
★『登録企業への就職』＆『奨学金の返還』により助成対
象となります。

★助成金額は、年間返還額の2/3又は16.8万円のいずれか
低い額（７年間で最大117.6万円）です。

★助成金は、原則として日本学生支援機構に支払います。
（返還期間が短くなります。）

★登録企業は県ＨＰに掲載します。(10月末時点の一覧は裏面)

【対象業種】
①ものづくり産業分野
「建設業」「製造業」「卸売業，小売業」「土木建築サービス業」
②ＩＴ関連分野
「製造業」「情報通信業」
③観光分野
「宿泊業，飲食サービス業」「旅行業」

★令和５年３月に大学又は大学院を卒業・修了予定の学生
★現在、日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金

の貸与を受けている方
★募集人数100名
★県HPから様式をダウンロードして応募してください。

117.6万円

対象者

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課
TEL：089-912-2509 MAIL：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

登録
企業

助成
方法

奨学金返還を

一部助成 します! 最
大

令和５年４月に愛媛で就職する皆さん

詳細はコチラ→
（県公式ＨＰ）

必見

応募〆切︓令和４年２⽉２８⽇（⽉）

� 愛媛県 奨学金返還支援

（令和３年度愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度）



登録企業一覧 （50音順）

≪ものづくり産業分野≫

≪ＩＴ関連分野≫

≪観光分野≫

株式会社愛亀 株式会社愛橋 株式会社アグサス

浅川造船株式会社 株式会社浅田組 朝日共販株式会社

株式会社アテックス 株式会社ありがとうサービス 株式会社あわしま堂

安藤工業株式会社 株式会社一宮工務店 株式会社一六

一若建設株式会社 井原工業株式会社 株式会社宇和島プロジェクト

愛媛建設株式会社 愛媛トヨペット株式会社 株式会社越智工業所

オレンジベイフーズ株式会社 株式会社カナン・ジオリサーチ 株式会社興新設計

光陽株式会社 サトー産業株式会社 サンタ株式会社

株式会社シアテック 重松建設株式会社 株式会社四国シキシマパン

四国竹林塗装工業株式会社 四国溶材株式会社 ジャスティン株式会社

株式会社親和技術コンサルタント 株式会社瀬戸内組 セントラルエンジニアリング株式会社

大進建設株式会社 谷本建設工業株式会社 株式会社中予精工

露口建設株式会社 トヨタカローラ愛媛株式会社 株式会社長浜機設

株式会社西四国マツダ 株式会社西田興産 登尾鉄工株式会社

伯方塩業株式会社 株式会社八紘設計コンサルタント 株式会社日淺

株式会社ビージョイ 檜垣造船株式会社 尾藤建設株式会社

福助工業株式会社 藤岡建設株式会社 藤岡生コン株式会社

株式会社富士建設コンサルタント 株式会社二神組 株式会社母恵夢本舗

堀田建設株式会社 株式会社松山機型工業 三原産業株式会社

株式会社三好鉄工所 株式会社モリオト やまと印刷株式会社

株式会社よしだ 米谷建設株式会社 株式会社渡辺建設

株式会社ＮＰシステム開発 株式会社愛媛朝日テレビ システムアーク株式会社　四国支店

株式会社三瀬商店

株式会社かどや

令和３年10月末時点の一覧です。最新の登録状況は県ＨＰをご覧ください。

★随時更新★



令和３年度登録企業一覧（50音順）

会社名称 市町 産業
分類①

産業
分類② ＰＨRP業企・要概業事

露口建設株式会社 上浮穴郡久万高原町 Ｄ　建設業 ―
主に愛媛県と久万高原町発注の工事を請け負っています。年間を通して仕事が途切れないので、安定
した収入を得ることができます。
能力に応じて色々な資格取得をしていただきますので、自身のキャリアアップを目指せます。

トヨタカローラ愛媛株式会社 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業 ―

【事業概要】トヨタ自動車の新車販売、各メーカーの中古車販売、自動車修理・整備全般、保険代理店
業、通信機器販売、カー用品販売　等
【企業PR】当社はおかげさまで、今年で、創業55周年を迎えました。大きな変革期を迎えている中、一生
涯お付き合い頂けるコンシェルジュとして、新しい価値や体験、ソリューションをご提供できるヒトづくり、
お店づくりを目指し、日々挑戦しています。

https://toyota-
corolla-ehime.jp/

株式会社長浜機設 大洲市 Ｄ　建設業 ―
法面保護工事及び各種プラント建設現場でのメンテナンス工事、足場組立・解体工事や溶接などの鍛
冶工事を行っています。若い社員が多く、技術の習得だけでなく、各種資格取得支援など従業員の充実
を図ることを第一に考え実践している企業です。チームワークを大切にし、他の社員と共にモノづくりの
楽しさ、充実感、達成感を味わえます。

https://nagahamakis
etsu.com

株式会社西四国マツダ 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業 ― マツダの新車販売、各メーカー中古車買取・販売、自動車修理・整備全般。 http://nishi-shikoku-

mazda.co.jp/

株式会社西田興産 大洲市 Ｅ　製造業 Ｄ　建設業
当社は、愛媛県内で、公共事業を主体とした建設事業、護岸工事等で使用するブロックの製造、工事等
で使用する生コン・アスコン製造、管理型産業廃棄物最終処分場、高層ビルの外壁等のPC製品など複
数の事業を展開しています。地域社会との連携、地域社会への貢献、そして環境との共生を経営理念
に掲げて事業を展開している創業70年の伝統ある企業です。

https://www.nishidak
osan.co.jp

登尾鉄工株式会社 新居浜市 Ｅ　製造業 ―
大型建築物の鉄骨を製作する会社です。病院・庁舎・ミュージアム・大型ビル等、四国主要都市の街を
私たちの鉄骨が支えています。2021年度　新居浜ものづくりブランド認定企業、新居浜市SDGs推進企
業として認定を受け、新しい事へもチャレンジしています。大学生の皆さんに興味を持っていただきたい
のは、工務業務です。知識・経験は不要です。是非ご一考お願いいたします。

http://www.noborio.c
o.jp/

伯方塩業株式会社 松山市 Ｅ　製造業 ―
テレビＣＭ「は・か・た・の・しお～♪」でおなじみの「伯方の塩」を製造販売しています。塩は単なる調味
料ではなく、空気や水と共に人間の生命活動にとって必要不可欠な基本食料です。「伯方の塩」は消費
者運動から生まれたもので、創業以来、常に消費者の目線で、より美味しく安全な塩を作り続けることを
最大の使命としています。

http://www.hakatano
shio.co.jp/

株式会社八紘設計コンサルタント南宇和郡愛南町 Ｌ　土木建築
サービス業 ―

技術サービスを行う集団として、社会資本整備に関する調査計画、設計、維持点検等に加え工事等の
際の事業者支援の役割を担っています。街や人の未来を考え、みんなの暮らしに役立つ社会から求め
られる仕事です。
また、愛南町は情が厚く親切な方が多いと県内でも特に南予は人柄がいいといわれているこんな住み
やすい愛南町で仕事をしてみませんか。

株式会社日淺 今治市 Ｄ　建設業 ―
愛媛県発注・今治市発注の公共土木工事及び民間発注の宅地造成工事、外構工事等共に高評価を頂
いています。（令和２年度　愛媛県優良建設工事知事表彰・今治市優良工事表彰を受賞）
「安全・信頼・迅速」をモットーに更なる技術の向上を目指しています。

https://imabari.mypl.
net/shop/000036472
8/

株式会社ビージョイ 松山市 Ｅ　製造業 Ｉ　卸売業，小
売業

設立60年目のビージョイは、食肉の生産、加工、販売まで一貫した事業展開をしている食品メーカーで
す。安心安全な商品提供のため衛生管理体制を強化し良質な食肉を安定して供給することで愛媛の産
業の活性化に貢献しています。精肉（牛・豚・鶏等）や食肉加工品を愛媛県内の飲食店・ホテル・スー
パー等や中四国、関西圏のスーパー、百貨店等へ販売しています。

http://www.bejoy.jp/

檜垣造船株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―
日本屈指の海事都市今治で中小型造船を中心に製造しています。当社は、お客様のニーズに合わせて
700隻をこえる多種多様な建造実績があり、中小型輸送船では高いシェアを誇っています。また、新技術
の開発にも力を入れており、業界初のエコシップの開発・建造など時代のニーズに合った船作りを行っ
ています。

http://www.higaki.co.
jp

尾藤建設株式会社 四国中央市 Ｄ　建設業 ―
創業94年、「より豊かなふるさとづくり」をテーマに、地場産業の発展と地域の暮らしの向上を支える地
域密着総合建設業です。
資格取得支援や評価給制度を導入しており、頑張りが認められる環境でスキルアップを後押しします。
勉強したい・成長したいという意欲のある方への応援は惜しみません。

https://bitoh.co.jp

福助工業株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
総合パッケージメーカーである福助工業は、包む文化を通して暮らしをトータルに考える総合生活提案
型企業です。皆様の生活の身近なところにある各種パッケージの印刷・製造・販売を行っております。全
員が正社員として働き、個々が目標と責任感をもって心のこもったモノづくりに取り組んでいます。

http://www.fukusuke
-kogyo.co.jp/

藤岡建設株式会社 西条市 Ｄ　建設業 ―
1955年の創業以来、【人と自然そして地球の未来を考える】をテーマに人々の豊かな暮らしと社会の発
展に一貫して取り組んでおります。総合建設業に加え、生コン事業、リサイクル事業、再生可能エネル
ギー（太陽光発電、木質バイオマス発電）、林業、農業等を展開しており、環境配慮型コングロマリットと
して基盤を築くグループになります。

http://www.fujiokakk.
co.jp/

藤岡生コン株式会社 西条市 Ｅ　製造業 ―
藤岡建設（株）を中心としたFUJIOKAグループの一員で、【人と自然そして地球の未来を考える】をテー
マに人々の豊かな暮らしと社会の発展に一貫して取り組んでおります。藤岡生コン（株）は、生活基盤を
支えるコンクリートを安定供給しています。

http://www.fujiokakk.
co.jp/

株式会社富士建設コンサルタント宇和島市 Ｌ　土木建築
サービス業 ―

宇和島市、松山市、大洲市に各店を配置し、主に愛媛県を中心に、公共土木事業（道路整備、河川改修
および橋梁・砂防ダム建設等）における測量・設計・地質調査・補償調査業務を行っています。30年７月
の豪雨災害など災害発生時は、行政とともに地域住民の安全と安心を守るため、技術力で地域社会の
復旧・復興に貢献しています。

http://www.fujicc.co.
jp/

株式会社二神組 松山市 Ｄ　建設業 ―
総合建設業（土木工事・建築工事）・一級建築士事務所・宅地建物取引業他
・豊富な経験と技術を強みに100年以上の歴史があります
・社員の健康・満足度向上への取り組み（健康経営優良法人認定）
・万全の成長フォロー体制で、新入社員の高い定着率

http://www.futagami
gumi.co.jp/

株式会社母恵夢本舗 今治市 Ｅ　製造業 ―
和・洋菓子製造及び販売
長年にわたり、その優しい味わいが幅広い世代に愛され続けています。
さまざまなニーズに対応するために商品開発にも注力しており、日本はもとより、世界に向けて自社ブラ
ンドを広げていくべく、努力を続けています。

http://www.poemeho
npo.co.jp

堀田建設株式会社 八幡浜市 Ｄ　建設業 ―
“大きすぎず、小さすぎず”の会社です。堅苦しくなく、アットホームな雰囲気の職場ですが、長い社歴の
なかで社内制度や組織は充実され、施工能力では高い信頼を得ています。皆、自信と誇りを持って仕事
をしています。地元で安心して働ける会社です。

https://www.hotta-
grp.co.jp/

株式会社松山機型工業 松山市 Ｅ　製造業 ―
当社は元々『木』の加工から始まりましたが、現在では精密機械加工にも取り組みながら、農業機械用
部品・自動車用部品を始め、各種産業用機械部品の型製作や部品加工を手掛けています。愛媛松山と
いう地で活動しながら、国内は勿論、海外へも部品供給を行っています。

http://www.matsuya
makigata.co.jp/
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