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太陽電化工業株式会社について

• 主にめっきを用いた金属表面処理業に携わっている会社。あらゆる素材の上
にめっき処理を施すことで、防食性や機能性、高級感や質感といった付加価
値を高めている。

• 会社の利益追求だけではなく、ＣＳＲ(企業の社会的責任)や、環境面への配
慮、より良い職場環境作りといったことにも積極的に取り組んでいる。

• 理系の知識を必要とする業種だが、太陽電化工業では多くの文系出身者の社
員が活躍している。

• 社長の人柄がとても明るく朗らかで、非常に多くの社員から慕われている。



課題の目的
就職活動をしている新卒の学生に向けたリクルートＰＲツール

太陽電化工業という会社を知り、興味を持ってもらうためのパンフレットを制作

取材工程

第一回 10/08 13:30～15:00 顔合わせ・会社見学
第二回 10/15 13:30～16:00 取材・撮影
第三回 10/21 13:30～15:00 取材
第四回 12/10 09:30～11:30 企画発表
第五回 12/17 13:30～15:00 取材
第六回 12/25 09:30～12:30 撮影
第七回 01/06 09:30～14:30 撮影
第八回 01/22 10:00～11:00 制作物チェック



コンセプト
太陽電化工業で働く、太陽のように輝いている社員様に焦点を当てました。

このパンフレットを通じてインターンシップ等に参加し、「この太陽電化工業で

働きたい！」という想いのある学生を募ります。

制作にあたっての工夫・手法
• 思わず目を惹かれて、手にとって貰えるよう、表紙はまるで宗教画のような
インパクトのあるデザインにしました。

• 実際に現場で働いている社員様に取材をし、一人ひとりの着飾らないありのまま
のお話を多く取り上げました。

• 社長や社員様の写真を多く使うことで、取材内容と合わせて「こういう人が働い
ているんだ」というイメージを学生に持ってもらえるようにしました。



パンフレット 表紙・裏表紙



パンフレット 1Ｐ・2Ｐ



パンフレット 3Ｐ・4Ｐ



パンフレット 5Ｐ・6Ｐ



パンフレット 7Ｐ・8Ｐ



パンフレット 9Ｐ・10Ｐ



感想

私は今回、卒業研究という形ではありますが、太陽電化工業株式会社様という会社の
パンフレット制作に携わりました。

そうすることで私は、実際に社会人として働くということの難しさや大変さを一足先
に知りました。これまでの課題とは違い、制作したパンフレットは実際に世間で使わ
れます。その重みを感じて、普段以上に気を引き締めて制作に臨みました。しかしそ
の分、パンフレットが完成したときの達成感もまた大きく、働く上での喜びも知るこ
とができました。

また、この課題では会社との連絡や取材は全て私たちが行います。社会人の方を相手
にしている以上、身だしなみや態度、言葉遣いなどの面でも気をつけなければなりま
せん。そういった意味でも、この課題は非常に良い経験となりました。

こうして得た経験を、この先社会人になっても忘れず、活かしていきたいです。



確かな技術で

奉仕します。



2017 年度就活生の皆さんへ

これは、就活生の目線による就活生のための

太陽電化工業株式会社取材記録である———。

2016 年度



就活で悩み続けた

21 歳学生



代表取締役　伊藤 豪 (71)

確かな技術で奉仕する。

趣　　　　　味：邦楽

太陽電化の魅力：将来が有望な企業であるところ（社長談）

夢　や　目　標：これまで社会から受けた恩恵を、社会に還元する事

自分の  「輝き」  ：後ろを向くよりも前進あるのみ！という信念

モ　ッ　ト　—：有言実行

プロフィール
趣　　　　　味：邦楽趣趣 味：邦邦楽

プロフィィールルルル



社長挨拶
※読み飛ばしても可

※頑張って考えたので

是非読んでいって下さい！

　めっきは、あらゆる素材の上に金属薄膜を形成し、

付加価値 ( 装飾性・防食性・機能性 ) を高めることを目的に

しています。そしてめっきは今や、全ての産業に必要不可欠な

サポートインダストリー・基盤産業であります。

めっきが無ければ、携帯電話、コンピューター、ビデオ、

テレビ・・・も動きません。宇宙ロケットも飛びません。

弊社では、自動車部品の装飾・機能めっきをすることにより

社会に貢献しています。

　また、最近、多方面から伝わってくる企業の無責任な行動。

その増加に伴って、企業の社会的責任の実現を求める動きが

強まっています。企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が

社会へ与える影響に責任をもち、あらゆる利害関係者と調和を

必要になっています。これは大企業だけでなく、弊社のような

中小企業においても大変重要なことと考え、今後ともＣＳＲ活動

( 企業の社会的責任 ) を積極的に推進していきます。

　目標・目的が明確であればあるほど、途中で挫折しても

また目標に向かって立ち直ることが出来ると私は考えております。

具体的ではなく、具体点にて目標を定めて下さい。

「3日、3ヶ月、3年」とよく言いますが、人は必ずといっていいほど

ある瞬間現状が嫌になったり、変化を求めたりします。

なかなか自分の思うようにいかなくても、少しの我慢は必要です。

3年間、一生懸命努めれば先が見えてきますよ。

学生へのメッセージ

※読※

※頑

是是非
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常務　伊藤 卓 (37)

太陽のように輝き続けたい。

趣　　　　　味：PC・お酒・ドライブ・旅行・家族との団欒

太陽電化の魅力：社長がいつもニコニコしていて優しい（怒ると怖い）

夢　や　目　標：太陽電化を 100 年続く企業にすること

　　　　　　　　個人的には世界一周旅行・船舶免許・スカイダイビング

自分の  「輝き」  ：できない言い訳ではなく、できる方法を考えるところ

モ　ッ　ト　ー：時は金なり 急がば回れ

プロフィール

趣　趣 　　　　味：味：PPC・おおお酒酒・

プロフィール



常務挨拶

　就職先を選ぶにあたって、理系・文系の敷居は関係ないと思います。

実際に学校で学んだ数年間よりも、社会に出てから学ぶ時間の方が

かなり長いです。現にこの太陽電化工業では、多くの文系出身の

社員が現場で活躍しています。ですので文系・理系にこだわる

ことなく、色々な会社を調べ、実際に見て、考え抜いて決めるのが

良いと思います。その上で太陽電化工業の門を叩いていただければ、

とても嬉しいです。

　また、社会人になると遊びに行くことがあまりできなくなります。

なので今のうちにいっぱい遊んで、良い経験や思い出をたくさん

積んでおきましょう！

学生へのメッセージ

　私たち太陽電化工業の社員は、『太陽のように輝く人』

（社員と shine をかけています笑）を目指し、日々邁進しています。

これには、主体性を持ち、仕事においてもプライベートにおいても

何でも良いので自分のやりたいことや目標を持って欲しいという

想いが込められています。しかしながら、今の太陽電化工業には、

そういった意識を持った社員は少ないというのが現状です。

私たちが求める人財は、そんな太陽電化工業に一石を投じて

くれるような、エネルギッシュな方です。

　分からないことは自分から積極的に尋ねていく主体性と貪欲さ。

目標を明確に決めて実行できる行動力。色々なことに取り組み人生を

楽しめる好奇心。『自分のここが輝いている！』というモノがある方。

いずれか一つでも当てはまる方にとって、太陽電化工業という会社は

とても居心地が良いと思います。また、私たちも是非そういう方に

入社してもらいたいと考えています。
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　いっぱい遊んで、いっぱいアルバイトをして、

いろいろな人と接し、話し、経験し、感性を養い

視野を広めること。

それは後の大事な宝物となります。

　また、何事にも失敗や間違いはつきものです。

なのでそれを恐れてはいけません。むしろ間違いや

失敗は立派な経験となって、後々必ず役に立ってくる

ものです。

　一番駄目なのは、失敗を恐れて何もやらないこと。

間違っていてもいい、「誰かがやってくれる」と思う

のではなく、「俺がやってやる！」という風に考えら

れる人と、一緒に働きたいと私は思います。
趣　　　　　味：魚釣り・テレビゲーム（主に PS 系）

勤　続　年　数：15 年

太陽電化の魅力：業界のエキスパートであり、若者も

　　　　　　　　すぐに馴染める風通しの良さ

夢　や　目　標：全国の道の駅完全制覇

働　く　理　由：社長への恩義、忠義

自分の  『輝き』  ：行動力と、仕事の段取りの上手さ

学生へのメッセージ

松原 泰史（58）
More Better Mind

学生生へのメッセージ

プロフィール

趣　　　　　味：魚味：魚味：魚釣り・釣り・釣り テテテテレビ

勤　続　年　数：15 年

趣 味：魚味：魚釣り釣り釣り

プロフィール

プロフィールプロフィール
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島田 豊彰（37）
太陽の中核

　社会人になって会社に入ったら、学生の時と違って

いろいろ苦労すると思います。僕もそうでしたし、

みんなそうです。なのであまり深く考えないで、

今自分にできることを精一杯やって下さい。

そうすれば自分の進むべき道や、たどり着きたい

目標が見つかると思います。それが見つけられる

ように頑張って下さい！

　皆さんの進む道や目標と、僕たちの進む道や目標が

交わったその時は、どうぞよろしくお願いします。

共に太陽電化工業の進む道を開拓していきましょう！ 趣　　　　　味：車でドライブ・温泉に入ること

勤　続　年　数：10 年

太陽電化の魅力：会社の取締役の人が現場に出て

　　　　　　　　一緒に働いてくれること、

　　　　　　　　変則な就業時間がないところ

夢　や　目　標：仕事の段取りと勘を磨くこと

働　く　理　由：鉄の塊に付加価値をつける楽しさ

自分の  『輝き』  ：予定通りに仕事を終わらせられるところ

学生へのメッセージ学生へのメッセージ



　こんなことがありました。

一年前に、私の孫が大学に合格しました。

しかし孫は、合格した大学にどこか不満を持っていた

ようで、「俺は高校ではラグビーばかりで入試勉強を

全然してなかった。俺の本当に行きたい大学に入る

ために一年間勉強（浪人）させてくれ」と言ってきま

した。当然、私は最初は反対しましたが、孫の強い

意思に折れて、陰ながら見守ることにしました。

そうして一年後、孫はあの名古屋大学に入学し、

今では心からラグビーを楽しんでいます。

　皆さんも、誰から強制されたのではない自分の

意思で目標に向かって行動して下さい。

本当に強い意思があるのならば、周りの人も

応援してくれますし、願いはきっと叶います。

趣　　　　　味：カメラ撮影・家庭菜園

勤　続　年　数：53 年

太陽電化の魅力：経営陣の確かな先見の明

夢　や　目　標：家庭菜園で、子供や孫、近所の

　　　　　　　　皆さんに喜ばれる野菜を作りたい

働　く　理　由：会社の居心地の良さ

自分の  『輝き』  ：なんだろうな？この齢になっても

　　　　　　　　探し続けています

川口 進（72）
Great Factory Head

プロフィール

趣　 　　　味：カ ラ撮ラ撮ラメラ撮影

勤 続 年 数：53 年

趣趣趣 味：カ味味：カ味：カ味：カメラメラメラ

プロフィール

学生へのメッセージ

こんんなことがありました

学生生へのメッセージ

　学生の時は、たくさん時間があるので、

クラブ活動や学校の行事、友人と遊ぶなど色々な

経験をして下さい。私はアルバイトばかりを

していたので、こういった経験はあまりしてきません

でした。今になって、もっと色々な経験をしておけば

良かったと後悔しています（笑）。

　お金は社会人になってからでも稼げますが、

時間はとても限られています。なので学生の時は、

アルバイトもいいですが残った時間を他のことにも

有効活用して下さい。そして人と人との繋がりを

大切にして下さい。

皆さんの少しだけ先輩の立場での助言です（笑）。
趣　　　　　味：バレーボール・読書・映画

勤　続　年　数：8 ヶ月

太陽電化の魅力：失敗を恐れず楽しく働けます！

夢　や　目　標：頼りになる人間になる、

　　　　　　　　日々改善を心がけ現時点での完璧の

　　　　　　　　更に上を目指す

働　く　理　由：一緒に働きたい！と思える人がいる

自分の  『輝き』  ：自分の考えで素早く行動するところ

阿部 旭弘（23）
新世代の灯火

プロフィール

趣　　　　　 バ味：バ ボボボボレーボーール

勤 続 年 数：8 ヶ月

趣 味：バ味：ババ味：バ味：バ味： レレ ボレーボレーボレーボ

プロフィール

学生へのメッセージ

学 時 くさ 時間 あ

学生へのメッセージ



今後の太陽電化工業は…

輝いているあなたを待っています！

社員満足度の高い会社を目指す！

創業 100 周年を目指す！

表面処理全般をこなす技術力の

ある会社を目指す！

これら 3つの目標に向けて、この先を歩んでいきます。

この目標を実現するためには、皆さんのような若い世代の力が

必要不可欠です。

太陽電化工業では、インターンシップを盛んに行っています。

このパンフレットと通じて興味をもっていただけたならば、

是非インターンシップに参加してみて下さい！
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会社名

太陽電化工業株式会社

創業

1949 年 3 月

所在地

愛知県名古屋市瑞穂区河岸 1丁目 5-1

会社概要

資本金

5,400 万円

代表者

代表取締役社長　伊藤豪

従業員

48 名

売上高

5.5 億円（2014 年度）

主要取引先

自動車部品メーカー　暖房機メーカー

ミシンメーカー　プリンター部品メーカー等
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太陽電化工業株式会社

http://www.plating.co.jp/
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