
採用情報パンフレット
2024卒用

私たちエース設計産業(株)は、
「社員のやりがい」「顧客の喜び」「社会からの支持」を大切に、

総合エンジニアリングによる更なる産業界への貢献をめざしています。

※画像はイメージです。
当社が実際に設計したものではありません。

機械設計エンジニアを目指すために、
必要な全てがココにある。

＃必ず設計職に就ける
＃高専生【積極採用】
＃10年連続採用【継続中】

最新情報
随時更新!!

https://www.ace-tech.co.jp/
https://www.ace-tech.co.jp/
https://kosen-plus.com/company/8440c9f2-340e-4578-8a13-a005bb420396/top/
https://kosen-plus.com/company/8440c9f2-340e-4578-8a13-a005bb420396/top/
https://drive.google.com/file/d/1YXxatQG6G-IDVj5yA0MKtKj2UNVFL8rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXxatQG6G-IDVj5yA0MKtKj2UNVFL8rf/view?usp=sharing
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会 社 概 要

【業 種】 機械設計業（産業別分類業種：7431）

【設 立】 昭和51年４月（1976年）

【資 本 金】 3,200万円

【年間売上】 19億9,800万円（2022年3月）

【従業員数】 240名（2022年4月時点）

【平均年齢】 38.1歳（2022年4月時点）

－事業内容－

●日本の主要産業である自動車関連分野、エネルギー関連分野、半導
体関連分野をはじめ、電気・電子部品や日用品の分野まで、幅広い
様々な分野の「モノづくりの現場」で必要とされる、「産業用設備の
機械や装置」の設計を専門に請け負っています。

また、化学プラントや水処理プラント、ごみ処理プラントや製鉄プラ
ントなどの産業用プラントや大型設備の設計にも取り組んでいます。

●構想設計～詳細設計、制御やプログラムまでの一貫した高度で高品
質な、設計技術サービスを提供しています。

■機械設計エンジニア

3D-CAD、2D-CADを使用して、各種産業機械の設計・製図
を行います。

エンドユーザーの要求仕様書を基にして、モノづくりの現
場が求める生産構想を具体化（設計）し、図面の作成（製
図）を行なう仕事です。

お客様の生産構想に一緒に関わり、「課題の解決」や「要
望の実現」のための設計技術サービスの提供を行います。

機械設計エンジニア

－募集職種－



■エース設計産業の特徴

必ず設計職に就けます

営業部門もなく、設計者のみで構成される
設計専門会社です。募集職種は設計エンジ
ニア。配属は100％設計職をお約束します。
やりたい事を叶える会社です。

社内での業務が中心

派遣ではなく、社内請負での業務が中心。
社内で先輩社員と共に働く環境だからこそ、
技術力が継承され,設計ノウハウが蓄積さ
れています。

多様な分野の設計

特定の分野に偏らず、様々な分野の設計依
頼に応えています。幅広い業務に対応する
ことで、設計者の経験値に広がりが出来ま
す。また、景気リスクにも対応できます。

人財育成

充実した研修制度と、資格取得の支援を通
じてエンジニアの育成に取り組んでいます。
エンジニアの技術力が、会社の力となりま
す。技術力があるからこそ、信頼される。
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【エースが誇る３つの学び】
エース設計産業には、機械設計エンジニアを目指すための３つの学びがあります。

１.先人たちの技術
約50年に亘り受け継がれてきた、技術力と設計ノウハウの蓄積があります。
体系立てられた幾多の設計に関する技術とノウハウを手本とすることで、効率よく
習得が可能です。先人の築き上げた技術力こそが当社の強みです。

２.働く環境
派遣ではなく社内での業務を中心にすることで、先輩や上司と共に働く環境を実現。
先輩たちの働く姿を身近に感じることが、何よりの学びとなります。
マニュアルや資料では決して伝わらない、設計者としての心構えを学べます。

３.自分の経験
幅広い産業分野の設計業務に携わる事で、豊富な経験を積むことが出来ます。
また、成長に合わせた指導の下で確実に実力が付き、成長を実感できます。
任される仕事も増えていき、自信とやり甲斐に繋がります。

社内での業務が中心。
設計ノウハウが社内に蓄積
され、幅広い分野からの設
計依頼に応えています。

先輩や上司と共に働く環
境の下、成長に合わせた
丁寧な指導で、安心して
設計エンジニアをめざせ
ます。



構想
必要性や
新たな技術

設計
実際の機械の
構造や形状を
考える。

製図
実際に造る為に、
図面に描き表す。

機械の

製作

顧客の

評価

■機械設計の役割
～「ものづくり」をする上での機械設計の役割～

「設計」思考をまとめ上げていく、多くの知識と経験が必要となります。
ベテラン社員が担当します。
簡単なものであれば、 2・3年目から設計補助に携わることもあります。

「製図」設計が完成した後に仕様に沿った部品図を描くことで、
決められた通りに描くという正確さや明瞭さが必要になります。
入社後は、この部品図の作製から仕事を覚えて行って頂きます。

【組立図】
複数の部品を組み立てて、機能上、
または取り扱い上のまとまり状態を
表現した図面。

【計画図】
機械全体の具体的構成を細かく書い
た図面。

【部品図】
組立図を構成する各部品を部品単位
にばらした（分解した）図面の事。
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設計という仕事の中に、製図があります。

構想設計：要望を聞きコンセプトをまとめ上げる。

基本設計：CADを使用し設計図を書き起こします。
解析やシミュレーションを繰り返し、構想設計の内容を実現する為に、
問題はないかなどを検証します。

詳細設計：材料や形状、力のかかり具合などを考慮し詳細を決めていきます。

図面作成：組立図から部品図を作成します。
製図のルールに従い、記号や必要な情報を入力します。

「設計」と「製図」の違い。



■仕事の依頼

①【お客様との打合せ】

エンドユーザーの仕様書に基づき、今

回設計する機械の基本的能力・動き・

納期などを打合せをする。

②【見積工程及び社内打合せ】

見積書と工程表を作成するにあたり、

ポンチ絵（手描きのフリーハンド）で

構想図を作成する。どんな機構で、ど

んなものを使用して何人で設計を行う

のかを決める。

③【計画図（組立図）】

ポンチ絵を基に、ＣＡＤを使い具体的

な図形を作成して行く。

ＤＲを行いお客様の承認を得る。

④【製作図の作成（製図）】

計画図（組立図）より部品図を作成。

お客様へ納品。

■業務の流れ

04

各分野の
エンドユーザー

•コストダウン

（省力化省人化）

•生産性UP

•品質の向上

•大量生産

•危険作業の代行

生産設備
メーカー

•設計の手配

•機械の製造

•組み立て

•試運転など

•機械の納入

•メンテナンス

設計会社
エース設計産業(株)

•設計業務の請負

•設計アイデアの提案

•図面の製作(製図)

•シミュレーション

•動作プログラム

•制御、調整

機械の納入

・当社が収めた図面を基にして、
生産設備機械が造られます。

・図面を収めるまでが、当社の
仕事です!!

図面の納品

エンドユーザーの抱える様々な課題を解決したり、
要望を叶えるための設計を行います。

エンドユーザーのモノづくり構想に、共に関わること
の出来る設計エンジニアを意識しています。

～生産構想を実現するための設計～



『製品設計』と『機械設計』との違い
～「何」を造るか、と「どのように」創るか。～

■製品設計（何を造るか）

例）自動車関連の場合・・・
・ボディの設計
・エンジンの設計
・ミッションの設計
・ホイールの設計
・電装品の設計
など

例）弱電（家電）だと・・・
・筐体設計
・金型設計
・機構設計
など

■機械設計（どのように造るか）

【産業機械】
・組立機
・検査機
・搬送機
・包装機
など

【プラント】
・配管
・歩廊
など

・様々な設計に携わる事が出来て、
色々な知識が身に付く。

・出来る事が増えて行き、
如実に自己成長を感じられる。

・どの部分の設計を担当するのかは、
分からない。

・一度手掛けた分野に、長く携わる
ことが多い。

・動きを伴う機械や機構を考える。

・色々な分野の様々な種類の機械を、手掛けることができる。

★ここが
おもしろい!!
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■売上に占める各分野の実績

■売上高と従業員の推移

①自動車関連 18％

②食品関連 15％

②工作・専用 15％

④電池・弱電 11％

⑤建設機械 10％

⑥液晶関係 7％

⑦半導体関係 6％

⑧その他 5％

⑧土木機械 5％

⑩情報通信関係 4％

⑩ 搬送関係 4％

（千円） （人）

【自動車関連 】
18%

【食品関連】
15%

【工作・専用】15%
【電池・弱電】11%

【建設機械】
10%

【液晶関連】
7%

【半導体関連】
6%

【その他】5%

【土木機械】5%

【情報通信関連】4% 【搬送関連】4%
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売上高と従業員数

景気リスクに対応!!
様々な業界・分野の設計を手掛けることで、ひとつの分野の景気が悪くなり売り上げが落ち込んでも、
その他の分野の取引でカバーする事ができます。多種多様な設計依頼に応えることが出来るのも、永年
に亘り受け継がれた技術力と蓄積された設計ノウハウがあるからこそ。

新卒採用・キャリア採用共に、毎年継続的に実施しています。
定着率も高いので、従業員数も着実に増えています。
従業員が増える事で、請け負う仕事量も多くなります。



■図面の紹介

【3D-CAD】
3D-CADの特徴は・立体的である、・視点が変わる、・動きを伴う、点である。

複雑な形状を立体的に捉え易く、最初から3次元空間での立体モデルを表現することが
できるため、作りたいモノの形状を忠実に再現することができます。
画面内で形状を回転させて、あらゆる方向から形状を確認することもできます。
また、一度作成した図面を、解析データに流用出来る事もメリットです。

部品を組み付けた後の干渉チェックや駆動パーツの動作検証なども可能です。

3D-CADの図面
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【移載ユニットの図面】
基本的な構造の移載ユニッ
トの図面です。
色々な工程をプラスしてい
く事で、バリエーションが
増えます。

技術者にとって重要なことは、「ツールを使いこなす」ことではなく、
正しい図面を描くことであったり、相手に「設計者の意思」を明確に伝
えることの出来る図面を描くことです。CADを自在に操作出来ることに
越したことはありませんが、入社前の段階では、CADの操作が不慣れな
ことに、気負う事はありません。
研修期間や実際の業務を通じて丁寧に指導しますので、徐々に慣れてい
ただければ結構です。

SolidWorks 36台 AutoCAD 71台 SolidWorks Simulation 1台 RT ToolBox2(三菱) 1台

Inventor 11台 MICRO CADAM 20台 ICAD SX FJKSWAD 1台 ROBOGUIDE(FANUC) 1台

ICAD SX 44台 ICAD MX 9台 CATIA Analysis 1台 VRC(DENSO) 1台

ICAD MX 5台 Creo（ME10） 5台

CATIA V5 20台 BRICS CAD 37台 MELFA Works 1台

WINCAPS(DINSO) 1台

解析ソフト3D CAD 2D CAD ロボット設計支援ツール

3次元ロボットシミュレータ

■保有設備の紹介



～3D-CADと2D-CADの違い～

【2D-CAD】
組立図（計画図）に関しては、3D-CADが主流になりつつあります。

しかし、製造設備関連の業務に於いては、設備投資等の費用面の課題か2D-CADの
使用率が高く、現場レベルでは記入の容易さや携帯性の高さなどから、2D-CADを
使った紙図面の需要が根強く残っているのが現状です。
部品図が２次元である以上、2D-CADの役割が今後も暫くは無くなる事はないと思

われます。複雑な図面を読み解くにはかなりの経験が必要になります。

2D-CADの図面
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エース設計産業(株)の研修では・・・

2D-CADの図面をしっかりと理解出来る事に重点をおいています。
入社後の新入社員研修は、2D-CADを使用した研修が中心です。
「部品図を描ける実力」と「図面を読み解く能力」をしっかりと身に付
けてもらいます。

ACAD-DENKI 1台 GX Works2(三菱) 1台 IOC for ICAD SX 1台

ECAD DCX-Professional 1台 GX Works3(三菱) 1台 (GX Simulator2) 1台

ECAD DCX-Standard 3台 GX Designer3(三菱) 1台 (GT Simulator) 1台

Microsoft Office Visio 5台 KV STUDIO(KEYENCE) 1台 (RT ToolBox2:三菱) 1台

VT STUDIO(KEYENCE) 1台 (ROBOGUIDE:FANUC) 1台

SMASH 1台 (WINCAPS:DENSO) 1台

ハード設計 ソフト設計 制御検証

バーチャルマシンシミュレータ

業務内容やお客様との互換性
に合わせて、使用CADを使い
分けています。
ハイスペックCADも導入し、
新たな分野の業務にも対応!!
保有台数は大阪府内でトップ
クラスです。



■やり甲斐や社会への貢献

●産業界への貢献
品質の向上、生産効率のアップ、自働化、危険な作業の機械化、省力化・省人化など、モノづくりの現場
では様々な課題や要望があります。エンドユーザーの立場に立ちモノづくりの構想から共に関ることで、
課題の解決や要望の実現のための設計サービスの提供が、産業界のより良い未来への貢献となります。

●モノづくりの原点
電化製品や自動車など、世の中のすべての工業製品を作るためには設計図が必要です。また、それらの製
品を製造するための工場の機械設備も、設計図が無ければ具体化する事ができません。
モノを造るための出発点、それが設計という仕事です。

●現代社会の生活を支える
私たちの便利で豊かな生活は、大量生産が出来るおかげです。大量生産する為には優れた生産設備機械が
必要不可欠です。我々が設計している生産設備が、身近な製品を造り便利で豊かな現代社会の生活を支え
ています。普段乗っている自動車、所有しているスマホ、自宅にある電化製品、コンビニで買うお菓子な
ど、身近なそれらは、エースが設計した生産設備を通じて製造されているかもしれません。

●誇り・プライド
図面には担当者の名前が記されます。自分が設計した機械が想像した通りに動き、モノづくりの現場で活
躍します。担当者宛に問い合わせがあるなど、間違いなく名前が残る仕事です。
また、自分が提案した設計アイデアが採用され、評価されると遣り甲斐を感じます。「次もまた頼むね」
と云っていただけると、誇りを持って仕事が出来ます。

■ACE(エース)が求める人財

・お客様のニーズを的確に捉える。
・設計チーム内の意思疎通も重要!!

・新たな技術を学びたい。
・経験値を増やしたい。
・資格を取得したい。

・モノづくりがしたい。
・機械や図面が好き。
・学校で学んだ事を活かしたい。

Aspiration
【向上心】

Communication
【協 働】

Enthusiasm
【熱 意】
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向上心やコミュニケーション能力と言った性質
に加え、知識や技術力のようなスキルが組み合
わされば、活躍できる人財となって頂けると思
います。

・工学知識

・力学系知識

・論理的思考

・問題解決力

産業界全体

の知識

ものづくり

への理解

・技術力

・資格取得

～活躍している人物像～



■研修制度とスケジュール

■有資格者数の紹介

■新入社員研修■
(4月～6月)：集合研修
【ＡＭ】基礎知識研修

【ＰＭ】実技及びCAD研修

(７月～3月)：OJT研修

仮配属先で実務を通じての研修

【支援制度】

・メンター制度

中堅社員が必ずサポートに付きます。

・定期面談制度
1ヶ月目と半年目に面談。
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【資格保有者数】2022.4現在

機械設計技術者試験 106名

1級 32名

2級 34名

3級 40名

技能検定-機械製図- 186名

1級 157名

2級 29名

職業訓練指導員 21名

【表彰者の紹介】

～資格の取得は技術力の証～

資格に裏打ちされた技術力の提供で、高品質な設計サービスを実現しています。
資格試験の受験者には資格取得支援研修を実施し、資格の取得を全力で後押しします。
また、合格者には資格手当の支給もいたします。

資格の保持は設計者の技術力の証です。自信と誇りを持つことが出来、遣り甲斐にもつな
がります。何より、自分自身の財産となるでしょう。

技能検定における表彰者
合格者の中でもとりわけ成績優秀者は、各都道府県から

表彰を受けます。当社からの受験者の合格率の高さもさる
ことながら、表彰者も頻繁に輩出しています。

【階層】 【対象研修】 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

【若年社員】
（2～3年生）

・e-ラーニング（通年）
・社外研修（通年）

製図
コンテスト

【中堅社員】
・社外研修（通年）
・機械設計技術者試験
・技能検定

【ベテラン社員】
・社外研修（通年）
・機械設計技術者試験
・技能検定

OJT研修（仮配属）

ローテーション①
新入社員集合研修

OJT研修（仮配属） OJT研修（仮配属）

 機械設計

技術者試験

【新入社員】
・e-ラーニング（通年）
・社外研修（通年） ローテーション② ローテーション③

 技能検定

（機械製図）

技能検定『支援研修』
機械設計技術者試験『支援研修』

機械設計技術者試験『支援研修』
技能検定『支援研修』

■新入社員研修

■e-ラーニング

■社外研修制度

■製図コンテスト

■資格取得支援研修

機械設計技術者試験と技能検定（機械製図）の資格取得に力を入れています。
受験者向けに先輩社員による勉強会を実施し、資格取得をサポート。
技術力の証明になり、取得手当も支給します。

社内行事の一環として開催。
「制限時間内にどれだけ正確に部品図を描けるか」を競います。
入社２年目・３年目が対象。成績優秀者は表彰され、賞金・賞品も授与。

業種・職種に関係なく、ビジネスパーソンなら誰にでも求められる、
「普遍的なスキル（ヒューマンスキル）」の育成が狙い。
当社は、技術面だけでなく社会人基礎力の向上にも注力しています。

永年積み重ねてきた設計ノウハウが満載の、当社オリジナルコンテンツ。
・時間と場所を選ばず、自由度の高い学習が特徴。
・自分のペースと好きな順序の学習で理解度UP。繰り返し学習できるのも利点です。

入社～6月頃までの２ヶ月～３ヶ月の間は、本社での集合研修となります。
（AM:座学／PM：実技）
この研修では、全員が部品図を完璧に描けるまで指導いたします。



■事業所の紹介

【姫路事業所】
兵庫県姫路市南畝町2-1
ファース姫路ビル4F
（旧：損保ジャパン日本興亜姫路ビル）

(TEL)079-240-6998
(FAX)079-240-6779

【京都事業所】
京都市下京区北不動堂町480
資生堂京都ビル3F
(TEL)075-354-9190
(FAX)075-354-9195

【津山事業所】
岡山県津山市上河原543-2
北の街ビル２階
(TEL)0868-23-4753
(FAX)0868-23-4785

【本 社】
大阪市中央区北浜東4-33
北浜ネクスビル18F
(TEL)06-6945-7088
(FAX)06-6945-7077

【研修センター】
大阪市北区天満2-3-5

2006年5月開設
約50名が所属。
▶主に京都、滋賀方面のお客様を担当。
立地条件が非常に良いので、京都在住以外の社
員も多数在籍しています。

1989年3月開設
約20名が所属。
▶ほとんどが地元出身者でチームワークも良く、
取引先からの信頼も厚いことが強みです。

2019年4月開設
約10名が所属。
▶JR姫路駅に近く便利な立地です。
新規顧客の開拓、人材確保により規模の拡大を目
指して行きます。

2016年5月移転
約150名が所属。
▶18階ワンフロア化を実現し、
業務効率もアップ。
100台以上のCADが並ぶ設計室は
圧巻です。ハイスペックCATIA
も導入しました。
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各事業所の詳細を
ご確認いただけます

https://www.ace-tech.co.jp/company/access.html
https://www.ace-tech.co.jp/company/access.html


■組織図

営業部が無いのが当社の特徴!!
だから、必ず設計の仕事が出来る。

当社には営業部は組織されていません。
設計技術者がお客様との窓口になることで、「素早い対応」や「細かな応対」を実現してい
ます。一つひとつの仕事に於いてお客様にご満足頂き信頼を得ることで、リピートオーダー
へと繋がっています。必ず設計の仕事に就いて頂けます。
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管理部 総務・経理

人事部 人事・採用

経営企画部 総務情報ｼｽﾃﾑ 教育選任

請負グループ

１課

請負グループ

請負グループ

第１技術部 ２課

請負グループ

株
主
総
会

取
締
役
会

請負グループ

３課

請負グループ

駐在１グループ

第２技術部

駐在２グループ

CATIAグループ

開 発 部 開発課

メカトログループ

プロジェクト①
製品開発

プロジェクト➁
システム開発

請負グループ

京都事業所

駐在グループ

請負グループ

姫路事業所
和田山

サテライトオフィス

請負グループ

津山事業所

請負グループ



■各種社会保険完備
「雇用保険」,「労災保険」,「健康保険」,「厚生年金保険」に加入しています。
労働者の立場を守り、安心して働けるための制度です。

■企業年金基金（日本機械設計業企業年金基金）
公的年金に上乗せして給付される制度です。
全額会社負担で加入しています。生活の安定と福祉の向上を目的とする基金です。

■育児・介護休業制度（Ｈ31.1月「一般事業主行動計画書」提出）
仕事と育児や介護との両立を企業としてサポートできるような、魅力のある職場環境作りを目指し
ています。

■退職金制度
退職する際に、会社から退職者に支給される手当のことをいいます。

■借り上げ社宅制度
社宅を借り上げて、家賃の一部を会社が負担致します。
（入社後３年間は家賃の60％を会社が補助。その後も逓減的に補助します。）
敷金などの初期費用は全額会社負担です。
※事業所配属予定者の、大阪本社での集合研修期間の仮住まい費用の一部負担制度もあります。

■慶弔見舞金制度
従業員やその家族の慶弔時（結婚、出産、死亡、傷病、災害）について、お祝い金やお見舞金を贈
る制度です。従業員に対する恩恵や謝意、支援を目的としています。

■資格取得支援制度
資格取得支援の講習会を開催したり合格者への手当の支給など、いろいろな方法で資格の取得を支
援しています。

■社内表彰制度（年間優秀社員、永年勤続者、目標達成など）
・年間優秀社員を選出し表彰します。
・永年勤続者を表彰しお祝いを支給します。
・目標を達成した部課所を表彰したり、新人賞、特別賞、業務改善表彰などもあります。

■従業員持株制度※
愛社精神を高め、努力して業績を上げて従業員の財産を増やすことを目的としています。

■親睦会制度※
社員間の親睦を深めることを目的に、社員旅行や新入社員歓迎会を実施しています。
親睦会費の一部を会社が負担しています。

■クラブ活動（野球部） ※
野球好きの社員が中心となり活動しています。
年間３～４回試合にも出場し、試合後の打上げや食事会も楽しく開催しています。

※は任意の参加です。

■福利厚生の紹介
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私たちエース設計産業は、企業の社会的責任の一つとして従業員の働きやすい環境づくりを目指
しています。快適かつ優良な職場環境が社員のやりがいに繋がると信じています。



■教育(研修・支援)制度
■内定者研修（高卒者は対象外）
学生から社会人への意識転換や社会人スキルの習得を応援。プレゼン課題などへも取り組んで貰います。

■新入社員一般研修（1～3日：社外）
ビジネスマナーなど社会人の基礎を身に付けてもらいます。

■新入社員研修
２～３ヶ月間の集合研修の後は、配属先にてOJT（実務を通じた研修）を実施。
部品図の製作を中心にCADの操作など基本スキルを習得して貰います。
メンター制度や定期面談などのサポートも致します。

■社内研修制度（研修センター）
空圧シミュレーション、幾何測定シミュレーション、組立調整シミュレーション、モーター研修など、
現場に即した「手で触れる実習」を主とした、若手社員向けの研修です。

■e-ラーニング
豊富なメニューで技術面のスキルアップを図れます。自分の時間とペースで取り組め、好きな順番で受講できます。

■社外研修制度（等級別研修、役職別研修、自己啓発枠研修）
ヒューマンスキル（業種・職種に関係なく、ビジネスパーソンなら誰でも、職務を遂行する上で求められる普遍的なス
キル）の向上に力を入れています。社員一人ひとりのキャリアを築くための、研修内容を用意しています。

■製図コンテスト
社内行事の一環として開催。成績優秀者は社内で表彰します。賞金や賞品も用意しています。

■資格取得支援研修
先輩社員による受験者向けの研修を実施して、資格の取得を後押しします。
・機械設計技術者試験・技能検定(機械・プラント製図技能士)などの資格取得に力を入れています。

■諸手当の紹介
■通勤手当
1月あたり15万円までの範囲で、実費支給されます。

■資格手当
当社指定の資格を取得すると支給されます。
●機械設計技術者試験（1・2・3級）／ ●機械・プラント製図技能士（1・2級）
●第2種電気工事士／ ●シーケンス制御技能士（1・2級）／ ●電気製図技能士（1・2級）

■役職手当
管理職としての役割や責任の重さなどに対して支給される手当を言います。

■家族手当
扶養家族の人数によって支給されます。

■残業手当
残業は勿論、休日出勤などの手当もきちんと支給されます。サービス残業はありません。

■賞与：年2回（7月／12月）
約4.0ヶ月分（2021年実績）

■休日・休暇の紹介
■年間休日120日
1年間の休日の合計のことです。（土・日・祝・GW・夏季・年末年始）※社内カレンダーあり
※有給休暇や特別休暇（慶弔休暇）は含みません。

■完全週休2日制
毎週必ず2日間の休みがある制度です。

■慶弔休暇
自分自身や近親者の結婚・出産（慶事）、死亡などによる葬式(弔事・忌引)の際に、取得できる休暇です。

■年次有給休暇（初年度10日：入社時５日/半年後５日）
・有休取得奨励日：有給休暇を取得しやすい環境を目的に導入しています。

・有給休暇積立保管制度：取得せずに時効となった有給休暇を、別途に積み立ておくことが出来る制度です。

（病欠、介護休暇などに使用できます。※40日限度）
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■高専OB社員の声
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◆2013年入社

第２技術部 所属 Y・K

2013年度に入社しました和歌山高専出身のY・Kです。

学生時代、製図の授業が好きで入社しました。入社してからは学生時代と違い、図面を通して実際にモノがどのよう

にして作られているのか、普段使っているモノはどのような構造になっているのかを日々考えるようになりました。

最初は全く図面が読めず、製図の基礎も分からなかったのですが、先輩方に叱咤激励されながら教えて頂いたお

陰で、入社時に比べると成長できていると感じています。

はじめは不安かと思いますが、誰だってみんな最初は不安です。本当に図面を描くことが好きならば、恐れず飛び

込んで来て下さい。

休日は外出して、友達とショッピングに行ったり、美味しいものを食べたりしてリフレッシュしています。そのお陰

で、最近お腹周りに贅肉がついてきました。

先輩から、休日にフットサルをしようと誘われているので、これを機に参加して運動不足を解消しようと思います。

◆2014年入社

津山事業所 所属 F・S

2014に入社しました、津山高専 専攻科出身のF・Sです。

在学中の授業や部活動を通じて設計職に就きたいと思うようになり、エース設計産業に入社しました。入社当初は

図面を一枚描くのにも四苦八苦していましたが、先輩や上司の方々からのご指導ご鞭撻のお陰で今は図面を描くス

ピードもだいぶ速くなったと思います。

最近では、ほぼ一人で組図の検討を任せてもらえる事も多くなり、入社時と比べるとかなり成長出来たと自分でも実

感しています。

最初は誰でも思うようにいかない事が多いと思いますが、「設計に興味がある」、「図面を描く事ことが好き」というだ

けで適正は十分あると思います。あとは教育・研修制度が整っている当社でしっかり研修を受けて立派な設計者を

目指してください。

休日は友人と遊びに行くことが多いです。

特に冬のシーズンは、毎週のようにスノーボードをしにゲレンデに出掛けています。

〈こんなOB社員がいます〉 高専生、10年連続採用中!!（2012年～ ）

明石工業高等専門学校／大阪公立大学工業高等専門学校／大島商船高等専門
学校／香川高等専門学校／高知工業高等専門学校／津山工業高等専門学校／
奈良工業高等専門学校／新居浜工業高等専門学校／舞鶴工業高等専門学校／
和歌山工業高等専門学校

■高専OB動画
４つの高専OBインタビュー動画をご覧いただけます。
高専出身者が活躍する理由とは？活躍する高専出身社員が、設計の
仕事について・就活を振り返って、赤裸々に語っています。
少しですが事業所の雰囲気も♪

①明石高専OB（大阪本社）

②府大高専OB（大阪本社）

③津山高専OB（京都事業所）

④津山高専OB（津山事業所）

http://qr.quel.jp/om.php?ds=1i2nvj
http://qr.quel.jp/om.php?ds=1i2nvj


■よくある質問（Q&A）

Q：受験の対象となる学部学科は問いますか？

機械工学系の学科が中心となります。（設計・製図の履修があれば可）
メカトロ系の学科やロボティクス系の学科も活躍して頂けると思います。
エレキや制御の知識にも明るければ、総合エンジニアとして活躍頂けると思います。

Q：最初はどのような業務から任せてもらえますか？

最初は「製図」の業務に就いて貰います。そして、徐々に「設計補助」に携わり経験
を積んで、設計者へとなっていきます。個人の成長に合わせて指導いたします。

Q：勤務地の希望は出せますか？ 転勤はありますか？

【勤務地】初任地は本人の希望を考慮して決定します。(入社後数年は本社➝希望勤務
地の可能性あり)【転勤】頻繁な転勤はありませんが、永い勤続の中では活躍や責任、
組織の都合によって転勤もあると思います。とは言え、ご自宅から通勤できる範囲で
の転勤を考慮いたしますし、手当の支給なども致します。

Q：寮や社宅はありますか？

遠方からお越しの方のために、「借り上げ社宅制度」が有ります。
会社が敷金・礼金等の初期費用を全額負担し、入社から5年間家賃の一部を補助させて
頂く制度です。事業所配属予定の方は、集合研修期間中の大阪滞在時の家賃を一部補
助します。

Q：高専生の積極採用とは？

設計・製図の業務には、製造や組立てと言った「下流工程」の理解が重要です。また、
設計した機械を実際に使用する「ユーザーの視点」を持つことも大切です。
高専での実習や実験を通じた学びが、「下流工程」や「ユーザーの視点」の理解に繋
がり、より優秀な設計者となって頂けると考えています。

Q：採用活動の流れを教えて下さい。

当社では2月頃から早期会社説明会を開始します。選考は3月からエントリーを受付ま
す。早ければ、4月中旬には内定をお出しできます。例年、6月下旬には採用定員の充
足となります。会社説明会やエントリーを検討の際は、早目のご連絡をお勧めします。

Q：使用したことのないCADがありますが、大丈夫でしょうか？

はい、大丈夫です。CADの操作方法も含めて、きちんと教えていきます。
実務を通じて、便利な機能なども覚えていって下さい。
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Q：大学卒者とのキャリアの違いはありますか？

いいえ、ありません。
実力があれば、任せてもらえる仕事がどんどん増えていきます。
中心的な存在として、活躍している高専OB社員もたくさんいます。



〒540-0031
大阪市中央区北浜東4番33号北浜ネクスビル18F
TEL:06-6945-7078  MAIL:ace-info@ace-tech.co.jp

【主なアクセス】
■大阪メトロ
（谷町線） 天満橋駅：⑭出口を西へ徒歩7分
（堺筋線） 北浜駅 ：㉚出口を東へ徒歩6分
（御堂筋線）淀屋橋駅：➁出口を東へ徒歩12分

■京阪電車
天満橋駅 ⑭出口を西へ徒歩7分
北浜駅 ㉚出口を東へ徒歩6分

■大阪シティバス
（62号系統）天神橋

■選考から内定までの流れ
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① 会社説明会へ参加（来場/WEB）

・(TEL)06-6945-7078（採用担当：西沢）

・(MAIL) ace-info@ace-tech.co.jp
・(HP) https://www.ace-tech.co.jp/

② エントリー （※送付先は下記「説明会」住所まで）

・履歴書(写真)／・成績証明書／・卒業見込証明書／・推薦書(推薦の場合)

※身体状況証明書（内定後） ★自由応募・推薦応募どちらも大歓迎

③ １次選考試験（選考結果は郵送にてお知らせ。1週間程度）

・筆記試験：60分（数学／物理／機械工学専門）
・作図試験：60分（等角図／投影図）
・適性検査：45分（内田クレペリン）
・１次面接：20分（個人面接方式）

■説明会・採用試験会場

④ 2次選考試験（選考結果は郵送にてお知らせ。1週間程度）

・小論文：50分 ※高専生は免除
・役員面接：20分（個人面接方式）

【アクセス】

【会社説明会】
開催スケジュール

（随時更新）

※詳細は会社説明会にて。

【高専生の方は・・・】 ※高専生限定

・選考に伴う交通費を支給いたします。
・会社説明会(会社見学)と１次選考試験の同日開催も可能です。
※要事前連絡（AM：会社見学／PM：１次選考試験）

mailto:ace-info@ace-tech.co.jp?subject=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%97%A5%E6%99%82%EF%BC%9A%E3%81%8A%E5%90%8D%E5%89%8D%EF%BC%9A%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%90%8D%EF%BC%9A%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%EF%BC%9A
https://www.ace-tech.co.jp/recruit/ng_infomation.html
https://www.ace-tech.co.jp/company/access.html
https://www.ace-tech.co.jp/company/access.html
https://www.ace-tech.co.jp/cgi-bin/ng_infomation.cgi
https://www.ace-tech.co.jp/cgi-bin/ng_infomation.cgi
https://drive.google.com/file/d/1KoQfYdMsc_hW-ev3uIPK0SWfUIrlGWbl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KoQfYdMsc_hW-ev3uIPK0SWfUIrlGWbl/view?usp=sharing


代表取締役　　馬渕　智幸 ５　名　（全体）
※同一校からの複数名の応募も可能。

専攻科 ¥200,000

本　科 ¥188,000

１９７６年（昭和51年）　４月 卒業後３年程度

３,２００万円

１８億８０００万円（2020年度実績）

２４０名（2021年4月現在） 約４．０ヶ月分／年３回（７月・１２月・３月）

京都事業所（京都市下京区） あり／年１回（４月）　約 5,000円

姫路事業所（兵庫県姫路市） 応相談（借上げ社宅制度あり）

津山事業所（岡山県津山市） 8：30～17：15　（休憩／12：00～12：45）

06-6945-7078（人事部）

ace-info@ace-tech.co.jp

https://www.ace-tech.co.jp/
https://www.ace-tech.co.jp/
recruit/new_graduate.html

※会社概要、採用情報の詳細はホームページをご確認ください。
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【１次選考】・筆記試験（数学、物理、専門）　　・作図試験（等角図、投影図）　　・１次面接（個人方式）
【２次選考】・役員面接（個人方式）
※選考に関する交通費を支給いたします。　　※１次選考試験は会社説明会との同日開催も可能（要事前連絡）

・履歴書（写真）　　・成績証明書　　・卒業見込証明書
・推薦書（推薦の場合）　　・健康診断証明書（内定後）
【送付先】

〒540-0031 大阪市中央区北浜東４番３３号 北浜ネクスビル１８階　人事部宛

先ずは会社説明会（WEB交流会）へご参加ください。
ホームページ・求人サイト・メール・お電話にて受付中。

お問合せ先 そ の 他

・推薦応募、自由応募いずれも大歓迎
・選考に関する交通費を支給。（高専生のみ）
・１次選考試験と会社説明会の同一日での実施も
可能。（事前申し込みが必要）

会社情報詳細 採用情報詳細

【各種研修制度】内定者研修／新入社員：一般研修／新入社員：集合研修・OJT研修

　　　　　　　　　　　基礎技術研修／社外研修（等級別、役職別、自己啓発）／eラーニング

　　　　　　　　　　　資格取得支援研修（機械設計技術者試験／技能検定-機械・プラント製図-）

【試用期間】２ヶ月間（条件に差異無し）　　【受動喫煙対策】屋内禁煙

加入保険
雇用保険／労災保険／健康保険／

厚生年金保険

休　日・休　暇

・完全週休２日制／・年間休日数：１２０日
（土、日、祝、GW、夏季、年末年始）　※社内カレン
ダーあり／・慶弔休暇
・年次有給休暇：初年度１０日
　（入社時５日付与／半年後５日付与）
・有休取得奨励日
・有給休暇積立保管制度(40日限度)

福利厚生
企業年金基金／退職金制度／育児・介護休業制度
／慶弔見舞金制度／資格取得支援制度／従業員
持株制度

従業員数 賞　　　与

事 業 所

昇　　　給

勤 務 地

勤務時間

設　　　立 既卒・第２新卒

資 本 金
諸 手 当

通勤／資格／役職／家族／時間外
※通勤手当：1ヶ月あたり１５万円迄の実費売 上 高

会 社 概 要 採 用 データ

代 表 者 採用人数

所 在 地
〒540-0031
大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号
　　　　　　　　　　 北浜ネクスビル１８階

基
本
給

募集職種

機械設計エンジニア

2D-CAD・3D-CADを使用した設計・製図業務。
エンドユーザーの仕様書を基に、モノづくりの現場が求める設備機械を提案・設計し、図面を作成します。

対象学科 機械工学系学科／メカトロ系学科／ロボット工学系学科／理工系学科

求　人　票

エース設計産業株式会社
エ ー ス セ ッ ケ イ サ ン ギ ョ ウ カ ブ シ キ ガ イ シ ャ

２０２３年３月卒業生用【高専】

事業内容

機械設計業　（産業別分類業種：7431）

　日本の主要産業である自動車関連・エネルギー関連・半導体関連をはじめとする様々な分野のモノづくりの現場で必要とされる、
各種産業機械・生産ライン・プラント設備・生産設備や機械・装置などの、機械設計業務（構想設計～詳細設計）と、電気設計業務
（動作、制御、プログラム）を専門に請け負っています。
　モノづくりの現場が求める生産構想を、最適な形で具現化するための機械設計から電気設計までの幅広い設計サービスを提供し
ています。

機 械 設 計

【求人サイト】

【高専プラス】【月刊高専】

【説明会受付】

【高専生積極採用】



2022.09【高等専門学校用】

エース設計産業株式会社
〒540-0031
大阪市中央区北浜東4番33号

北浜ネクスビル18F
TEL  06-6945-7078
FAX  06-6945-7077
E-mail  ace-info@ace-tech.co.jp
URL  http://www.ace-tech.co.jp

エース設計産業(株)は、下記サイトにも掲載しています。

WEB交流（会社見学）
資料請求
お問合せ

https://gekkan-kosen.com/3502/
https://gekkan-kosen.com/3502/
https://kosen-plus.com/company/8440c9f2-340e-4578-8a13-a005bb420396/top/
https://kosen-plus.com/company/8440c9f2-340e-4578-8a13-a005bb420396/top/
https://qr.quel.jp/om.php?ds=qoq1m
https://qr.quel.jp/om.php?ds=qoq1m
https://job.rikunabi.com/2024/company/r841962004/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r841962004/

