お客様のご要望に
応えられるよう日々業務に取り組んでいま

ます。
我々のお客様である営業の皆さんから
感謝されるときはやりがいを感じます。
以前、
ある社内調整を依頼され、対応で

す。多岐にわたる製品のある会社だからこ
そ、最先端の技術に触れながら仕事をして
います。

きた際「あなたが動いてくれたおかげで受

女性の少ない会社ではありますが、
男女

注できた。
ありがとう」
と言われた事が印象

分け隔てなくチャンスがあり、少ないからこ

に残っています。就職活動では業種や職種

そ仲良くなれることもあります。

を絞らずに自分の目で多くの会社を見て情

就職活動の中でいろいろな企業を見る
ことがあると思いますが、
やりたいことを明

報を集めて下さい。
その結果当社を選んでもらい、一緒に働

確にして企業選びをしてみてください。

ける日が来れば嬉しいです。

OFF!のワタシ

OFFは家族サービスをしたり、ゴルフに

行ったりしてリラックスしています。
同じオフィスで勤務する同僚とは定期的
に練習やラウンドに出かけており、業務外で
も良いコミュニケーションを取っています。

OFF!のワタシ

休日はバンドのライブに行ったり、友人と

ごはんに行ったりして過ごしています。学生
時代に吹奏楽部に所属していたので、今も
音楽に触れることが大好きです。

部 門の壁を超え、世 界中のお客 様へ
満足をお届けする。

デスクワークだけじゃない。
設 計 業 務の奥深さ。

Y.K

F.S

カスタマサービス本部

開発本部 開発1部 制御開発グループ

海外サポート室

2015年度入社

海外営業グループ

2016年度入社

電子情報学類専攻

機械工学科専攻

小型プレスの電気設計業務に従事させ
海外のお客様に納入された中小型プレ

ていただいています。具体的な業務内容は

ス･板金機械のサービスサポートを行って

配線・電気部品等ハード面の3Dモデル作

おります。

成・検討、図面の作成、社内データベース

具体的には海外現法からの見積依頼や

への図面情報の入力・管理、制御ソフトの

部品手配、
トラブル対応と多岐に渡り、他

作成・デバッグ等、多岐に渡ります。
自身が

部門と連携し日々業務にあたっております。

設計に携わったプレス機械が稼動している

緊急の出荷依頼や不具合報告に対し、
迅速な対応を要することが多々あります。

様子を見ると、達成感や思い通り設計でき
た安心感を覚えます。
また、実際に現物を

その要求に応えた時に頂く
『ありがとう』

見ないと分からない点も多いため、設計な

や『助かった』
という言葉は非常に嬉しく、

がら現場に赴く機会も多く、機械の奥深さ

やりがいを感じます。

を実感します。企業（=相手）のことを見る

就職活動は実際に働く社員や就活生と

のも大事ですが、
それと同じくらい自分のこ

コミュニケーションが取れる貴重な機会で

とを見つめ直すのも重要です。就職活動中

す。一期一会を大切に、
自分が納得できる会

は自身の性格や持ち味を改めて客観視す

社に出会えるよう精一杯頑張ってください。

る良い機会になると思います。

OFF!のワタシ

飲みに行ったり趣味のゴルフをしたりと普

OFF!のワタシ

コマツが持つ実業団チーム
（部活動）で

通のOFFを過ごしていますが、最近は買った

バドミントンをしています。年齢問わず、他部

ばかりのカメラを持って旅行に出かけること

署の方々と交流を深められ、多くの仲間が

が週末の楽しみです。海や山、季節の風情

得られたのは社会人生活において大きな財

を写真に残しつつ旅行を満喫することで溜

産です。運動の習慣付けにもなり、体を動か

まった鬱憤を晴らしています。

すことで良いリフレッシュにもなります。

コマツ産機株式会社
人事担当
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町1番地1
TEL：076-293-4201

FAX：076-293-4351

E-mail:JPF9MB_sankisaiyo@global.komatsu

