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株式会社 三共電機
SANKYO株式会社 三共電機

〒955-0021　新潟県三条市下保内２８１-８
TEL. 0256-38-6642    FAX. 0256-38-9273

https://sankyo-denki.co/

SANKYO

第一種・第二種電気工事士
一級・二級電気工事施工管理技士
電気主任技術者

職長・安全衛生責任者
電気通信設備工事担任者
電気工事作業指揮者

消防設備士
玉掛け
小型移動式クレーン

フォークリフト
高所作業車
足場組立て作業主任者

大型免許
中型免許

リクルートインフォメーション

会社概要・アクセス

株式会社 三共電機

高橋　裕介

〒955-0021新潟県三条市下保内２８１-８

1975年11月1日

10,000,000円

社 名

代表取締役

住 所

創 業

資 本 金

主要取引先 セコム株式会社
株式会社ヒノキヤグループ
東北電力株式会社

アクセスマップ（仮）

第二種電気工事士
まずは入社1年目に

の資格を取得

第一種電気工事士
そして5年後には

の資格を取得！！

※第一種電気工事士
第二種の範囲と最大電力500キロワット未
満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
※第二種電気工事士
一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受
電する設備の工事に従事できます。

スキルアップ
人材育成

・・・当社保有資格・・・

※

※

skill u
p！



電気が点いた時の達成感、
地域に貢献できる喜び。
三共電機３つのポイント

1 2 3

電気に関わる工事・管理ができる
電気工事士は、今後も電気に勝る
エネルギーが世に生み出されない
限り、社会から必要とされ続ける
仕事です。

当社には資格取得のサポートがで
きるトレーナーがいます。この業界
では社内にいる有資格者の人数が、
参加できる公共事業の等級に影響
しますので、定期的な講習会への参
加など社員の資格取得を積極的に
応援しています。

当社では、創業以来、労災ゼロの記
録があります。これは日々の適切な
安全対策の賜物と考えておりま
す。 これからも労災のない安全な
職場を目指していきます。

この仕事を選んでほしい、おすすめできる自信と理由。

電気工事は将来も
なくならない仕事！

電気工事士などの
資格取得を応援！

創業以来労災ゼロ
の安全な職場！

先輩社員からのメッセージ
Message to you

三共電機は、地域を輝かせる会社です。

社長を中心にした集合写真

一般住宅・店舗
事務所などの
電気設備
メンテナンス

監視カメラ設置
防犯システム

セキュリティー工事

工場の電気工事
架設電気工事

など

任せてもらって生まれる責任感。
仕事の喜びとやりがい。

　私たちの仕事は、主に□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□です。日々の業務を通し
て□□□□□□□□の資格取得を目指しています。
　私は入社□年目で今でも日々勉強の毎日ですが、入社当時は電
気に関する知識がなかった私を、上司や先輩方がフォローしてくれ
たおかげで□□□□□□□□□□□□□□□□という成果をあ
げることもできました。日々の業務内容は□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。
　三共電機は自分のレベル以上の仕事を与えてくれます。その分、
やりがい、達成感を感じることができ、さらに自分自身を大きくレ
ベルアップさせてくれる会社だと私は実感しています。

●●部　●●課　2015年入社

富士  太郎

任せてもらって生まれる責任感。
仕事の喜びとやりがい。

　皆さん初めまして。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□で日々働いています。入社して感じた現
場の雰囲気をお伝えします。
　何と言っても現場の人たちはとてもフレンドリーで面倒見のよ
い方々ばかりです。工場見学に来られた時には、きっと無愛想に思
われるかもしれません（私も実際そうでした）。しかし、人見知りな
方が多いだけで実際に一緒に働くと仕事は大変ですが、笑いの絶
えない楽しい職場です。□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□。
　アットホームな雰囲気の中で仕事ができるということ、そして□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を学
生の皆さんにも感じていただけたら幸いです。

●●部　●●課　2015年入社

富士  太郎

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□。
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株式会社 三共電機
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TEL. 0256-38-6642    FAX. 0256-38-9273
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SANKYO

第一種・第二種電気工事士
一級・二級　電気工事施工管理技士
電気主任技術者
職長・安全衛生責任者
電気通信設備工事担任者
電気工事作業指揮者

消防設備士

玉掛け

小型移動式クレーン

足場の組立て等作業主任者

フォークリフト

高所作業車

大型免許

中型免許

スキルアップ・人材育成

当社保有資格

会社概要・アクセス

働きながら、3年を目処に電気工事のプロフェッショナルを目指す
人材育成をおこないます。

株式会社 三共電機

高橋　裕介

〒955-0021新潟県三条市下保内２８１-８

1975年11月1日

10,000,000円

社 名

代表取締役

住 所

創 業

資 本 金

主要取引先 セコム株式会社
株式会社ヒノキヤグループ
東北電力株式会社

アクセスマップ（仮）

1年目 2年目 3年目

・○○○講習会
・○○資格取得

・○○○講習会
・○○資格取得
・○○資格取得

・○○○講習会
・○○資格取得
・○○資格取得
・○○資格取得

○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
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地域に貢献できる喜び。
三共電機３つのポイント
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電気に関わる工事・管理ができる
電気工事士は、今後も電気に勝る
エネルギーが世に生み出されない
限り、社会から必要とされ続ける
仕事です。

当社には資格取得のサポートがで
きるトレーナーがいます。この業界
では社内にいる有資格者の人数が、
参加できる公共事業の等級に影響
しますので、定期的な講習会への参
加など社員の資格取得を積極的に
応援しています。

当社では、創業以来、労災ゼロの記
録があります。これは日々の適切な
安全対策の賜物と考えておりま
す。 これからも労災のない安全な
職場を目指していきます。

この仕事を選んでほしい、おすすめできる自信と理由。

電気工事は将来も
なくならない仕事！

電気工事士などの
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創業以来労災ゼロ
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先輩社員からのメッセージ
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防犯システム

セキュリティー工事

工場の電気工事
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任せてもらって生まれる責任感。
仕事の喜びとやりがい。

　私たちの仕事は、主に□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□です。日々の業務を通し
て□□□□□□□□の資格取得を目指しています。
　私は入社□年目で今でも日々勉強の毎日ですが、入社当時は電
気に関する知識がなかった私を、上司や先輩方がフォローしてくれ
たおかげで□□□□□□□□□□□□□□□□という成果をあ
げることもできました。日々の業務内容は□□□□□□□□□□
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　三共電機は自分のレベル以上の仕事を与えてくれます。その分、
やりがい、達成感を感じることができ、さらに自分自身を大きくレ
ベルアップさせてくれる会社だと私は実感しています。

●●部　●●課　2015年入社

富士  太郎

任せてもらって生まれる責任感。
仕事の喜びとやりがい。

　皆さん初めまして。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□で日々働いています。入社して感じた現
場の雰囲気をお伝えします。
　何と言っても現場の人たちはとてもフレンドリーで面倒見のよ
い方々ばかりです。工場見学に来られた時には、きっと無愛想に思
われるかもしれません（私も実際そうでした）。しかし、人見知りな
方が多いだけで実際に一緒に働くと仕事は大変ですが、笑いの絶
えない楽しい職場です。□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□。
　アットホームな雰囲気の中で仕事ができるということ、そして□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を学
生の皆さんにも感じていただけたら幸いです。

●●部　●●課　2015年入社

富士  太郎

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□。


