
学生が企業パンフレットをつくってみた



さっちょ ありちゃん ゆみさんきっぺ

元気とアイデア溢れる
発信担当

着眼点とセンスがピカイチ
デザイン担当

緻密なしっかり者
データ＆記録担当

TokyoDesign の何でも屋
運営・調整担当

山梨県内の企業や団体のニーズや課題に基づいて、企業と学生とが協働するプロジェクトです。

私たち学生は、これらのプロジェクトに「社員」として参加し、主体的に活動しています。 

Mirai プロジェクトとは？

はじめに

山梨英和大学 4年 山梨英和大学 4年 山梨県立大学 2年 藤精機 2年

プロジェクトメンバー紹介！

　こんにちは！「Let’s Go 藤精機　～学生が企業パンフレットを作ってみた！～」を手

に取っていただきありがとうございます。このパンフレットは、山梨県で金属加工を 

50 年以上続ける藤精機株式会社の就活生向けパンフレットです。Mirai プロジェクト

 ( 下記参照 ) の一環で、大学生三名と藤精機社員の計四名で企画・制作しました。

　工場見学や、社長・社員の方々のインタビューなどを重ねる中で、「藤精機とはどん

な企業なのか？」「どんな方がどんな思いで働いているのか？」「藤精機と他社との違い

はなにか？」など、長い期間をかけて話し合い、考えてきました。そこで、「学生の私

たちだからこそ見えたことを同世代のみなさんに伝えたい！」と思い、このパンフレッ

トが生まれました。

　この中には、藤精機の基本情報からおもしろコラムまで、情報がつまっています。こ

こでしか知ることが出来ない内容も載っているので、隅々まで読むと、より深く藤精機

のことを理解していただけると思います！気になるページから、気軽に読んでみてくだ

さい。このパンフレットが、何かみなさんの発見につながり、新たな世界へ踏み出す一

助となれば幸いです。
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藤精機ってどんな会社？

藤精機しごと図鑑

藤精機のココに注目！

教えて！新藤社長

藤精機で働くひとたち

新入社員にきいてみた！

数字で見る藤精機

社員の声で知る藤精機

採用情報

どんなところで働くの？

藤精機の日常をのぞいてみよう！

Welcome to 山梨県！

インスタグラフ

あとがき
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敷地面積 8,412㎡　延床面積 3,981㎡
代表者　代表取締役　新藤淳
創業　昭和 43年 11月　
資本金 1,000 万円
従業員数 87 名（2021年 1月現在）

「ものづくり」を通して、

　「ひとづくり」「幸せな社会づくり」を実現していく

経営理念

事業概要

精密板金加工 ( 抜き加工、曲げ加工、溶接加工 ) 、プレス加工、プレス金型製作、組立加工（大型装置組立）
切削加工治工具製作、設計

取引先の概要

主な客先製品

食品生産関係設備装置、エネルギー関連部品、各種搬送装置・設備、オフィス機器関連、
半導体製造装置向け部品、モーター制御機器、電源機器、光学系／医療機器部品

会社概要

会社名　藤精機株式会社
所在地　山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 1648-7 
　　　　釜無工業団地内

TEL　055-275-6644
FAX　055-275-5035

藤精機ってどんな会社？
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私たち学生が感じた藤精機
きっぺ さっちょ ありちゃん

拠点

Tokyo Design

山梨本社

Sheet Metal Program Service 
Co., Ltd

Fujiseiki USA Inc.

南カリフォルニアの試作工場。
アメリカ進出を目指す日本の中小企業の
応援もしています。

ミャンマーには、板金加工のプログラミングを
任せられる仲間たちがいます。

Sheet Metal 
Program Service 

Co., Ltd

Fujiseiki USA Inc.

関連会社
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社員想いで、人を大切
に業務に取り組んでい
るなと思いました！

一人ひとりが大事にさ
れている雰囲気が伝
わってきました！

会社の雰囲気が温かく、
周囲に自信を持って勧
めたいと思いました！

★
★ ★



営業

生産技術

設計

 ベンディング（曲げ）

生産管理

ブランキング（抜き） ウェルディング（溶接）

ユニット（組立）

物流

品質保証

プレス
マシニング（切削）

総務

事業企画

Tokyo
Design

藤精機しごと図鑑

板金

プレス加工するための金型を作ります。
設計から製作・組立まで、匠の技が

活かされています。

プレス金型製作

工場での作業全体をコーディネートし
ます。営業から案件を受け、現場へ展
開していくのが大きな流れで、日程
調整、材料部品の調達などを行い

ます。

大きな金属の板を思い通りの形に切
抜いたのち、バリ取りやタップな

どの加工もします。

切り抜かれた部材を折り紙のよう
に曲げます。高い集中力が

求められる仕事。

金属を溶かしてくっつけます。繊
細さを活かした加工で、女性

リーダーも活躍中！

対となった金型に材料を挟み、強い力を加
えて成形します。大量生産に適した加

工法です。

お客様の声を聞き、そのご要望に応えられる製品を
図面化していく作業です。設計は作業工程の最
初の部署であり、常に生産工程への配慮も

欠かせません。

精密板金加工で作り上げたフレームなど、
比較的大きなものの組立や、それに伴う

溶接も行います。最新のパイプ曲
げ設備もあります。

金属の塊を彫刻のように削り出すことで

形を作ります。

出来上がった製品が図面通りにで
きているか、出荷前に品質を

確認します。

設計やお客様から受け取った図面を
3DCADを使ってモデル化、さらに
2D変換し、割付データを各作業部

門へ送りこみます。工程設計や
見積りも行ないます。

物流は、主に梱包と輸送を行う最
後の砦。みんなが魂を込めて作っ
たものを、傷をつけないように、

お客様のもとに届けます。

直接お客様と接し、生の声
を聞く。お客様のご要望と藤精
機の技術やコスト、納期が合致
できるかどうかを社内に持ち
帰り、各部署と話し合い

ます。

 設計とコミュニケーションの
拠点。全国、延いては世界
に向けた藤精機の窓口。

海外法人との調整、会社の新
規事業の企画などを行って

います。

お弁当の注文から労務管
理、経理、etc　困った
ときは何でも助けて

くれます。

 社会課題の解決に向けた新し
い技術を、産学官で連携し
ながら研究開発します。

研究開発

事業概要を読んでも、具体的なイメージはしにくいもの。ここでは
藤精機のお仕事を、流れに沿って紹介します。一つの製品を作る
ためには、たくさんの人の手が加えられます。前工程から受けたバ
トンを確実に次工程に渡す。藤精機が「思いやり」を大切にする
理由は、ココにあります。
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ユニット課では、部品をサイズ別に色分け収納。使うとき
に間違えにくく、素早く手に取ることができる仕組みです。

作業に使う道具を集めて置く場所。最後に使った人は記名
しているため、道具の行方不明を防ぎます！

業務の効率や安全性を高める活動「改善提案」が、藤精
機でも盛んに行なわれています。日々作業をする中では、
小さな不便や、ヒヤッとした経験は誰にでもあるもの。
それを見逃さず、職場で共有することが、改善の鍵とな
ります。
提案には、大きく分けると、安全性を高めるもの、作業

改善提案で働きやすさを追求！

写真は、50 ミクロンという極めて薄いステンレスの板
を用い、繊細かつ丁寧な溶接によりハニカム構造を作る、
という藤精機の開発した要素技術です。
接着剤を使わないため、ステンレスの特長が活きて、水
などの液体や高温にも耐えられます。また、ハニカム構
造のために高強度と軽量との両方を同時に実現。
実はこれ、現場の溶接技術者のアイデアに端を発し、会
社として技術開発をして特許申請に至った、という経緯
があります。
「『社員一人ひとりが、自分で自分を成長させられる会社』
を目指し、現場の主体的な声を大切にする」、そんな熱
い想いが、藤精機の技術開発を支えています。

現場の声から開発プロジェクト発足、特許申請へ！

効率を高めるもの、整理整頓に関するもの、が多いそ
うです。例えば、「使った道具を元に戻さずにはいられ
ない！」という入れ物や、最終使用者名を一目で確認
できるシステムなどがあります。
部署内で試行錯誤し、効果検証した結果が社内で高く
評価されると、報奨金が支給されます。

藤精機のココに注目！
藤精機には、働きやすさを求めた思いやりや、藤精機ならではの技術がたくさん！その一部分を紹介します。
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FCV（燃料電池自動車）に燃料を供給する水素ステーショ
ンでは、800 気圧以上の高い圧力で水素を貯蔵してい
ます。
藤精機では、このような高圧水素にも耐えられるような
配管溶接を高品質かつ安定的に行うため、2017 年度よ
り経済産業省の補助事業として自動溶接機の開発に取り
組んできました。
水素は、発電の際に排出するのが水だけであると同時に、
余剰電力を水素に変換することで貯蔵や輸送が可能とな
るため、再生可能エネルギーとの親和性や利便性も高い
クリーンなエネルギーです。一方、分子が極めて小さく、
微細な隙間からでも漏洩してしまいます。また、高圧水
素は、金属を脆くする性質を持っています。
この自動溶接機は、水素ステーション建設のハードルを
下げ、漏洩リスクやメンテナンス・コストも下げ、同時

水素ステーション用の高圧水素配管を自動溶接 !

「AED坊や」で安全に！

藤精機では、社員の健康増進と地球環境保護のために、
自転車通勤を推奨しています。工場裏手に回ると、自慢
の金属加工技術で作られた駐輪場があります。屋根付き
で、色々なタイヤの幅に対応できるよう、工夫が凝らさ
れているのが見どころ。ウワサによると、近々、最新の
パイプ曲げ設備も活用して、さらに利便性とデザイン性
の高い駐輪場にバージョンアップするのだとか……。
乞うご期待 !

愛車を守る自社製の駐輪場

に安全性を高めよう！というミッションを担ったスグレ
モノ。
地球環境保全や再生可能エネルギーの利用促進への貢献
を目指し、ひいては、持続可能な社会の実現を目指して、
更なる品質向上に励んでいます。

本社受付横で、最初に皆さんをお出迎えするのがこの
「AED 坊や」。万一に備えたこの坊やは、社内で設計、
作成されました。親しみやすいデザインで、緊急時対応
への意識向上が期待されます。
藤精機では、これを含め工場内の 3箇所にAED を設置
しています。非常時の災害を軽減し、事業の継続性を高
めるためには、普段から周りに注意を払い、コミュニケー
ションをとるという基本が欠かせません。このAED坊
やは、そんな基本を静かに語りかけてくれます。

（参考）イワタニ水素ステーション甲府
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「生活様式の変化 =チャンス」と捉えることが大切です。新型コロナウイ
ルスの影響で、医療分野や半導体などの分野が伸びると感じています。
残念ながら藤精機もあおりを受け、業績も下がりました。しかしそれが
むしろ、これまで行ってきたことや、これから行っていくことを、改め
て見直すきっかけになりました。単に図面をもらって作るだけでは、高
い付加価値を生み出すことができません。チャレンジ精神旺盛な社風を
活かし、今後は積極的に提案することで、トップランナーになっていき
たいと考えています。

ものづくりを通して一緒に成長し
ていきたいので、その人たちのた
めに働く環境を整えていきたいと
考えています。例えばメンタルヘル
スケアとして、希望者は臨床心理士
によるカウンセリングを月に二回、
受けられる環境を作っています。

新
し ん ど う

藤 淳
あつし

代表取締役

その素晴らしさは、伝統を重んじる
文化と、ものづくりに思いやりが込
められているところにあります。
しかし今のままでは会社数や人口の
減少に伴い、世界の人々もその魅力
や質の高さに気づかないまま、この
素晴らしさを発信できなくなるので
はないかと危惧しています。
こうした状況を打破する一助になり
たい想いで、藤精機は海外進出に踏
み切りました。

Q経営理念に込めた想い、理念と活動の繋がりはありますか？

A 経営理念=拠り所・迷ったときに戻るところ

藤精機の特徴は、みんなが協力して
やっていくところです。単なる馴れ合
いでなく、常により高いものを目指し、
新たなチャレンジへつなげています。
また、「日本のものづくり」を大切に
しているためですね。

日々の決断の中で迷いが生じたとき、
そこへ立ち返ることができます。
当初、藤精機には経営理念がありま
せんでした。私が社長に就任したと
きに経営理念作成委員会を立ち上げ
て、社員のみなさんと案を出し合い
ながら作ったのが、現在の経営理念
です。

ものづくりを通して、人としても技
術としても成長することが会社の成
長につながり、それが幸せな社会づ
くりにつながると考えています。ま
た、社員一人ひとりの幸せが社会の
幸せになると思っています。社員さ
んの幸せのために、福利厚生などの
活動を理念に基づいて行っています。

A人を雇うということはそ
の人と一緒にどう働いてい
くかということ

Q人を雇うことに対する心
構えはありますか？

Q新型コロナウイルスはものづくりにどのような影響を与
えると思いますか？それに対し、どう活動したいですか？

A今はパラダイムシフト（大転換点）

Q藤精機が大切にする「日本
のものづくり」について、ど
う考えていますか ?
A日本のものづくりは世界一

Q会社を漢字一文字で表すと
したら何ですか？

A「和」

教えて！新藤社長

中央大学法学部卒業。広い世界を体験した後、
２００７年、藤精機（株）代表取締役に就任。
家庭では妻と息子に目がないパパ。
最近の趣味は自転車整備。ほかにもスキー１級、
ゴルフ、ギター・ドラムなど多才。
座右の銘は、「明るく、楽しく、気持ちよく！」
山梨のオススメは、日向山・瑞牆山、富士五湖、
富士の介など。地元をこよなく愛する。

他では聞けない、学生の気になる質問をぶつけてみました。
社長は普段どのようなことを考えているのか……必見です！
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社員の皆さんには、趣味などの時間をたくさん取り、心身ともに健康で
いて欲しいと思っています。藤精機は有給の取りやすい環境ですし、今
後も健康増進に役立つサポートをしていきたいと考えています。また、
技術を生かして鉄棒や昼寝スペースなどを製作することも検討してい
ます。休み時間に軽い運動や短い睡眠で十分リフレッシュしてもらうこ
とにより、仕事の効率を上げると同時に、これらの設備を敷地内に設置
展示することで、社外に向けた付加価値の高い提案につなげたいと思っ
ています。

A現在作成中です。誰がどんなスキル
を持ち、どんなことをできるのかを把
握することで、協力体制もとりやすく
なります。本人のスキル向上のモチベー
ションにもなればと思います。

Aご本人の働きたいという意欲と、会
社側でも一緒に働きたいと思えること
です。また親御さんや周囲の方への感
謝の心も重要視しています。

A 新卒のみなさんには、外部研修の後、
配属部門のOJT( 現任訓練 ) に入っても
らっています。中途採用の場合は、そ
の人のレベルに応じて社内の工程などを
回り、業務全体を経験してもらうことが
あります。その他、担当する業務や役職
に応じて、必要な研修が受けられるよう
にしています。

A 機械・電気・ソフトの設計者を募
集しています。藤精機の主な特長は
二つあります。
一つ目は、山梨と東京の二箇所に拠
点があること。山梨へのUI ターン
はもちろん大歓迎ですし、東京で働
きたい方にも活躍の場を提供できま
す。
二つ目は、社内に生産工場があるこ
と。設計したモノがすぐ現物にな
るスピード感と、現場作業者からの

フィードバックが直接受けられるリ
アリティ。これらにより、お客様満
足度が向上すると同時に、机上の空
論でない設計スキルが身に付きま
す。これまで、入社後一年間程度は
様々な部署を経験してもらってきま
したが、設計者に関してはそれを見
直そうとしているところです。藤
精機は女性やシニア、外国人など多
様な人財が活躍している職場です。
チームワークを取れる人にぜひ来て
ほしいと思います。若い皆さんの提
案力で製造業を盛り上げ、持続可能
性のある社会を共に築きましょう。

Qワークライフバランスについてどう考えていますか？

A仕事の効率を上げ、趣味の時間や健康を大切に

Qキャリアプランの明確な基準
はありますか？

Q就職の面接で大切にしている
ことは何ですか？

Q付加価値についてのお考えを詳
しく教えて下さい !

Q研修制度はどのような感じです
か？

Q設計者採用について社長の
考えを聞かせてください！

社長インタビューを
してみて　

インタビューをしてみて本当に会社のことを考えているのだなという印象を強く受けました。
社員と社長ではなく、”人と人が働く ”という目線で、社員のことを想っていると感じました。（きっぺ）

A まず、付加価値のある仕事とは、お客様
の満足の度合いが高い仕事です。提供する
側が時間や手間をかけたからといって、受
け手にとって価値があるとは限りません。
他社で断られた難しい加工を当社でクリア
し感謝されてきた、そんな藤精機の「ただ
ものではない」面も、多くの方に知っても
らいたいと思っています。
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2017 年入社

庄司 友幸さん 武川 登さん 前嶋 流聖さん 中澤 俊彦さん

藤精機で働くひとたち

ブランキング

2019 年入社

ベンディング設計部 /部長

2019 年入社

事業企画部

2011 年入社

藤精機に入られた理由を教えてください。

仕事の魅力を教えてください。

フ ァイバーレーザー加工機に心惹かれたからですね。前職には CO2 レーザー加工機しかなかったので、以前
から高反射材が切れるファイバーレーザーを使ってみたいと思っていました。また銅やアルミ、チタンなど、

様々な金属を加工している会社というのも決め手でした。実際に初めてファイバーレーザーを操作した時は震えま
したよ。 嬉しすぎて。こんなに速い。径が細いから加工が細かい。「うわぁ、こんななんだ、今 !」って。ホント、
震えました。 最初に切ってゴミになったのは、持って帰りました (笑 )。( 中澤 )

溶 接の経験を活かせる職場を探していましたが、景気の問題もあり、当時は派遣の求人ばかりでした。その中
で藤精機だけは正社員の募集をしていた。働く人を大切にする姿勢が、そこに表れていると感じたのがきっ

かけです。（庄司）

ベ ンディングは、図面を正確に読み取り、かつ計算や角度の調整もしながら曲げる作業です。集中力のない人
だと、 ヘタをすれば大怪我につながるので、誰にでも簡単に手伝ってもらえる仕事ではありません。そのた

めやりがいは大きいですね。先輩方のすごいところは、常に次の改善を考えながら作業しているところです。そう
すると時間的にも体力的にも、効率が一気に良くなります。本当のプロというのは、「早い・上手い」だけではあ
りません。どんな時も改善策を考える。より良くすることを考え続ける人なんです。(前嶋 )

設 計は、「要求を完璧にこなす」部分と「プラスαを考える」部分に面白みがあります。 お客様は「四角い箱
、かと」るなにクラがスンナテンメばれれ外でまここ「、とるみてし定想を作操の際実、どけたっ仰と」よいいで

実はもっと満足したいはずのものが見えてきます。大切なのは、自分を相手に置き換える想像力。 そうして「要
求にはなかったけどこういうの付けときました」と提案をするときは、「どうですか ?( ドヤ顔 )」って感じ (笑 ) 。
お客様から、「おっ ! すごいですね」なんて言われると最高に嬉しいですね。(武川 )

溶 接にはこだわりがあります。溶接工の腕によって溶接品質に大きな差が出るため、自分のスキルを磨き上げ
ていく、そこに面白さがあります。今の部署では、アメリカとのやりとりのフォローをして、見積もり・ 受

注後に製品がお客様に届いたときにとてもやりがいを感じます。(庄司 )

一人ひとりを尊重する藤精機では、どんな人が、どんな価値観を持って働いているのでしょう。
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普段から心がけていることはありますか？

これから働くみなさんへメッセージをお願いします！

藤精機の経営理念では「幸せな社会づくり」を目指していますが、
ご自身にとって「幸せ」、「幸せな社会」とは何でしょうか？

僕 はゼロスタートです。まだ分からないことだらけですが、いつか先輩方に追いつき、いずれは追い越すこと
を目標にしています。僕は喋るのが苦手なのですが、休み時間には先輩方から話しかけてくれて、とても居

心地がいいです。これからも色々なことを教わりたいです。そして将来的には、ひとりでもバンバン色々なものを
作れる社員になりたいです。それが、今までお世話になった方たちへの恩返しにもなるかなと思っています。(前嶋)

チ ームの中で、メンバー個人の意見を尊重するようにしています。僕の中では「こうしたらいいのにな」と思 
うようなことでも、彼は彼なりの考えがあってやっているのだろうし、本人の設計を活かしつつ改善しても 

らっています。それはプロフェッショナルとして意識を持ってもらうことにもつながりますね。私生活では、サッ
カーのスポーツ少年団で監督をやっています。 サッカーという競技は、小さな企業とでもいうのかな。一人ひと
りの人間が様々なことをこなしながら、一つの目標に向かって動く。    また各々が各々の考えをもって動くところが、
企業と似ていますね。(武川 )

正 直に言うなら、ずっと世界平和、困っている人がいない世界。でも僕には限界があるので、便利なものを作っ
たり、人に優しくしたり、とりあえずできることからやることを心がけています。些細なことでも絶対人の

ためになっていると思います。(中澤 )

「幸 せを感じる」というよりは、「幸せだと思う」ようにしています。 何か不具合があっても、それを乗り
越えるとまた成長する、という先を見れば、「良いチャンスをもらったな」とプラスに考えます。 結果

を喜ぶのではなく、色々なことを幸せと思えるような、逆の考え方を心がけています。(武川 )

納 得いくものを世に出せることは誇りであり、一つの幸せだと感じます。私生活でモニュメントの溶接部など
を見て「ウチ (藤精機 ) だったら、もっとキレイにできる！ !」とよく思いますね。(庄司）

初 めは興味が無くても、働くうちに興味につながると思うんです。たとえ入社した時は特に知識や興味がなく
ても、この会社には楽しいことがいっぱいあるんですよ。世の中の生活に関わるものを作れるので、やりが

いもあると感じています。(中澤 )

過 去にこの分野を勉強したから「できるだろう」とか、「とにかくお金もらえればいいや」という考えはやめ
た方がいいと思います。将来的に「本当にここで働き続けられるか」ということをしっかり考える。 僕の場合、

「仕事自体が面白い」と思えることが「働き続ける」ための重要なポイントです。(前嶋 )

藤 精機は小さな会社だけど、ここに来て視野が広くなりましたね。いろんなことができる環境だからでしょう
かね。自分のアイデアで「こうしてみよう」「ああしてみよう」ってできる。結構楽しいですよ。（武川）

こ れからの製造業は多能工が求められる時代です。向上心・チャレンジ精神をもって、色々な業務に挑戦して
ください。ともに成長しましょう！（庄司）

社員インタビューをしてみて 　今までみなさんがどんな気持ちでお仕事をしているのか気になっていました。実際にインタビューを
してみて、みなさんそれぞれお仕事に誇りを持っていて、かっこいいなと感じました。(きっぺ） 12



新入社員にきいてみた！

堀
ほりうち
内　昴

きょう
さん 淡
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路　早

さ き
季さん

Q. 藤精機を選んだ理由は？
A. 大学 2年生のときに他社のインターンシップに参加
し、それで藤精機を知ったことがきっかけでした。翌
年には藤精機のインターンシップに参加し、陰から日
本を支えるところに魅力を感じ、就職を決めました。
Q. 休日や退社後の過ごし方は？
A. 帰宅後はテレビを見たり、たまに友人とご飯に行っ
たりするときもあります。休日は趣味であるバイクや
車に乗ったり、メンテナンスをしたりして過ごしてい
ます。
Q. 藤精機の働きやすさは？
A. 上司との関係や、駐車場が一人一台あることなど、
職場の環境がいいことはとても嬉しいですね。
Q. 求職中の友人や家族に藤精機を勧めたいですか？
A. ものづくりが好きな人には勧めたいです。家族とは
たまに仕事の話もします。
Q. 入社前と会社の印象は変わりましたか？
A. 変わったところは特にないですが、人の優しさは変
わっていないと思います。新人教育に熱心で、講座の
受講等もできます。
Q. 仕事で失敗したとき、上司は解決策を一緒に考えて
くれますか？
A. 失敗は正直多いですが、アドバイスをくれ、解決策
も考えてくれます。仮にチームにミスがあったら、そ
の都度会議をして再発しないためのアプローチを考え
る機会を設けています。

Q. 藤精機を選んだ理由は？
A. 地元である山梨県内で就職を希望していました。ま
た、ものづくりにも興味があったことに加えて、社員
の方の人柄の良さや、海外にも進出している点などに
も魅力を感じたことが大きな理由です。
Q. 学生のときの経験を活かせた瞬間は？
A. 学んでいたことは直接繋がりはないのですが、コツ
コツ努力するという経験は役に立っていると思います。
Q. 藤精機の働きやすさは？
A. この業界について、まだ分からないことの多い私を
周りの方が理解し、丁寧に教えてくださります。専門
用語に慣れないうちは難しいですが、メモしたことを
何度も見直し、勉強しています。
Q. 働く上でチーム力とはどんな力？
A. わからないことがあるときには、他部門にも聞く必
要が出てくるため、コミュニケーション能力が必要だ
と思います。
Q. 今の部門を選んだ理由は？
A. 特に希望は出していなかったです。入社試験では面
接や適性検査があったので、それを参考に配属された
のかな、と思います。
Q. 就活中に感じた藤精機の良いところは？
A. 一人ひとりを、何十人の中の一人ではなく、個人と
して見てくれるのは嬉しかったです。他社も含め、企
業選びでは、説明会の印象を大事にしていました。

2020年度新入社員 2020年度新入社員

やはり気になるのは「実際に入社すると、どんな会社？」というギモン。新入社員のお二人にお聞きしました。
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ラジオ体操の後の朝会では、経営理念や目標の唱
和、挨拶の練習、連絡事項の共有などがあります。
私の作業は、まずお客様や設計部から受け取った
図面を基に、3D モデルを起こします。ここが一
番重要な作業なので、互いに検査をし合います。
次に工場で加工できるよう、3D モデルを平面に
展開してから、材料を効率よく活用できるよう配
置し、加工の順序を決めます。
今、面白いと思うのは、社内で使うものを依頼・
相談されてプログラムするときです。自分で関わ
ったK-Cup holder が USAの ECサイトで販売さ
れているのを見たときは嬉しかったです。

ラジオ体操と朝会に参加し、一日のプランを上司
に確認して仕事が始まります。
加工機を動かすためのプログラムを組み、その後、
加工の肝である治具のセットなどの段取りをしま
す。出来上がった加工品を図面と比較し、上司に
報告します。最後に片付けをして終了です。
現在興味を持っているのは、加工方法や後々の再
利用まで考えた、効率の良いプログラムです。
勉強したいことは山ほどありますし、毎日が新し
い発見です。毎週木曜日は、山梨大学で水素燃料
電池セミナーを受講しています。2月には旋盤 3
級の検定試験もあるので、日々勉強です。

0:00

6:00

12:00

18:00

0:00

6:00

12:00

18:00

堀内さんの一日 淡路さんの一日

大学時代に学んでいたことと仕事内容が直接的に繋がっていなくても、お二方とも充実感を持って
働かれていることがわかりました。これからも応援しています！（ありちゃん）

新入社員インタビューをしてみて
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▲USA ECサイトはこちら！
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藤精機で働くみなさんに、満足度についての
アンケートをとってみました！

創業 従業員数

社内の女子率

平均所定外労働時間

AED設置数

社員旅行参加率

年次有給休暇取得日数

1968年 11月26日

11.6 日

18.2h/ 月

25%

3台
53 %

87名
新藤社長のお誕生日と同じ！

全国平均9.4 日
（出所：平成 31年就労条件
　総合調査の概況　＠厚労省）

製造業平均40.4 歳
（出所：平成31年就労条件総合調査の概況＠厚労省）

ウェルディング 27％
ブランキング 29％

年の差

56歳

男65人 女22人

設計23.2h/ 月

44.2 歳
平均年齢

製造業平均20.8h/ 月
（出所：2019年労働時間等実態調査集計結果 /経団連）

社員の声で知る藤精機

最年長
76歳

最年少
20歳

働きがい 働く環境

現場も同等の女子率！

数字で見る藤精機

 社長より！

下水が開通したので、これからトイレの改修をします。
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Q. 働きがいは大きいですか？

実際に自分でプログラムを作ったも
のが製品になっているのを見ると、完
成までに自分が関われているのだと嬉
しくなります。

何に働きがいを感じるかだと思う。家
族が幸せに生活できているのなら、働
きがいは大きい。

単調な部分もあるが仕事内容的には
常に考えながらの仕事である。

Q. 環境（食堂、休憩場所、お手洗い、駐車
場など）は快適ですか？

中小企業としては充実していると思いま
す。改善するところはまだありますが、
ここが良いところだと思います。

洋式のお手洗いが板金工場にしかないの
は不便だと感じました

万が一でも安心！
半数以上の参加！

多様な考えをもった人が集まって、一つの会社ができているということを実感しました。ご協力と率直な
ご回答、ありがとうございました！（ありちゃん）

仕事内容 勤務時間

人間関係

 就活生へのメッセージ

休日・休暇

評価制度

給与・賞与

社員アンケートをしてみて
16

Q. 仕事内容に、あなたの経験や興味を活かせてい
ると感じますか？

自分が動けば（提案）色々と変える事ができる職
場、会社であると思います。

学校で勉強したこととは違う分野なので、仕事に
直接は活かせていませんが、ものづくりには興味
があり、実際に自分が関われるのは嬉しいです。

過去の経験をつなぎあわせ、応用し、新たな課
題をクリアするようにしている。

Q. 勤務時間の長さは適切ですか？

仕事の負荷をみながら計画を立て、勤務時間の調
整ができている。

午前と午後で適度に休憩時間が取られているの
で、メリハリをつけて仕事に取り組めていると思
います。

最近はしょうがないですが、残業時間など適量
だった。

Q. 休日・休暇を充実させるこ
とはできていますか？

家のことや自分の趣味を行い
満足しています！読書する時
間もつくりたいです。

自分のやりたいことをやって、
リラックスできていると思いま
す。

Q. あなたの給与 ･ 賞与につい
ての満足度をお知らせくださ
い。給与・賞与は妥当である
と思いますか？

充分満足しています！自分の
給料は自分たちで稼ぐことが
民間企業では必要かと考えて
います。

他の会社の同年代の人の収入
は分からないので、何とも言
えませんが、おおむね満足し
ています。

Q. 社内に何でも相談できる人は
いますか？

リーダーや課長、部長などに
も話しかけやすいです。

仕事のことや会社のことなど、
わからないときはいつも教え
てもらっています。

相談内容にもよりますが、本音
で話せる人はいます。

Q. 評価制度は妥当だと思いますか？

人が、自分以外の他人の評価をするの
は、基本的に不可能であると思うけ
れど、制度がある以上は形式的にでも
必要になるのかな？

自分のスキル向上の意欲に繋がると思
う。自分のスキル向上の意欲に繋がる
と思う。

できるようになったことは、1人で任
せてもらえるようになりました。

就活生にメッセージをお願いします。
「社会や会社に、こんなふうに貢献したい」「将来こうなりたい」
「仕事をするときの心構えやこだわり」など、ぜひお聞かせくださ
い。

今はまだ失敗することも多く、わからないことだらけですが、少し
ずつできるようになっていると感じています。できないときは嫌だ
なと思うこともたくさんありますが、できたときに自分の成長を実
感しました。

自分の給料は自分で稼ぐ（あたりまえ）

周りにとらわれない心でいる事（不動心でいる)

自分の仕事をやり抜く！（大変です…)

気持ちの浮き沈みは誰にでもあります。小さなことでも良いので自
分の目の前に必ず目標を置いて前進して下さい。

スタートラインは皆一緒なので、あせらず成長していって下さい。
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藤精機では、一緒に働く仲間を通年で募集しています。特に設計者は積極募集中！勤務
地は山梨と東京から選べます。希望と頑張り次第で、数年後は海外で活躍できるチャ
ンスも！「ものづくりが好き！」「理工系での学びを活かしたい！」「チームワークで新
しいチャレンジをしたい！」という人には、まず工場見学がオススメです。
このページでは、職種を設計に絞って、仕事内容を詳しく紹介します。その他の職種や募
集人数、待遇、エントリー方法、インターンシップなど、「もう少し知りたい…」と思っ
たら、採用ページをチェック！お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください！

３Ｄ－ＣＡＤを使って構
造を具体化させます。
各構成部品の具体的な寸
法や接続方法を決め、部
品同士の干渉チェック
や、基板との配置スペー
スの取り決めなどを行い
ます。各部品の材料を選
定し、３Dモデルを使っ
たシミュレーションによ
り、事前評価を行います。

設計者が、設計した結果
を社内の関係者に説明し
ます。
機能、性能、安全性、操
作性、生産性、経済性な
どを評価するために、各
部署の経験豊富な専門家
を集めて審査を行いま
す。問題を抽出し、それ
を改善したうえで、次の
ステージへ進めます。

さらに具体的な構造や寸
法を決めます。
生産時に安定した品質を
保てるよう、公差（寸法
や形状の許容範囲）や表
面性状などを図面に設定
します。全ての部品を一
覧表にし、図面番号、部
品名称、購入先、材質、
数量など、詳しい情報を
入力します。

設計の最初の段階。基礎
となる概略の仕様を固め
ます。
企画で練り上げられた製
品コンセプトに基づき、
具体的なデザインや目標
性能、販売価格、利益目
標などを設定します。
設計プロセスの中で最も
重要な過程の一つで、成
功のカギと言えます。

構想設計 基本設計 詳細設計企画立案 製造・組立 納入試作・評価
デザインレビュー
DR

設計のしごと

提
案
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藤精機の活動範囲

採用情報 採用プロセス

会
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藤精機の設計の特長は、社内に生産工場があること。
設計したモノがすぐ現物になるスピード感と、現場作業者からの
フィードバックが受けられるリアリティが違います。
だからこそ、机上の空論でない設計スキルが自然と身につくのです。

エントリーから内定まで 1～ 2ケ月程度を想定。webによる説明会や面接もご相談ください。

先輩からのメッセージ①設計とは、「あなたのアイデアを社会の役に立つ形にする」素晴らしい仕事です。
なぜなら、使う人の気持ちになって、希望を具体化していくからです。(右ページに続く)

そのために必要な知識を身につけながら、実際に設計を行います。一つ一つのステップがとても大切です。
それがあなたの経験、スキルとなり、社会へ貢献する力に変えてくれることでしょう。

設計では主に 3D-CAD (SOLIDWORKS、Inventor、
Auto CADなど）のソフトを使用します。

先輩からのメッセージ②

採用ページはこちら！



藤精機 Tokyo Design
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藤精機山梨本社

住所：〒 409-3853
　　　山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 1648-7
アクセス：JR／身延線常永駅から徒歩30分
　　　　　バス／甲府駅南口2番バス乗り場から乗車30分、
　　　　　「イオンモール甲府昭和」下車 徒歩15分

住所： 〒 101-0054
　　　東京都千代田区神田錦町 3-6 山城第三ビル 3 階
アクセス：都営地下鉄新宿線　小川町駅から徒歩 4 分
TEL：03-5577-3848

藤精機株式会社が山梨県で創業して５０年余り。本
社は県中央部の釜無工業団地にあり、工場のほか、
設計、総務などの機能が集約しています。地元をは
じめ、多くの企業と厚い信頼関係で結ばれています。
入社後は本社の充実した設備環境のもと、新入社員
研修を実施します。芝生の中庭や折々の花があり、
自然を感じながら仕事をすることができます。

御茶ノ水エリアにある藤精機の設計拠点。東京駅も
近く、地の利の良さが魅力です。周辺には医療や出
版関連の企業が多く、大学街、楽器店街、古書店街
もあります。2019年にはアメリカ進出サポートセ
ミナーを開催するなど、業界を超えた交流による相
乗効果で新しい価値の創出を目指す、コミュニケー
ション拠点としての役割も担っています。

本社 ”植物 ” MAP 工場見学に来たら要チェック！
心和ませてくれる植物たちを紹介します。

就職するとなると、仕事内容だけではなく働く環境・住む環境も気になるもの。少しでもその不安を解消します！

どんなところで働くの？

付
受
合
総

ユ
ニ
ッ
ト

梅

藤

ぶどうラベンダー

桜 金
板

ス
レ
プ

型
金

ど
な
流
物

グ
ン
ニ
シ
マ

扉を開けて、まず目に飛び込んでくるのが、壁一面のアー
トサイクル。社員と家族がアーティストとなって、本社
工場の廃材をアート作品に生まれ変わらせました！

Tokyo Design　Photo Gallery

正面には２０２０年４月、神田スクエアがオープン！
借景ですが、緑を感じながらお仕事できます。
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社員旅行は大事な時間

藤精機の日常をのぞいてみよう！

2020 年の開催は叶わずでしたが、9月には本社の中庭芝
生で BBQを行っています。ときには仕事のことを忘れ、
会社の仲間と親睦を深める貴重な機会となっています。藤
精機が部品提供している山梨大学の学生フォーミュラ部の
みなさんも参加しました。

毎年恒例の社員旅行。自由参加ですが、参加率は 5割を超
えます。満席の大型バスでは、アルコール・ノンアルコー
ルの垣根を越えて賑やかな時間が流れます。こうした時間
がお互いを刺激し合い、業務上の改善提案が活発になった
り、部署間の連携が円滑になったりしています。

誕生日を迎えた社員には、全社員から祝福の拍手が、会社か
らはケーキが贈られます。また、社員の手で互助会が運営され、
冠婚葬祭には文字通り互いに助け合いが行なわれています。
一人の喜びや悲しみを会社で家族同様に分かち合うこと、藤
精機の目指す幸せな社会に向けた伝統です。

「いまどき社員旅行？」なんて侮れません。年齢や役職、部署
の垣根を越えて、さらに楽しい時間と業務時間との垣根をも
越えて、品質向上や自己成長、延いては社会貢献へと、すべ
ての時間を活かしています。

BBQで親睦を深める！ 社員の記念日は全社でお祝い！

幸せな社会を目指す藤精機株式会社。取材を重ねる中で、「藤精機の魅力は、仕事だけじゃない！」と実感するこ
ともしばしば。金属製品を作るという企業活動は、社員の健康や暮らし、コミュニケーションなどによって支えら
れています。 ここでは、外からは見ることのできない、リアルな藤精機のこぼれ話を紹介します。
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2020 年 4月の緊急事態宣言発令直後、ちまたで入手困難
を極めていた不織布マスクが、社長から全従業員に贈られ
ました。健康と安全を願うプレゼントには、従業員と家族
への激励メッセージも添えられていました。

藤精機の新年は、社長の稲積神社参拝で幕を開けます。社員全
員の健康と安全、そして藤精機の技術や製品がこれまで以上に
世の中の役に立つように、願いを込めて提灯をお納めしました。

山梨本社には 3つの時計が並んでいます。名付けて時差時計。
左から日本 (山梨本社、Tokyo Design)、ミャンマー、アメリカ、
と関連会社の時刻を示しています。本社にいながらも、遠くに
いる仲間たちを思い遣る姿勢がうかがえます。

食堂に社員のみなさんが続々と集まってきます。会社で仕出し弁
当をオトクに注文できるので、それを食べる人もいれば、手作り
のお弁当を持参する人もいます。ここでは、みなさんご飯を食
べながら和気藹々と談笑をしていて、日常の中の親睦の場となっ
ています。

藤精機では、自動販売機の飲み物それぞれに入っている糖分
量を、角砂糖の個数に換算して表示しています。よく見ると、
普段飲んでいるジュースや清涼飲料水には、かなりの量の糖
分が含まれていることがわかりますね。小さなところにも社
員の健康を気遣う、藤精機ならではの工夫が見えます。

地元・山梨では、富士山と初日の出を同時に美しく見るこ
ともできます。

新年は社員の安全祈願から

お昼休みは…このドリンク、角砂糖何個分?

激励マスクで感染予防 仲間の時間はここで確認！
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RE清里ROCK / 北杜市清里町
イオンモール甲府昭和 / 昭和町

久遠寺 / 身延町
甲府市の武田神社とよく対で紹介されるのが、この身延町の久遠寺。日蓮宗
の総本山でもあり、創建から約 740年の歴史あるお寺です。高低差の激し
い 287段の階段は悶絶必至！

富士山周辺 /東部・富士五湖地域
富士山は言わずもがな、山梨の一番有名な名所です。晴れた日には、県内の多くの場所から、綺麗な富士山を拝むこ
とができます。また富士五湖地域では、湖畔周辺にたくさんの飲食店やショップ、様々なアクティビティがあります。
ぜひ富士五湖をめぐって、好きな湖を見つけてみてください。

武田神社 /甲府市
甲府駅に降り立った観光客は誰もが行く
といっても過言ではない観光名所。武田
信玄のお膝元で働く（かもしれない）み
なさんに、ぜひ一度は行ってもらいたい
場所です！

清泉寮 / 北杜市清里町
清泉寮は食べる ･泊まる ･遊ぶが体
験できる複合型施設です。森の中で
穏やかな時間を過ごすことができま
す。代名詞とも言えるソフトクリー
ムは、ファンの多い一品です。

清里町にあるカレーとクラフトビールが楽しめるお店、ROCK。大きなカレー
はROCKの代名詞ともいえるメニューで、年間15万食も注文されています。
皆さんも長年愛されているカレーを食べてみてください！

甲府駅からバスで山梨本社に向かうときは、ここで下車、
徒歩なら１５分、車なら５分足らずと至近！県内唯一のイ
オンショッピングモールです。近年フロアが拡大し、より
充実したお買い物ができるようになりました。

藤精機本社のある山梨県は、東京に隣接した人口約８０万人の山に囲まれた土地で、みどころスポット満載の観光県！東西南北ど
こに行っても、楽しめる場所が目白押し！リアル工場見学のあとは、素敵な山梨県のスポットにも足を延ばしてみて！

Welcome to 山梨県！
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32.1%

67.9%
57.8%

42.2%

82.7%

17.3%16.4%

83.5%

59.1%

40.9%

決断力
優しさ

切磋琢磨
アットホーム

経営者メッセージ
先輩社員の声

やりがい・社会貢献
給与・福利厚生

会社選び
どちらが大事？

会社の雰囲気、
どちらを選ぶ？

理想の上司、
大切なポイントは？

会社説明会で
聞きたいのは？

働くならどこ？

若者たちは、どんな基準で就職活動をしているのでしょう？ Instagramでアンケートを行い、グラフにしました！

インスタグラフ

大都市
地元

圧倒的に先輩社員の声が求められています。確かに実
際に働いて経験したことを、先輩社員から聞くことが
できるのは、貴重な機会かもしれないですね。

8割以上の若者がアットホームな職場を希望していま
す。競い合って仕事をするよりも、支え合って楽しく
仕事をしたいのではないでしょうか？

学生は優しさ、社会人は決断力を重視と、結果が分か
れました。優しさも気になりますが、決断力も仕事で
は非常に重要。両立した上司に出会いたいですね。

意外にも拮抗したのがこの質問。大都市の方が人気が
高いと予想しましたが、若者たちには案外強い地元愛
があるようです。

給与・福利厚生を優先したいと思っている人が多いと
いう結果になりました。やりがい・社会貢献面は前提
としてあるものと考えているのかもしれません。

調査方法 /Instagramのストーリーズ投票機能 調査期間 /1回 24時間、2020年 11月 ~12月まで計 5回実施
調査人数 /各回約 100人（うち学生約 80%、社会人約 20%）

パンフレットを作るにあたって、「より多くの若者の
声を反映させたい！」と思い、アンケートを行いまし
た。実際にやってみると、数値が拮抗したり、質問に
よってはかなり差が開いたりして、私たちも驚く発見
が多々ありました。参加してくれたみなさんが私たち
のパンフレット作りに、ヒントを与えてくれました。
ありがとうございました！（きっぺ）

アンケートをしてみて…
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学生目線の企業パンフ
は、従来にはなかった
新しい形であると思い
ます。就活を経験した
私たちが欲しいと思っ
た情報を集めたのでぜ
ひ役立てて下さい。

企業を深く知ることで
視野が広がり、就職活
動は楽しいものだと気
付きました。このパン
フレットと一緒に前向
きな気持ちになってく
ださると嬉しいです！

このパンフレットは、
あなたが希望をもって
社会に働きかけること
で完成します。どんな
時もくじけないで。あ
なたは必ずあなたらし
く活躍できます。

あとがき
最後まで読んでいただき、ありがとうございました！このパンフレットはメンバー全員で、これから就職
活動をされるみなさんのお手伝いを出来れば、と思い作成したものです。読んでみて何か新たな気づきや
ステキな発見が生まれていたら、嬉しいです！最後にメンバーそれぞれの感想を聞いてみましょう！

今回自分の就職活動を
振り返って、沢山のこ
とを考えました。パン
フレットにはそれが詰
まっています！みなさ
んに何度も読んでもら
えますように！

Let's Go 藤精機　学生が企業パンフレットをつくってみた！

2021 年 3 月 15 日　発行
著　者　関根早紀、横森早紀、太田有紗、山下ゆみ  (2020 年度Mirai プロジェクト )
発行者　藤精機株式会社
〒 409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 1648-7

当パンフレットの内容、データ、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

きっぺ さっちょ

ありちゃん ゆみさん

記事 /関根早紀、太田有紗、山下ゆみ　　デザイン /横森早紀　　Special Thanks/ 藤精機のみなさま
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藤精機HPはこちら！

藤精機株式会社
所在地　〒 409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 1648-7
TEL　055-275-6644
FAX　055-275-5035
E-mail　info@fuji-seiki.com
WEB　http://fuji-seiki.com/jp/　


