な ん か ん ま ち

緑にいきづく関所の里

南 関 町

南 関 町 は 、熊 本 県 の北西 に あ る
山々に囲まれた緑豊かな自然あふれ
る福岡県との県境の町です。
昔は関所、今は九州自動車道の南
関インターを有し、北の玄関口とし
て発展している町です。

●人口／10,001 人
●世帯／4,160 世帯
●面積／68.96k ㎡
（平成 29 年 10 月末）

南関町は、ものづくり（製造業）の企業が多く
立地しています。
このたび、「南関町の企業のことを多くの人に知
ってもらいたい」「若者に地元に就職してほしい」
という思いで『南関町ものづくり企業ガイドブッ
ク』の作成を計画しました。
高校や大学で就職活動をしている方、南関町に
戻りたい・移住してみたいと思っている方、たく
さんの方にさまざまなタイミングで活用いただ
き、就職のきっかけのひとつとなれば幸いです。

掲載企業
 住吉生コンクリート㈲
 ㈱いわもと 九州工場
 塩山食品㈱
 ㈱エヌ.エフ.ティ
熊本工場
 ㈱茂木製作所 九州工場
 Ｆ－ＷＡＶＥ㈱
熊本工場
 ㈱エム・ディ・エンジニア
リング

発 行
南関町役場まちづくり課
熊本県玉名郡南関町大字関町 1316
電話 0968-57-8501／FAX 0968-53-2351
ホームページ

http://www.town.nankan.lg.jp/

 ネクサス㈱
 エイティー九州㈱
 吉野電子工業㈱
 なんかんプレス㈲
 熊本工機㈱
 ㈱ヤマチク

ブライト企業
熊本県では、“働く人がいきいきと輝
き、安心して働き続けられる企業”を『ブ
ライト企業』として認定しています。

すみよしなま

住吉生コンクリート有限会社
社会の安心・安全
に役立つコンク
リート構造物は
私たちの誇りで
す！

主に生コンクリートの製品を建設現場に納入していま
す。社会資本整備等に主要な建設資材として活用されてい
ます。安心・安全な環境整備に役立つ製品作りに日々努力
しています。

企業概要
[所在地]
〒861-0801
南関町大字関外目 1595 番地
[代表者]
代表取締役 橋口信一
[創業（設立）]
平成 13 年 4 月
[資本金] 700 万円
[従業員数] 15 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-0141
[ファックス]
0968-53-1166
[主要製品]
生コンクリート
最近の採用状況
（正社員）
28 年度 2 人
27 年度 1 人
26 年度 1 人

問い合わせ先

肥後商事株式会社

℡0965-43-9578

株式会社いわもと 九州工場
受け継がれた変わら
ぬ味、香り豊かな日
本のタケノコをその
ままパック。常に本
物の味を追求してい
く。それが「いわも
と」のこだわりです。

企業概要

明治の頃から青果としてタ
ケノコを扱い、現在も地元（玉

[所在地]
〒861-0802
南関町大字関東 838 番地 4
[代表者]
代表取締役 岩本正平
[創業（設立）]
明治 40 年
[資本金] 1,575 万円
[従業員数] 47 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-2131
[ファックス]
0968-53-2132
[主要製品]
タケノコ缶詰、パック品

名郡）のタケノコを集荷し、
缶詰やパック品を製造して、
南関町から日本中においしい
タ ケ ノ コ を お 届 けし てい ま
す。

問い合わせ先

℡0968-53-2131

ホームページ http://www.f-iwamoto.co.jp/

し お や ま しょくひん

塩山食品株式会社
工場では、1 日に
16,000 枚 製 造 し て
いますが、揚げ工程は
すべて手作業！
1 枚 1 枚まごころ込め
て揚げています。

南関町の特産品である「南関あげ」の製造・卸、「特産
品センター

なんかんいきいき村」の運営を行っていま

す。昔から引き継がれてきた製法で独特な食感と味わいの
ある南関あげをご提供しています。いきいき村では、南関
あげ、あげ巻き寿司をはじめ、青果・鮮魚・惣菜・おみや
げ品を販売しています。バイキングレストラン、南関うど
んも好評です。

企業概要
[所在地]
〒861-0811
南関町大字小原 32 番地 2
[代表者]
代表取締役 塩山治男
[創業（設立）]
平成 2 年 12 月
[資本金] 1,000 万円
[従業員数] 140 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-0154
[ファックス]
0968-53-2752
[主要製品]
南関あげ
最近の採用状況
（正社員）
28 年度 10 人
27 年度 11 人
26 年度
9人

問い合わせ先

℡0968-53-0154

ホームページ http://www.shioyamasyokuhin.co.jp/

株式会社エヌ.エフ.ティ 熊本工場
弊社の製品は、日本全
国、世界各国へ出荷さ
れ、きめ細やかな対応
で、お客様から高い信
頼を得ています。超精
密加工の技術を活か
し、今後、益々市場を
拡げると共に、新分野
（航空宇宙、医療分野
等）へも進出。

最新鋭の機械群と技術力を保有する南関の工場を主力
に、国内 2 工場、海外 2 工場（タイ王国アユタヤ県、中国
江蘇省蘇洲市）があります。国内有名各社と取引があり、
また海外では東アジア、東南アジアを中心に販路を拡げて
います。ISO9001（品質）及び ISO14001（環境）の国際規
格を取得しており、加工精度の安定、技術向上、地域社会
との共存共栄を常に追求しています。

企業概要
[所在地]
〒861-0814
南関町大字肥猪 764 番地 1
[代表者]
代表取締役 濱田博
[創業（設立）]
平成 3 年 7 日
[資本金] 4,000 万円
[従業員数] 25 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-0121
[ファックス]
0968-53-3212
[主要製品]
半導体封止用・エンジニアリン
グプラスチック金型関連

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 2 人
27 年度 3 人
26 年度 2 人

問い合わせ先

本社管理部

ホームページ http://www.nft-g.co.jp/

℡092-921-1525

も

ぎ せいさくしょ

株式会社茂木製作所 九州工場
お陰様で南関町で操
業を開始し 6 年にな
ります。
第二工場建設も検討
中であり、業容拡大を
目指しています。

当社は、あくまでも「顧客第一主義」を基本にお客様と
共に成長していきたいと考えています。顧客の信頼に誠意
を持って行動し、技術力・管理力を高め、信頼性の高い製
品を作り込み、信頼される企業となるべく、人と技術の経
営資源をコアとし企業価値の最大化を目指します。

企業概要
[所在地]
〒861-0814
南関町大字肥猪 4002 番地 1
（南関東部工業団地内）
[代表者]
代表取締役 茂木和男
九州工場長 山野学
[創業（設立）]
昭和 47 年 6 月
[資本金] 9,000 万円
[従業員数] 九州工場 76 名
（会社全体 400 名）
（H29.4.1 現在）

[電話番号]
0968-57-8485
[ファックス]
0968-57-8486
[主要製品]
精密板金、精密機械部品

問い合わせ先

℡0968-57-8485

ホームページ http://www.mogiss.com/index.html

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 5 人
27 年度 5 人
26 年度 13 人

エフ

ウ

エ

イ

ブ

Ｆ－ＷＡＶＥ株式会社 熊本工場
日本全国から集まっ
た技術集団で、ニュ
ージーランドやアメ
リカの技術者と切磋
琢磨しています。ま
た家族同伴ＢＢＱイ
ベントの企画も手を
抜きません。

当社の太陽電池セルは、軽量でフレキシブル、優れたカ
スタマイズ性、年間発電量が多いという特徴があり、様々
な場所へ設置可能で、携帯して使用するなど多様な用途が
考えられる製品です。
また軽量・強靭で耐久性が高く、施工も容易な次世代屋
根材や、太陽熱を利用した複合システムを開発しており、
太陽電池とあわせて太陽のエネルギーを有効に取り込む
システムを提供することを目指しています。

▶町イベント「いす
1-GP」に参加

企業概要
[所在地]
〒861-0814
南関町大字肥猪 4003 番地 1
（南関東部工業団地内）
[代表者]
代表取締役 眞野重治
社長・CEO
大谷茂弘
熊本工場長 戸田正明
[創業（設立）]
平成 26 年 1 月
[資本金] 1 億円
[従業員数] 27 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-66-5011
[ファックス]
0968-66-5022
[主要製品]
建築資材、太陽光電池セル

エコハウス/ゼロエミッショ
ンハウス向け太陽光・熱複合
システム
▲家族同伴ＢＢＱイベント「ファミリーデー」

問い合わせ先

℡0968-66-5011

ホームページ https://www.fwave.co.jp/

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 6 人
27 年度 6 人
26 年度 2 人

株式会社エム・ディ・エンジニアリング
金型は“ものづくり”の基礎
となる道具です。太古の昔か
ら使われており、同じものを
大量に作るためには、絶対必
要な道具です。弊社では、高
い技術力と経験を基に、最新
の工作機械を使って、高精度、
高品質、高剛性の順送型を得
意としています。

コンピュータ設計（CAD）とコンピュータ解析（CAE）
、
最新の工作機械を使って、自動車向けのプレス用金型を設
計・製作する会社です。社員 30 名と大きい会社ではない
のですが、この業界では九州で 2 番目の規模。自動車メー
カーの工場が世界に点在しているので、弊社で作った金型
は全世界に送られ使用されています。中国にも設計・製作
会社があり、小さいながらもグローバル企業として成長し
てきました。

問い合わせ先

℡0968-53-0882

ホームページ http://mdengineering.jp

企業概要
[所在地]
〒861-0815
南関町大字豊永 6443 番地
[代表者]
代表取締役 松原智浩
[創業（設立）]
平成 2 年 9 月
[資本金] 1,000 万円
[従業員数] 29 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-0882
[ファックス]
0968-57-9554
[主要製品]
プレス金型

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 3 人
27 年度 3 人
26 年度 2 人

ネクサス株式会社

①プラスチック射出成形部品の設計・製作（射出成形、塗
装、レーザーエッチング、シルク・パット印刷）
②マグネシウム合金射出成形部品の設計・製作（射出成形、
機械加工）
③プラスチック及びマグネシウム合金射出成形用金型の
設計・製作
④自動化・省力化機器の設計・製作（ロボットシステム、
マテハンシステム、現象所向け生産設備等）

プラスチック部品を主に金型から
2 次加工までを一貫して生産して
います。また、マグネシウムなど
の新たな技術や素材へ常に挑戦し
続けている会社です。
平成 29 年にブライト企業に認定
されました。

問い合わせ先

℡0968-53-8181

ホームページ http://www.nexus-grp.co.jp

企業概要
[所在地]
〒861-0821
南関町大字下坂下 1683 番地 4
[代表者]
代表取締役 平澤純一
[創業（設立）]
昭和 39 年 7 月
[資本金] 9,170 万円
[従業員数] 190 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-8181
[ファックス]
0968-53-8677
[主要製品]
プラスチック射出成形品

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 22 人
27 年度 17 人
26 年度 24 人
※中途採用含む

きゅうしゅう

エイティー九 州 株式会社
地域の皆様との共生
を目指し、南関町の季
節ごとの地域のイベ
ントにも積極的に参
加しています！

当社は、愛知県のアイシン高丘株式会社を本社とする自動
車部品製造会社です。
主要自動車メーカーの多くの車種に搭載されている駆動
系部品や制動系部品、車体系部品
など多岐にわたる製品をつくっています。
操業 10 年のフレッシュな企業として、何事にも常にエネ
ルギッシュに挑戦する姿勢を忘れる事なく、地域に根付
き、地域の皆さまと共に大きく成長していきたいと考えて
います。

問い合わせ先

経営管理部

ホームページ http://www.at-k.co.jp/

企業概要
[所在地]
〒861-0821
南関町大字下坂下 1860 番地 1
[代表者]
取締役社長 北島哲也
[創業（設立）]
平成 20 年 1 月
[資本金] 4 億 9,000 万円
[従業員数] 251 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-8222
[ファックス]
0968-53-8212
[主要製品]
ディスクローター、ナックル・
キャリア、オイルポンプ、クラン
クキャップ、ドアビーム

℡0968-53-8222

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 0 人
27 年度 1 人
26 年度 4 人

よ し の で ん し こうぎょう

吉野電子工業株式会社
社員の技術力と協
力で様々な注文に
も柔軟に対応でき
ます。

当社は「地域に密着した公園内企業」とし、地域社会へ
の貢献を果たしています。業種は電子部品から産業用高精
度製造装置までの一貫生産にも対応し、高品質と短納期で
お客様に貢献しています。

企業概要
[所在地]
〒861-0822
南関町大字上坂下 51 番地
[代表者]
代表取締役 古賀博文
[創業（設立）]
昭和 48 年 4 月
[資本金] 1,500 万円
[従業員数] 75 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-8144
[ファックス]
0968-53-8145
[主要製品]
半導体用製造装置

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 5 人
27 年度 4 人
26 年度 2 人

問い合わせ先

総務課

℡0968-53-8144

ホームページ http://www.yoshinodenshi.jp/

なんかんプレス有限会社
金型製作からプレス加
工、溶接、組立までの一
貫生産が可能ですので、
当然高品質で様々な注
文にも対応できます。

金型の設計、製作からプレス加工と溶接、組立まで一貫
生産にて対応できるため、低コスト短納期にも対応してい
ます。

企業概要
[所在地]
〒861-0822
南関町大字上坂下 51 番地
[代表者]
代表取締役 古賀義文
[創業（設立）]
平成 9 年 10 月
[資本金] 1,200 万円
[従業員数] 21 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-9402
[ファックス]
0968-53-8145
[主要製品]
自動車用プレス部品

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 2 人
27 年度 0 人
26 年度 1 人

問い合わせ先

℡0968-53-9402

ホームページ http://www.yoshinodenshi.jp/

くまもと こ う き

熊本工機株式会社
情報セキュリティの強
化と法令や県条例の遵
守に努めています。平
成 29 年 10 月より自
動車用メーター生産開
始、更なる品質向上に
邁進中です。

主に自動車部品の製造と組立を行っています。新しい発
想とたゆまぬ努力で企業効率の向上を図り、「より良い製
品を」
「より安く」
「より早く」を確保することでお客様に
満足される製品を生産しています。また、法を守り、環境
保全と従業員の安全を最優先とした企業活動を行ってい
ます。

企業概要
[所在地]
〒861-0823
南関町大字四ツ原 1280 番地
[代表者]
代表取締役 石間靖彦
[創業（設立）]
平成 4 年
[資本金] 1,000 万円
[従業員数] 174 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-9101
[ファックス]
0968-53-9105
[主要製品]
コネクター、ジャンクションブ
ロック
最近の採用状況
（正社員）
28 年度 4 人
27 年度 4 人
26 年度 3 人

問い合わせ先

℡0968-53-9101

株式会社ヤマチク

株式会社ヤマチクは、日本一の竹箸メーカーです。昭和 38 年の創業から 50 年以上、日々竹と
向き合い、一本一本手仕上げでお箸を作ってきました。現在 24 名の社員が竹箸づくりに従事し、
軽くて丈夫、滑らない純国産の竹箸を日本のみならず世界中の食卓へとお届けしています。

企業概要
弊社の竹箸は「無印良品」
等の大手量販店や大手百貨
店でもその品質や使いやす
さをご評価いただいてお
り、今や世界中の店舗で販
売されています。

[所在地]
〒861-0836
南関町大字久重 330 番地
[代表者]
代表取締役 山崎清澄
[創業（設立）]
昭和 38 年 1 月
[資本金] 1,000 万円
[従業員数] 24 名（H29.4.1 現在）
[電話番号]
0968-53-3004
[ファックス]
0968-53-0840
[主要製品]
竹箸

最近の採用状況
（正社員）
28 年度 1 人
27 年度 2 人
26 年度 1 人

問い合わせ先

℡0968-53-3004

ホームページ http://www.hashi.co.jp/

