
 
 
 

 
【事業内容
 建築用防水材および

【基本給】
大学院卒

大学卒

生産オペレーター・屋上改修調査

【諸手当】
家族手当、通勤手当他

【昇給
年１回

【賞与
年２回

【休日】
 週休

 年間休日数

【休暇】
有給休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、育児休暇、

配偶者出産休暇、転勤休暇、忌引休暇など

【雇用形態】
正社員

 
 

当社

 
 

募集職種

製品開発・製造管理

生産技術

デザイン

営業 

生産オペレーター

【会社情報】
創業  

設⽴  

代表者 

社員数 

《選考フロー

【事業内容】 
建築用防水材および

【基本給】 
大学院卒 233,900

大学卒  222,200

生産オペレーター・屋上改修調査

【諸手当】 
家族手当、通勤手当他

【昇給】 
年１回 

【賞与】 
年２回 

【休日】 
週休 2 日制（土・日）※各部署のカレンダーによる

年間休日数 119 日（祝日・夏季休暇・年末年始休暇）

【休暇】 
有給休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、育児休暇、

配偶者出産休暇、転勤休暇、忌引休暇など

【雇用形態】 
正社員 契約期間の定めなし

当社 HP 新卒採用

エントリー

募集職種 

製品開発・製造管理

生産技術 

デザイン 

 

生産オペレーター 

                   

【会社情報】 
  1919 年 6 月 5

  1938 年 1 月 19

 代表取締役社⻑

 1,186 名(男性 912

選考フロー》 

建築用防水材および床材の材料・工法・生産技術の開発、製造、販売

00 円  

00 円 

生産オペレーター・屋上改修調査 

家族手当、通勤手当他 ※規定により支給

日制（土・日）※各部署のカレンダーによる

日（祝日・夏季休暇・年末年始休暇）

有給休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、育児休暇、

配偶者出産休暇、転勤休暇、忌引休暇など

契約期間の定めなし 試用

新卒採用ページより 

エントリー 

製品開発・製造管理 

(製品開発)

施工技術から⾒た製品・施工システム開発

(製造管理)

ての製造プロセスの改善

自社生産設備の機械・電気設計

産・製造効率化に向けての製造プロセスの改善

 (空間デザイン

報をもとに、ニーズを満たすフロアや屋上・壁面

などのプランニングやデザインの提案

施主・設計事務所・元請け・専門工事業者に対し

ての提案型法人営業

 
日々の製造予定達成に向け、機械操作による製品

の製造、原料・製品の搬送、品質向上のための集

団改善活動

                   募集要項

5 日 

19 日 

代表取締役社⻑ 田島国雄 

912 名、⼥性 274 名)

・工法・生産技術の開発、製造、販売

 大卒 197,000

※規定により支給 

日制（土・日）※各部署のカレンダーによる

日（祝日・夏季休暇・年末年始休暇）

有給休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、育児休暇、

配偶者出産休暇、転勤休暇、忌引休暇など 

試用期間あり（入社後

⇒ 

仕事内容

)化学的・物理的変化、自然現象、建築・

施工技術から⾒た製品・施工システム開発

)製造の安定化・効率化・最適化に向け

ての製造プロセスの改善 

自社生産設備の機械・電気設計

産・製造効率化に向けての製造プロセスの改善

空間デザイン) お客様や営業担当からの案件情

報をもとに、ニーズを満たすフロアや屋上・壁面

などのプランニングやデザインの提案

施主・設計事務所・元請け・専門工事業者に対し

ての提案型法人営業 

日々の製造予定達成に向け、機械操作による製品

の製造、原料・製品の搬送、品質向上のための集

団改善活動 

                   募集要項

) 

資本⾦  8,232

自己資本 216

年商   556

 

・工法・生産技術の開発、製造、販売

00 円 

日制（土・日）※各部署のカレンダーによる 

日（祝日・夏季休暇・年末年始休暇） 

有給休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、育児休暇、 

期間あり（入社後６ヶ月） 

 WEB 筆記試験

（職種別選考

仕事内容 

的・物理的変化、自然現象、建築・

施工技術から⾒た製品・施工システム開発

製造の安定化・効率化・最適化に向け

 

自社生産設備の機械・電気設計、新製品開発・増

産・製造効率化に向けての製造プロセスの改善

お客様や営業担当からの案件情

報をもとに、ニーズを満たすフロアや屋上・壁面

などのプランニングやデザインの提案 

施主・設計事務所・元請け・専門工事業者に対し

日々の製造予定達成に向け、機械操作による製品

の製造、原料・製品の搬送、品質向上のための集

                    募集要項 田島ルーフィング株式会社

8,232 万円 

216 億円（自己資本⽐率

556 億円（2019 年

・工法・生産技術の開発、製造、販売 

 

筆記試験 WEB 適性検査・面接

職種別選考 個人面接

的・物理的変化、自然現象、建築・

施工技術から⾒た製品・施工システム開発 

製造の安定化・効率化・最適化に向け

化学系、建築系、

土⽊系、物理系、

数学系

新製品開発・増

産・製造効率化に向けての製造プロセスの改善 
機械系、電気系

お客様や営業担当からの案件情

報をもとに、ニーズを満たすフロアや屋上・壁面

 

デザイン系、

建築系

工学系

施主・設計事務所・元請け・専門工事業者に対し

不問日々の製造予定達成に向け、機械操作による製品

の製造、原料・製品の搬送、品質向上のための集

 田島ルーフィング株式会社

（自己資本⽐率 33.8%） 

年 12 月期） 

【福利厚生】
厚生貸付⾦制度、住宅積⽴⾦制度、住宅資⾦融資制度、

退職年⾦制度（企業年⾦基⾦）、慶弔⾒舞⾦、従業員持株制度、

被服貸与、永年勤続表彰、クラブ活動、定期健康診断

【厚生施設】
 保養所（⻑野）、その他全国各種施設利用契約あり

独⾝寮（寮費

【社会保険】
 各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年⾦）

【研修制度】
 新入社員研修、階層別研修、マネジメント研修、

ハラスメント研修、各部知識スキル勉強会・研修、

チャレンジ報奨⾦（資格取得支援）、通信教育など

【受動喫煙対策
 屋内原則禁煙（喫煙室あり

【正規雇用労働者の中途採用⽐率
 2018 年度 41%

2019 年度 62%

2020 年度 52%
  

適性検査・面接 

個人面接 3〜4 回） 

対象学科 

化学系、建築系、 

土⽊系、物理系、 

数学系 

機械系、電気系 

デザイン系、 

建築系、服飾系、 

工学系 

不問 

田島ルーフィング株式会社

 

〒101-8575
東京都千代田区岩本町
田島ルーフィング株式会社
TEL︓0120-
URL︓https://tajima.jp

【お問合せ先】

【福利厚生】 
厚生貸付⾦制度、住宅積⽴⾦制度、住宅資⾦融資制度、

退職年⾦制度（企業年⾦基⾦）、慶弔⾒舞⾦、従業員持株制度、

、永年勤続表彰、クラブ活動、定期健康診断

【厚生施設】 
保養所（⻑野）、その他全国各種施設利用契約あり

独⾝寮（寮費 10,000 円） 
【社会保険】 

各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年⾦）

【研修制度】 
新入社員研修、階層別研修、マネジメント研修、

ハラスメント研修、各部知識スキル勉強会・研修、

チャレンジ報奨⾦（資格取得支援）、通信教育など

【受動喫煙対策】 
屋内原則禁煙（喫煙室あり）

正規雇用労働者の中途採用⽐率
41% 

62%       事業年度︓

52%       公 

 ⇒ 

勤務地

 

 東京・埼玉・茨城・岡山

東京・埼玉 

 東京 

東京・大阪・札幌・盛岡・仙台・
北関東・千葉・横浜・多摩・
⾦沢・新潟・静岡・名古屋・
神⼾・広島・⾼松・福岡

東京・埼玉・茨城

田島ルーフィング株式会社 20

8575 
東京都千代田区岩本町 3-11-
田島ルーフィング株式会社 総務部人事組織支援課

-011-317  FAX
https://tajima.jp/ 

【お問合せ先】 

（転勤あり）

厚生貸付⾦制度、住宅積⽴⾦制度、住宅資⾦融資制度、

退職年⾦制度（企業年⾦基⾦）、慶弔⾒舞⾦、従業員持株制度、

、永年勤続表彰、クラブ活動、定期健康診断

保養所（⻑野）、その他全国各種施設利用契約あり

 

各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年⾦）

新入社員研修、階層別研修、マネジメント研修、

ハラスメント研修、各部知識スキル勉強会・研修、

チャレンジ報奨⾦（資格取得支援）、通信教育など

） 

正規雇用労働者の中途採用⽐率】

事業年度︓前年 12/21

 表 日︓2021 年

勤務地 

東京・埼玉・茨城・岡山 

 

東京・大阪・札幌・盛岡・仙台・
北関東・千葉・横浜・多摩・
⾦沢・新潟・静岡・名古屋・
神⼾・広島・⾼松・福岡 

東京・埼玉・茨城 

2022 年入社

11-13 
総務部人事組織支援課

FAX︓03-6632-0455
 

（転勤あり） 

厚生貸付⾦制度、住宅積⽴⾦制度、住宅資⾦融資制度、 

退職年⾦制度（企業年⾦基⾦）、慶弔⾒舞⾦、従業員持株制度、

、永年勤続表彰、クラブ活動、定期健康診断 

保養所（⻑野）、その他全国各種施設利用契約あり 

各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年⾦）

新入社員研修、階層別研修、マネジメント研修、 

ハラスメント研修、各部知識スキル勉強会・研修、 

チャレンジ報奨⾦（資格取得支援）、通信教育など 

】 

12/21〜当年 12/20

年 3 月 9 日 

内々定 

勤務時間

 

8︓30〜17︓

9︓00〜17︓

東京・大阪・札幌・盛岡・仙台・
北関東・千葉・横浜・多摩・ 
⾦沢・新潟・静岡・名古屋・ 9︓00〜17︓

各週交替制 
7:30〜16:00
14:30〜23:00
23:00〜7:30

年入社 新卒採用 

総務部人事組織支援課 
0455 

田島ルーフィング
採用サイト

（休憩 1 時間含む

 

退職年⾦制度（企業年⾦基⾦）、慶弔⾒舞⾦、従業員持株制度、 

各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年⾦） 

12/20 

勤務時間 

︓00 

︓30 

︓30 

   
16:00 
23:00 
7:30 

 

田島ルーフィング 
採用サイト 

時間含む） 


