
２０２３新卒採用者向けパンフレット

加賀ＥＭＳ十和田株式会社ホームページ http://www.kg-ems-twd.co.jp

加賀電子株式会社ホームページ https://www.taxan.co.jp

「十和田パイオニア」は「加賀ＥＭＳ十和田」へ生まれ変わりました

ものづくり に興味ある仲間よ、集まれ!



トップメッセージ

私たちはお客様が感動する顧客価値を提供し、期待され続けていくために

企業ビジョンとして

「英知を結集し、

新しい価値の創造により未来に向け進化していく企業」を掲げ

社員ひとり一人が夢と希望を持ってチャレンジしていきます。

企業ビジョン
『英知を結集し、
新しい価値の創造により
未来に向け進化していく企業』
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「加賀グループ企業理念」

経営理念 「すべてはお客様のために」

行動指針 Ｆ．Ｙ．Ｔ ３Ｇ
FLEXIBILITY GENERAL
市場の変化への柔軟な対応 あらゆるものを

YOUNG GLOBAL
発想と行動は常に若々しく 全世界で

TRY GROUP
果敢な挑戦を忘れない 総合力を活かして
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メッセージ

加賀EMS十和田株式会社

代表取締役社長

鈴木 健司

【メッセージ】

加賀ＥＭＳ十和田は、十和田市中心から徒歩10分程で、ショッピングセンターや
住宅に囲まれた所にあります。創業は1972年でパイオニアグループの子会社
「十和田パイオニア」としてスピーカーやレーザーディスク、カーナビゲーションなどを
長年生産してきましたが、2019年10月から加賀電子グループ入りし、社名も「加賀
EMS十和田」と改めました。

当社は、地元採用のものづくりに精通した社員が活躍する会社で、基板実装（電子
部品を電子基板に機械設備を用いてはんだ付けする）から完成品組立まで一貫生産
できる能力を備えて製造受託事業を行っており、十和田発（自社オリジナル）の生産技
術やＩＴのツールを本社や関連海外拠点に支援し導入・展開してきた実績もあります。
更に、電子機器の高機能化に伴い膨大化される内蔵ソフトウェアの第三者検証サー
ビス事業（お客様である電子機器メーカー様が開発され市場リリース前のソフトウェア
に不具合がないか、客観的に検証するための評価･検証手段設計と評価･検証実行
する付加価値受託事業）を行っており高い実績があります。

親会社である加賀電子は東証プライム（旧第一部）上場企業であり、電子部品･半
導体の販売からＥＭＳ（電子機器の受託開発･製造サービス）、パソコン及びその他
周辺機器など完成品の販売などをグローバルに展開する近年成長著しい企業です。
我々、加賀EMS十和田は、「ものづくり力」をさらに高めながら、加賀電子グループの
部品調達力やグローバル力と連携し、社員も会社も大きく成長することを目標として
います。また、加賀電子グループのものづくり力の向上に貢献すべく、マザー工場的
な役割を担う中長期の計画を立てています。

その目標達成の為には、設備投資などもしていきますが、人材、特に新たな若い力
が不可欠です。我々と共に、ものづくりに挑戦してみませんか？
入社いただき、加賀ＥＭＳ十和田のものづくりの中核人材として活躍、また十和田社
内で力を付け加賀電子グループの国内･海外関連拠点で活躍するという将来の選択
肢も有ります。色々なことにチャレンジしてみませんか？
連絡お待ちしています！
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失敗に対して寛大でありチャレンジできる会社です。
就職活動では、技術系の学校を卒業したことや、物づくり
に興味があったこともあり、自分の能力を最大限に発揮で
きると思い入社しました。
現在は、社内で用いるソフトやシステム開発を行い、改善
活動に取り組んでいます。
今後の目標は、新しい技術や知見を身に着けつつ社内だ
けでなく、加賀グループ全体にも展開できるようなモノを創
造したいと考えています。

先輩からのメッセージ

この会社の魅力は、一緒に考え解決できる仲間に出会え
ることにあります。
現在、ソフトウェアの評価業務に携わっていますが、
仲間と協力しながら進め無事検証を終えることができたと
きは、達成感の気持ちでいっぱいになります。
また、開発中の新しい機能に触れられることの楽しみや
店頭で評価した製品を見かけたときの嬉しさもこの仕事
の良いところではないかと感じます。
これからもっと色々な製品の評価ができるようにスキル
アップをして会社に貢献したいと考えています。

２０１８年入社
製造部 製造２課
武部 優里

２００７年入社
テストソリューション部 テス

トマネジメント課

小笠原 静香

２０１７年入社
製造部 製造１課
杉澤 勇紀

３

私は就職活動中、学生の時の経験を活かせる仕事に就き
たいという気持ちがありました。
そこでインターンシップを通して”モノづくり”の技術力に触
れながら、「先輩方のような技術者を目指したい！」
と思いこの会社を志望しました。
今後の目標は、自身のスキルアップや業務の改善というと
ころに焦点を当てて「TRY」していきたいと思います。
やはり、自分のアイディアがはまったときは凄くやりがいを感
じられます。
”モノづくり”に興味のある方、クリエイティブな考えのある方
はぜひ製造部へ！



採用募集要項

■ 募集職種 技術開発、生産技術、品質管理、試験技術、ソフトウェアテスト技術、

生産管理、製造オペレーション、総務・人事・経理、事業企画、営業・購買

■ 勤務時間 ８：００~１７：１０ （休憩１時間を含む）

場合により変則労働時間制あり（時差勤務、夜勤勤務）

■ 休日 土・日・祝祭日、年末年始、その他会社が休日と定めた日 年間126日

■ 休暇 有給休暇、特別休暇、永年勤続特別休暇、慶弔休暇など社内規則による

■ 初任給 大卒： ２００，０００円～ （2023年4月入社予定）

高専卒：１８２，０００円～ （2023年4月入社予定）

高卒： １５５，０００円～ （2023年4月入社予定）

■ 諸手当 通勤手当(上限なし)・残業手当・役職手当等

■ 昇給昇格 年１回

■ 賞与 年２回（６月、１２月）

■ 福利厚生 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・財形貯蓄

■ 退職金制度 あり

■ 確定拠出年金制度 あり

選考ステップ

エントリー 会社説明会 一次インタビュー

最終インタビュー 内定

当社選考については、筆記試験を実施しておらず、より多く皆さまとお会いする機会を
設けさせて頂いております。

※選考ステップについては、採用職種や選考時期・状況により変更となる場合がございます。

エントリー方法

学校もしくは個人で当社へご連絡下さい。
試験日等追ってお知らせいたします。

連絡先
〒034-0003
青森元町東一丁目１５－１
加賀ＥＭＳ十和田株式会社

総務課 三上
ＴＥＬ 0176-25-1131
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会社概要

加賀ＥＭＳ十和田株式会社

■ 設立 1972年 10月

■ 所在地 本社・本社工場 〒034-0003 青森県十和田市元町東一丁目15-11

第二工場 〒034-0003 青森県十和田市元町東二丁目12-35

■ 資本金 3,000万円

■ 資本比率 加賀電子株式会社 95％、パイオニア株式会社 5％

■ 従業員数 276名

■ 工場面積 本社工場 敷地 23.363㎡、建物 10.719㎡

第二工場 敷地 7.201㎡、建物 2.545㎡

■ 事業内容 電子機器･基板実装等の製造受託、カーナビ製造、

テスト自動化設計･テスト事業、等

■ 認証 ISO9001、ISO14001、ISO13485、一般医療機器製造業許可

■ 沿革 1972年 十和田電機株式会社設立

1990年 十和田パイオニア株式会社設立

（パイオニア株式会社１００％出資）

2006年 十和田パイオニアと十和田電機が合併

（パイオニア株式会社１００％出資）

2019年 加賀電子株式会社へ株式譲渡、

加賀ＥＭＳ十和田株式会社に社名変更

加賀電子株式会社 （東京証券取引所 プライム市場 証券コード8154 ）

■ 設立 1968年 9月

■ 所在地 本社 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町２０番地

■ 資本金 121億33百万円

■ 連結売上高 4,958億円（2022年3月期）

■ 連結経常利益 215億円（2022年3月期）

■ 連結従業員数 7,959名（2022年3月31日現在）

■ グループ会社 63社（国内22社／海外41社）

■ 事業内容 電子部品・半導体の販売

ＥＭＳ（電子機器の受託開発・製造サービス）、

パソコン及びその他周辺機器などの完成品の販売など５

本社工場 第二工場



組織

現場風景

七戸十和田駅にも広告掲載！

６

基板実装ライン ソフト評価ブース 機器組立ライン

社員食堂完備



事業紹介
ＥＭＳ事業編

☆営業
EMSを委託されるお客様と
直接やり取りを行い、
業務を受託してきます。

☆購買
製品を生産するための
材料を準備します。

☆生産管理
お客様のご要望どおりに
製品を出荷するための
生産のスケジュールを
作成します。

ＥＭＳ（Electronics Manufacturing Service）事業は、電子機器製品の受託生産事業を行ってい
ます。製品をつくりたい企業から仕事を受注して生産し、お客様に届けます。

受託した製品の生産については、どのようにつくるか工程を設計し、必要な設備を

手配、時には自社で開発も行います。生産が開始してからは、お客様のご要望に合わせ生産の
計画を作成し材料を手配、生産して、お客様のもとへ出荷します。

このように各部署が各々の役目を果たし、お客様のご要望を達成します。

☆ユニット・製品 組立
基板をはじめとした部品を組立、製品を
つくります。完成した製品は検査の工程を
経て完成品となり、出荷されます。

☆基板 実装
電子製品に組み込まれる基板を生産します。
何もついていない基板に自動で電子部品を
取付、はんだで接合します。

☆生産技術
新しい製品を導入するための工程や
設備を設計します
効率よく生産を行うため、自動設備の
開発/設計を行います

☆品質管理
お客様の要望する製品を供給するために
生産ラインの品質を管理します。
出荷前に製品を検査し問題なくつくられて
いることを日々確認しています。

●ロボットアーム
材料の自動供給

生産現場の３つのつくる

●カーナビゲーション

●医療機器

●ペダリングモニター

仕事をつくる
材料をつくる
（集める）

計画をつくる

＜ 生産アイテム ＞

製品を
つくる

信頼を
つくる

工程を
つくる

●自動ネジ締め機

生産をするための３つのつくる

●自動搬送機

＜ 自動化・省力化 ＞＜ 電子基板 ＞

７



テストソリューション事業は、お客様の開発した製品（ソフトウェア）をテストし、

不具合を見つける業務です。

また、市場にリリースする前の製品（ソフトウェア）が問題なく動作することを確認します。

上記のように製品（ソフトウェア）に対して様々な目的のテストを請け負う業務を

行っています。

事業紹介
テストソリューション事業編

お客様のご要望に合わせ、どのようなテストを実施すればよいか
テストの設計を行います。

開発者（お客様）の悩みは？

どのように製品の
不具合をみつければ
よいだろうか？

この製品を
買った人は

満足するだろうか？

思った通りに
動かないけどどこが
原因なのだろうか？

テストソリューション事業では

テストを設計する

製品を購入するエンドユーザー様の目線に立ってただ製品の動作を
テストするのではなく使用感や使いやすさも確認します。

お客様目線

テストの結果を分析してどのような機能に不具合が集中しているかなど
機能ごとの不具合のリスク分析を行います。

不具合の分析

製品の品質をつくる!!

８



加賀電子グループのＥＭＳ事業

地域貢献や行事活動

忘年会

レクリエーション活動

９

加賀電子グループのグローバルEMS
（Electronics Manufacturing Service）
海外（中国、アセアン、欧米）１０ヵ所に拠点工場 加賀EMS十和田の役割

国内生産の主力工場を担う

ものづくり力・技術革新の
センター工場的な役割を担う

自社開発新設備や技術を
海外生産拠点へ支援
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