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入 社 3 年 目

中森　真里谷さん

▼所属部署・役職
総務管理部
 
▼主な業務内容
営業事務及び一般事務
・受注、発注業務(貿易)　・他部署のフォロー業務　・書類作
成等
 
▼この会社の楽しいところ
全く知らない分野の業界に飛び込んだ私ですが、毎日が新しい
発見の連続で“すごい！”“おもしろい！”という言葉が絶え
ない日々を送っています。また、わからないことは先輩方がや
さしく、丁寧に、面白く教えてくださいます。海外にも多くの
お客様がおり、自分の携わったお仕事の大きさにやりがいを感
じることのできる職場です。
 
▼求職者の方へひとこと
自分の興味のある業界や、自分の得意な分野のお仕事だけでな
くても「これは何だろう?」「なんでこうなるの?」と疑問を持
つことで毎日が楽しくなります。また、知識が増えることで達
成感を味わうこともできます。大切なのは、チャレンジ精神で
す！！！

 １日の主なスケジュール

　　 8：00 少し早めに出社して、社内の清掃をします。(朝の掃除はとても気持ちがいいです☆）

　　 8：30 朝礼で皆の仕事を確認し、業務開始です。

　　 10：00 業務の合間に電話対応や、来客対応をします。

　　12：00 待ちに待ったランチタイム！（たまに先輩と社外でランチします♪）

　　13：00 午後は、週に一度部署内で会議を行います。（情報を共有する大切な場です…!）

　　15：00 毎日の楽しみ、おやつの時間！たまにはケーキがでることも･･･?

　　17：30 業務終了！やり残したことはないかチェックします。

　　18：00 帰宅して夕飯の準備をします。

    20:00 リラックスタイム♪まだまだ覚えることがたくさんなので、勉強タイムになる日も･･･｡

    23:00 就寝…。寝る前に、「明日やることはなんだっけ?」と考えるようにしています。
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入 社 2 年 目

菊地　和斗さん

▼所属部署
開発管理部
 
▼主な業務内容
工場内設備管理及び製造業務
・イオン交換樹脂再生業務
・カートリッジ式純水器出荷業務
・工場内排水処理設備維持管理
・顧客サイトの設備メンテナンスのサポート
・引合い案件の実験業務
▼この会社の楽しいところ
種々様々お客様の装置を見て操作して、メンテナンスができる
ところです。
製品の品質を支える純水を作る装置・設備をメンテナンスする
と、工場で生産された製品は、自分が支えている気持になりま
す。
▼求職者の方へひとこと
何気なく使っているモノに目を向けてみてください。ボールペ
ンから腕時計、大きいもので車やジェット機までモノづくりの
精神が活きています。そのモノづくりをサポートすることが私
たちの仕事です。小さなモノから大きなものまで・・・私たち
の水が活かされているかもしれません。

 ある１日のスケジュール

　　 7：30 自宅から会社へ・・・駆け足15分

　　 8：30 清掃活動　朝礼　工場予定1日の仕事の確認

　　 9：00 引合い案件の処理フロー図の作成

　　12：00 一人ふらふらとラーメンを食べに行く。

　　13：00 引合い案件の実験開始

　　15：30 お客様との打合せ

　　17：00 実験報告書の作成

　　20：00 帰宅　会社から自宅へ・・・駆け足15分！！

　　20：30 シャワーを浴びながらハイボールを一杯！！

　　22：00 酔っ払い～布団に入り就寝　おやすみなさい・・・ZZZ

ホームページではこのほかにもスタッフの紹介を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

WEBSITE : http://www.shin-ei-chem.co.jp/publics/index/126/
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入 社 2 年 目

蔵本　梨音さん

▼所属部署・役職
総務管理部 研究室フォロー
 
▼主な業務内容
営業事務及び一般事務　研究業務(品質検査）
・受注、発注業務　・他部署のフォロー業務　・書類作成等 ・
実験業務
 
▼この会社の楽しいところ
学生時代から水のリサイクル方法に興味があり、社会人になっ
ても水処理に関わりたいと思っておりました。今はお客様から
頂いた水をイオン交換樹脂にて処理できるかの試験をやらせて
頂いています。その中でなぜこうなるのか？と思う事があり、
とても楽しいです。また、上記業務だけでなくいろいろな業務
があり社内の多くの方と関わる事が出来る事も楽しいです。
▼求職者の方へひとこと
やったことが無い事でも挑戦してみようと思えるチャレンジ精
神、前向きの二つが大切だと思います。たとえ失敗してもそこ
から学び前に進んでいるのだと思います。また、先輩はとても
優しくすぐに相談に乗って下さいます。このような環境で一緒
に成長しませんか？

 １日の主なスケジュール

　　 7：00 電車の中・・・今日のやる事を考えたり、ニュースを見たりしています。

　　 8：00 出社。　社内の掃除を行います。

　　 8：40 朝礼。　皆さんの本日のスケジュールを確認します。

　　 9：00 再生樹脂の性能確認試験

　　12:00 お昼休み。たまに先輩とごはんに行きます。

　　13:00 受注処理、電話対応などします。

　　15:00 おやつの時間です♡

　　17:30 退社。今日中の仕事が無いか確認して帰ります。

    18:30 大学へ勉強に行ってます！

    21:00 帰宅。仕事の復習や趣味の時間～♪
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入 社 1 年 目

伊藤明美さん

▼所属部署・役職
総務管理部 
▼主な業務内容
受注・発注業務、荷受け、出荷前検査等
 
▼この会社の楽しいところ
社是に惹かれご縁があって入社いたしました。幅広い年齢の方
がいるのが弊社の特徴だと思います。毎日発見や勉強で楽しい
です。入社後数か月で出荷前検査や荷受け等を任せてもらえる
等、自分の仕事の重要性を感じることが出来る会社です。
また、毎週1回勉強会がひらかれ、社内ルールや会社で扱う製品
・業界の事を学べる時間があるのはとてもありがたいです。
 
▼求職者の方へひとこと
周りがどんどん内定を決めて就職活動を終えて卒業研究に専念
していく中、一人だけ決まらないのではないかと不安の毎日で
した。そんな中、たまたま伸栄と出会い、一番自分らしく面接
ができ、この会社で働きたいと思いました。就職活動は落ち込
むこともありましたが、自分を見つめなおす良い機会でした。
諦めなければ、ちゃんと前に進めると実感しました。諦めない
で頑張ってください！

 １日の主なスケジュール

　　 8：15 出社したらまず、トイレ掃除をします。

　　 8：30 全体清掃と朝礼

　　10：00 業務；電話来客対応など　他部門と危険予知ミーティング（ＫＹＭ）

　　12：00 お昼休憩　先輩方とお話しすることが楽しいです。たまに卓球をします。

　　13:00 ＫＹＭ

　　15:00 休憩；たまに出るおやつが楽しみです！入社して少し太ったかも。

　　16:00 出荷前チェック　大切なお仕事です。

　　17:30 ＫＹＭ・業務終了

    18:00 夜の献立をどうするか悩みながら帰宅

    20:00 自由時間。一日で出てきた知らない単語を調べたり、ＴＶ見たり。
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入 社 1 年 目

五来　潔さん

▼所属部署・役職
開発管理部 
▼主な業務内容
樹脂再生・濾材充填・濾材抜取など
 
▼この会社の楽しいところ
私は文系出身で、水処理の知識などまったくない状態で入社し
ましたが、先輩方一人一人が先生として、わからない事をとて
も丁寧に教えてくださいます。また「挑戦」を尊重する社風が
あり、自分がこんなことをやりたい、勉強してみたいと声を上
げると、どんどん背中を押してくださります。
 
▼求職者の方へひとこと
社会人になると毎日が勉強で、「何でだろう？」が「なるほど
！」に変わったときは楽しいですが、辛いことも多々あります
。その中で自分が興味を持てる分野を見つけられると、日々の
業務で上手くいかなった時でも、モチベーションが下がらず、
意欲的に仕事が出来ると思います。色々な企業の情報を得て、
自分が頑張れると思う分野、業界を探してみるといいと思いま
す。

 １日の主なスケジュール

　　 8：30 清掃活動

　　 8：40 朝礼

　　 9：00 樹脂場でイオン交換樹脂の再生作業開始（薬品注入）

　　 11：00 製作のフォローしながら・・・

　　12:00 お昼休み

　　13:00 再生作業・次の工程へ～～

　　15:00 再生工程終了！次回作業の準備。

　　17:30 樹脂場の清掃

    18:00 事務所へ戻りメールチェック。その他の業務

    19:30 退社。会社の寮に住んでいます。通勤時間15秒！！
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伸 栄 化 学 産 業 株 式 会 社

求む！若い力！！

【モノづくりを支え、地球にやさしい水処理を･･･】
ドイツの詩人ゲーテは、その詩集の中で「水と空気と光そして
友の愛 これだけあれば気を落とすことはない」と語っています
。
この人と、地球にとって命を守る大切な“水”の仕事に携わり
、創業以来３７年の歳月を成長と共に迎え送れたことは深く感
謝を致すところです。
お陰様で、モノづくりの現場での水に係る悩みを解決するため
、改善のお手伝いをさせていただけるようになりました。お客
様のモノづくりの姿勢や環境意識に共感し、それにお答えする
ことで我々の技術の向上が図られてまいりました。決して大き
な会社ではありませんが、だからこそできること!「私達にしか
できない仕事がたくさんあります。
 
今後も“水の仕事”に携わる喜びを大切に、時代とともに変わ
り行く課題やご要望に応えるよう日々努力を重ね共に成長して
くださる若い力を求めています。
 
　　　　　　　　　　　　　　　伸栄化学産業株式会社 
　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　鈴木　厚生

項目 内容

◎会社名 伸栄化学産業　株式会社 

◎所在地 〒341-0038　埼玉県三郷市中央2丁目１２－１０

◎電話／FAX番号 TEL：048-953-1616（代表） ／ FAX：048-953-1688

◎代表者 代表取締役　鈴木　厚生

◎設立年月日 1979年11月21日

◎資本金 10,000,000円

◎従業員数 31名(2017年3月現在数)

◎事業内容 水処理装置の設計、製作及びメンテナンス／イオン交換樹脂の再生  ／ 薬品販売

◎取引銀行 埼玉りそな銀行（三郷支店)/常陽銀行（三郷支店)/ 三井住友銀行（千住支店）

◎主要取引先 三菱商事テクノス株式会社/三菱レイヨンクリンス株式会社/ 

ホームページでは会社の雰囲気が伝わる情報を多く掲載しておりますのでぜひご覧ください。
不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。

WEBSITE : http://www.shin-ei-chem.co.jp/publics/index/128/
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ス タ ッ フ コ メ ン ト

★①営業スタッフ★

お客様のところへ訪問して、水に関するお困りごとを伺ったり、水処理装置の保守管理の

お手伝いをさせていただきます。

全国各地、海外（中国・東南アジア中心）にお客様がおり伸栄の水を利用していただいて

おります。

水は、地域で異なりそのため取り扱いも違ってきます。そして時とおもに流れてしまいま

す。水を通してお客様のモノづくりの現場に携わり常に勉強中です。

 

★②研究開発スタッフ★

研究室では、イオン交換樹脂の通水試験やサンプル液の分析、実験スケジュール構築から

報告書作成を行います。

時には、お客様のところまで出向き水に関するお困りごとを伺い解決策を検討することも

あります。

化学の基礎知識を必要とし、研究室内の薬品管理から実験業務を行います。

 

★③設計スタッフ★

お客様の要求事項を網羅した装置を一枚の紙に表現します。各機器の仕様から細部にあた

り図面かします。平面の図面からみんなの協力で装置が完成した時は、とても充実感を感

じます。

 

★④電気設計スタッフ★

電気は、装置の心臓や血液の役目をします。装置が完成されても電気を流さないと動きま

せん。大事な仕事です。

装置を据え付け、イメージ通りに動いたときはホッとします。

 

******************************************************************

資　　格：①普通自動車運転免許　②化学の基礎知識　

　　　　　③ＣＡＤ製図経験者優遇　④電気工事士優遇

勤務時間：8：30～17：30／休日：日曜・祝日　土曜は月に1回程度出勤あり

就業場所：埼玉県三郷市　　出張あり（全国各地、海外(中国・東南アジアなど)）

雇用形態：正社員　　　福利厚生：雇用　労災　健康　厚生年金　社内行事充実

昇　給：年1回      賞 与：年2回
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研 究 開 発 ス タ ッ フ

研究室では、イオン交換樹脂の通水試験やサンプル液の
分析、実験スケジュール構築から報告書作成を行います
。
時には、お客様のところへ出向き水に関するお悩み事を
伺い解決策を検討することもあります。
化学の基礎知識を必要とし、研究室内の薬品管理から実
験業務を行います。

資　　格： 特になし（化学の基礎知識は必須）

勤務時間： 8：30～17：30 ／ 休日：日曜・祝日　土曜日は、月1回程度出勤あり

就業場所： 本社工場（埼玉県三郷市）

雇用形態： 正社員

福利厚生： 雇用　労災　健康　厚生年金　退職金制度あり　社員旅行など社内行事充実

営 業 ス タ ッ フ

お客様のところへ訪問して、水に関するお困りごとを伺
ったり、水処理装置の保守管理のお手伝いをさせていた
だきます。
全国各地、海外（中国・東南アジア中心）にお客様がい
らっしゃり、伸栄の水を利用していただいております。
水は、地域で異なりそのため扱いも違います。そして時
と共に流れてしまいます。水を通してお客様のモノづく
りの現場に携わり常に勉強です！！

資　　格： 普通自動車免許

勤務時間： 8：30～17：30 ／ 休日：日曜・祝日　土曜は月に1回程度出勤 

就業場所： 本社工場（埼玉県三郷市）　全国各地､海外（中国・東南アジアなど）出張あり

雇用形態： 正社員

福利厚生： 雇用　労災　健康　厚生年金　退職金制度あり　社員旅行等社内行事充実
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設 計

水処理装置の設計及び製作に携わります。
水処理システムを理解し、図面作成や機器選定や実際に
装置の組込み、現場での据付作業も行います。
電気系技術者は、装置を動かすための制御システムの設
計から製作まで行います。
 

資　　格： 特になし（ＣＡＤ製図、モノづくりが好きな方、電気工事士あれば優遇）

勤務時間： 8：30～17：30 ／ 休日：日曜・祝日　土曜日は、月1回程度出勤あり

就業場所： 本社工場（埼玉県三郷市）　全国各地　海外（中国・東南アジアなど）出張あり

雇用形態： 正社員

福利厚生： 雇用　労災　健康　厚生年金　退職金制度あり　社員旅行など社内行事充実

総 務 ス タ ッ フ

少ない人数の会社ですので社外へ出かける人のフォロー
は何でもやります。
一般事務、営業事務、広報、人事、経理そして社内のお
そうじも！！
各自の請け負う仕事も奥が深く、責任のある仕事です。

資　　格： 特になし。

勤務時間： 8：30～17：30 ／ 休日：日曜・祝日　土曜は月に1回程度出勤有

就業場所： 本社工場（埼玉県三郷市）

雇用形態： 正社員

福利厚生： 雇用　労災　健康　厚生年金　退職金制度あり　社員旅行など社内行事充実



伸栄化学産業株式会社

〒341-0038
埼玉県三郷市中央2丁目12-10

TEL:048-953-1616
FAX:048-953-1688

E-Mail:saiyou@shin-ei-chem.co.jp
URL:http://www.shin-ei-chem.co.jp/

こちらから携帯サイトをご覧になれます。
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