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―現在募集中の職種等―

製造職（正社員）

製造職（期間社員）

住友理工グループは自動車用防振ゴム世界トップシェア
株式会社住理工九州は２０２３年度も増設（※1）

※1 2021年6月大分県庁にて表明

―公開中の企業PR関連サイト―

「マンガで分かる住友理工の仕事」

―説明会日程―

日程表 ※ハローワークなどで定期開催中

―応募・工場見学・インターンシップ―

問合せ先

WEBマガジン

製造職（パート） 子育応援求人

1

福利厚生・採用実績等

更新日：2023年5月1日

検査職（正社員）

検査職（期間社員）

保全職（正社員）

2023年度新規設備も順次稼働開始、各職種にて引き続き増員中
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■従業員数/福利厚生等に関わる実績

■採用実績（２０２３年度）

※２０２３年５月１日時点

2

福利厚生施設 食堂、更衣室、シャワー室、休憩室、休養室、喫煙所

従業員数 ２０９名（内女性20名）（2023年4月1日時点）

年齢 平均３２．７歳（2023年4月1日時点）

勤続年数 平均７．３年（2023年4月1日時点）

時間外労働実績 平均２２．１ｈ/月（2022年度実績）

有給休暇取得 平均１２．３日/年（2022年度実績）

昇給 平均２．３２％/年（2022年度実績）

賞与 平均４．５４か月/年（2022年度実績）

その他トピックス 基本給ベースアップ（正社員）、夜勤手当見直（直接雇用者）

2023年度実施

新卒入社 １０名（内女性1名）
（’２2年度６名）

中途入社
※’23年4月～現在

3名（含 内定者 内女性2名）
（‘２2年度15名 内女性3名）
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■募集職種 【正社員 製造OP職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる生産業務です。

作業は立ち仕事になります。配属先の先輩指導者が教育を行います
ので未経験者の方も一から学べる環境が整っています。
男女ともに活躍しています。
業務例
●接着処理機、射出成形機等操作業務
●製造補助業務等

業務の流れ（設備操作）
●設備の立上げ／立下げ
●設備の操作（材料投入等）
●製品の仕上げ／検査

募集人数 ３名

年齢 18歳以上３９歳以下

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： １５５，０００～１９５，０００円／月
通勤手当： ～２２，０００円／月
扶養手当： ～５２，５００円／月
夜勤手当：勤務シフトにより５００円又は１，０００円／日
昇給 ：毎年４月
賞与 ：4.５４か月分（2022年度実績）

※初回賞与は規定により支給
退職金 ：勤続３年以上（確定拠出年金）
※試用期間３ヶ月（期間中の基本給１５５，０００円／月）

就業・休日等 年間休日：１２０日
長期連休：年３回（GW・夏季・年末年始）
勤務 ：交替勤務（休憩時間６０分）

①０７：００～１６：００
➁１５：００～２４：００
③２３：００～０８：００
その他生産状況等により下記勤務時間もあります。
④０８：３０～１７：３０
⑤２０：３０～０５：３０

選考方法 書類選考 適性検査 面接 （1回）
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■募集職種 【期間社員 製造職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる生産業務です。

作業は立ち仕事になります。配属先の先輩指導者が教育を行います
ので未経験者の方も一から学べる環境が整っています。
男女ともに活躍しています。
業務例
●接着処理機、射出成形機等操作業務
●製造補助業務等

業務の流れ（設備操作）
●設備の立上げ／立下げ
●設備の操作（材料投入等）
●製品の仕上げ／検査

募集人数 3名

年齢 １８歳以上59歳以下

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： 時給１，４００円
（月額試算： ２２８，４８０円／月

（時給1,400円×20.4日×８時間）

通勤手当： ～８２０円／日
夜勤手当：勤務シフトにより５００円又は１，０００円／日
賞与 ： ６０，０００円／年（２０２２年度実績）
慰労金 ： 年３０万円
※試用期間３ヶ月（期間中の時間給同一）

就業・休日等 年間休日：１２０日
長期連休：年３回（GW・夏季・年末年始）
勤務 ：交替勤務（休憩時間６０分）

①０７：００～１６：００
➁１５：００～２４：００
③２３：００～０８：００
その他生産状況等により下記勤務時間もあります。
④０８：３０～１７：３０
⑤２０：３０～０５：３０

選考方法 書類選考 面接 （1回）
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■募集職種 【パート契約社員 製造職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる生産業務です。

作業は立ち仕事になります。配属先の先輩指導者が教育を行います
ので未経験者の方も一から学べる環境が整っています。
業務例
●製品仕上業務
●製造補助業務等

業務の流れ（設備操作）
●設備の立上げ／立下げ
●設備の操作（材料投入等）
●製品の仕上げ／検査

募集人数 １名

年齢 18歳以上59歳以下

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： 時給１，１００円 ～
通勤手当： ～８２０円／日
賞与 ：業績により年２回（勤務実績により支給）
※試用期間１ヶ月（期間中の時間給同一）
※雇用保険・社会保険は労働条件により加入、
扶養範囲内での勤務相談可能です

就業・休日等 ９：００～１７：００
※週3日以上、1日4時間以上であれば相談可能です

原則週休２日（土曜日、日曜日）
・長期連休 8～10日/回（GW、夏季休暇、年末年始休暇）
・年次有給休暇（入社６か月後）
・祝日等相談可能です

選考方法 書類選考 面接 （1回）
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■募集職種 【正社員 検査職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる品質管理部での測定検査業務です。

配属先の先輩指導者が教育を行いますので未経験者の方も一から学
べる環境が整っています。
男女ともに活躍しています。

業務例
●検査室内にて検査機器/設備を用いた測定/記録業務

検査機器例
●ノギス、ハイトゲージ、三次元測定機など

募集人数 １名

年齢 18歳以上４９歳以下

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： １５５，０００～１９５，０００円／月
通勤手当： ～２２，０００円／月
扶養手当： ～５２，５００円／月
夜勤手当：勤務シフトにより５００円又は１，０００円／日
昇給 ：毎年４月
賞与 ：4.５４か月分（202２年度実績）

※初回賞与は規定により支給
退職金 ：勤続３年以上（確定拠出年金）
※試用期間３ヶ月（期間中の基本給１５５，０００円／月）

就業・休日等 年間休日：１２０日
長期連休：年３回（GW・夏季・年末年始）
勤務 ：交替勤務（休憩時間６０分）

①０８：３０～１７：３０
➁２０：３０～０５：３０
その他生産状況等により下記勤務時間もあります。
③０７：００～１６：００
④１５：００～２４：００
⑤２３：００～０８：００

選考方法 書類選考 適性検査 面接 （1回）
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■募集職種 【期間社員 検査職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる品質管理部での測定検査業務です。

配属先の先輩指導者が教育を行いますので未経験者の方も一から学
べる環境が整っています。
男女ともに活躍しています。

業務例
●検査室内にて検査機器/設備を用いた測定/記録業務

検査機器例
●ノギス、ハイトゲージ、三次元測定機など

募集人数 １名

年齢 １８歳以上

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： 時給１，４００円
（月額試算： ２２８，４８０円／月

（時給1,400円×20.4日×８時間）

通勤手当： ～８２０円／日
夜勤手当：勤務シフトにより５００円又は１，０００円／日
賞与 ： ６０，０００円／年（２０２０年度実績）
慰労金 ： 年３０万円
※試用期間３ヶ月（期間中の時間給同一）

就業・休日等 年間休日：１２０日
長期連休：年３回（GW・夏季・年末年始）
勤務 ：交替勤務（休憩時間６０分）

①０８：３０～１７：３０
➁２０：３０～０５：３０
その他生産状況等により下記勤務時間もあります。
③０７：００～１６：００
④１５：００～２４：００
⑤２３：００～０８：００

選考方法 書類選考 面接 （1回）

7



P /10

■募集職種 【正社員 設備保全職】
業務内容 自動車用防振ゴムに関わる設備保全業務です。

配属先の先輩指導者が教育を行います。
男女ともに活躍しています。
業務例
●各種生産設備の部品交換等
●部品のメンテナンス等

募集人数 1名

年齢 18歳以上３９歳以下

学歴 高卒

経験・資格 不問

給与等 基本給 ： １５５，０００～１９５，０００円／月
通勤手当： ～２２，０００円／月
扶養手当： ～５２，５００円／月
夜勤手当：勤務シフトにより５００円又は１，０００円／日
昇給 ：毎年４月
賞与 ：4.５４か月分（2022年度実績）

※初回賞与は規定により支給
退職金 ：勤続３年以上（確定拠出年金）
※試用期間３ヶ月（期間中の基本給１５５，０００円／月）

就業・休日等 年間休日：１２０日
長期連休：年３回（GW・夏季・年末年始）
勤務 ：交替勤務（休憩時間６０分）

①０７：００～１６：００
➁１５：００～２４：００
③２３：００～０８：００
その他生産状況等により下記勤務時間もあります。
④０８：３０～１７：３０
⑤２０：３０～０５：３０

選考方法 書類選考 適性検査 面接 （1回）
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■企業関連サイト紹介

【WEBマガジン】 ※外部リンク※

掲載 オオイタカテテ！！ おおいたのせんぱい

【大分の魅力を発信するWEBﾏｶﾞｼﾞﾝ】

■内容

・従業員紹介

当社で設備開発業務に従事する女性従業員の

記事が掲載されています。

オオイタカテテ！！おおいたのせんぱい
クリックすると外部リンクへの移動が可能です

URL：https://oita-katete.pref.oita.jp/web_magazine/sumiriko/

9

https://oita-katete.pref.oita.jp/web_magazine/sumiriko/
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■企業関連サイト紹介

【マンガ】 ※外部リンク※

掲載 住友理工株式会社制作

【「マンガでわかる 住友理工の仕事」】

■内容

・自動車用防振ゴムについて 第1話、第2話、第15話、第16話

住友理工グループの多岐にわたる事業を、マンガで

分かりやすくご紹介しています。

「マンガでわかる 住友理工の仕事」
クリックすると外部リンクへの移動が可能です

URL：https://www.sumitomoriko.co.jp/company/comic/

10

https://www.sumitomoriko.co.jp/company/comic/
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■応募・職場見学・インターンシップ等

・問い合わせ（メール） srkk-saiyo@jp.sumiriko.com

・問い合わせ（ TEL ） 0978-23-1112

受付時間帯 9：00～17：00

・応募書類（履歴書など）郵送先

〒879-0603 大分県豊後高田市かなえ台33番地

株式会社住理工九州 人事総務課 宛

・工場見学

随時実施しています。是非お問合せをお願いします。

・インターンシップ

3~5dayでの実施が可能です。詳細については是非

お問合せをお願いします。

11

■その他ご連絡先

・当社に関する、法令違反行為またはコンプライアンスに

反する事案や行為にお気づきの点がございましたら、

下記のリンク先へご連絡ください。

「お問合せ 住友理工株式会社」
クリックすると外部リンクへの移動が可能です

mailto:srkk-saiyo@jp.sumiriko.com
https://www.sumitomoriko.co.jp/contact/index.php?ctg=15&page=input
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■説明会日程

日時 会場 イベント名

随時開催
日程はご相談ください

株式会社住理工九州
本社所在地

来て 観て 納得
工場見学会（オンライン可）

※要事前申込※

2023年4月18日（火）
9：30～12：00

宇佐市
宇佐ハローワーク

事業所ミニ説明会
※事前申込不要※

説明会を通じて、企業の魅力、働き方など気になること、

最新の職場情報などを担当者が直接ご紹介します。
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