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募集要項
新卒採用

家族手当、住宅手当、工事外勤手当、出向手当
※家族手当 ： 5,500円 ～ 20,000円 ＜扶養する家族により決定し支給されます＞

※住宅手当 ： 5,000円 ～ 15,000円
※出向手当 ： 20,000円
※工事外勤手当 ： 14,400円 ～ 16,800円 ＜個人の能力により決定し支給されます＞

※昇給は月額2,000円～4,000円 （2017年度実績）

※年2回（計約4ヶ月分）
（2017年度実績）

休日 ： 週休2日制（土曜日・日曜日）、祝日
休暇 ： 夏季休暇、年末年始休暇、その他特別休暇

（年間休日　126日 - 2017年度実績）
有給休暇 ： 入社後3日、入社6ヶ月後10日、6年6ヶ月後20日

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金、企業年金、財形貯蓄、社員持株、
借上社宅、契約保養施設、社員旅行、各種褒賞（永年勤続、資格取得）など
資格取得研修、管理職研修、他

※2017年度より社内留学、駅前留学の2パターンによる英会話教室を開始しました。

2018年度（6名）、2017年度（3名）、2016年度（2名）、2015年度（3名）
担　当 ： 大河原
電　話 ： 048-833-1141（代）（総務部直通）
メール ： inquiry@nissindensetu.co.jp

または、当社ホームページのお問い合わせより受け付けております。

就業時間
8：30　～　17：00  （実働7時間45分）
（昼休憩 12：00　～　12：45）          ※深夜勤務もあります。

埼玉、東京、神奈川（本社、さいたま事業所、各工事所）

特記事項

　※電気工事や鉄道信号工事などの工事・保守の経験がある方は歓迎いたします。
　※電気工事士などの資格をお持ちの方は歓迎いたします。
　※勤務地は希望・職務内容などを考慮し決定します。
　※業務の都合によっては出張などがある可能性もあります。

休日・休暇

福利厚生

教育・研修

勤務地

採用実績

お問合せ先

各種手当

他に通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、特別手当などがあります。

昇給
年1回（6月）

賞与
年2回（6月、12月）

応募方法 ハローワークを通すか、弊社 総務部へ直接お問い合わせください。

応募資格

①高卒以上
②普通自動車免許（AT限定不可、中型自動車免許あれば尚可）をお持ちの方
③電気通信/交通情報設備に関連する設計・施工・保守・施工管理などの実務経験がある方
　または、35歳位までの未経験の方

年齢・職歴・経験年数・勤務地を考慮して決定いたします。給与

応募期間 2018年4月1日から2019年2月28日まで

選考方法

各種書類（履歴書、職務経歴書など）の提出　※卒業証明書の提出を願う事があります
会社説明
↓
採用試験（個人面接、クレペリン検査、健康診断）
↓
結果通知（ご本人様宛に、書面にて連絡いたします）

選考日 個別に対応します

雇用形態 正社員

募集職種
[技術系] 設計、施工、施工管理 など
[事務系] 総務（総務、人事、経理）、資材、営業、営業事務、現場事務、現場補助 など

募集人数 若干名（都度募集）



アクセス

徒歩約 8分

JR京浜東北線 与野駅
JR京浜東北線・上野東京ライン さいたま新都心駅
JR埼京線 北与野駅

本社

交通
住所

さいたま
事業所

住所
交通

埼玉県さいたま市北区日進町1-76-2
大宮駅西口発 6番・7番のりば　「三進自動車行」「シティハイツ三橋行」 約16分
三進自動車バス停降車後 徒歩約 3分

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-15-13

徒歩約 10分
徒歩約 8分



会社概要

拠点

主要取引銀行

建設業許可

埼玉県知事届出

社員

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-15-13：本社 ℡048-833-1141

139名（男性132名　女性7名）     ※2018年4月現在

みずほ銀行大宮支店
第四銀行大宮支店

埼玉県知事届出　   第15024号
届出年月日 平成15年5月6日

：電 気 工 事 業者届出

とび  ・  土木  工事業

機械器具設置工事業

℡048-660-3521埼玉県さいたま市北区日進町1-76-2：さいたま事業所

学芸大工事所

かしわ台工事所

姫宮工事所

聖蹟桜ヶ丘工事所

入間市工事所

鶴川工事所

大宮工事所

東京都目黒区碑文谷5-11-10

神奈川県海老名市柏ヶ谷641-5

埼玉県南埼玉郡宮代町字宮東874-1

東京都多摩市関戸4-4-10

埼玉県入間市鍵山1-8-6

：

：

：

：

東京都町田市能ヶ谷1-15-30

埼玉県さいたま市北区日進町1-76-2：

：

：

事業内容

電 気  通 信   工事業

電          気   工事業

鉄道信号システムに係る電気・通信工事の工事設計及び施工

埼玉県知事（般-30）第57960号
許可年月日 平成30年5月2日

埼玉県知事（般-30）第57960号
許可年月日 平成30年5月2日

埼玉県知事（特-30）第57960号
許可年月日 平成30年5月2日

埼玉県知事（特-30）第57960号
許可年月日 平成30年5月2日

：

：

：

：

交通信号システムに係る電気・通信工事の工事設計及び施工

情報通信システムに係る電気・通信工事の工事設計及び施工

情報制御システムに係る電気・通信工事の工事設計及び施工

駅務システムに係る電気・通信工事の工事設計及び施工

会社商号

日本信号グループグループ

4,500万円資本金

1961（昭和36）年　09月02日創業

代表取締役　大賀 仁史代表者

〒330-0071
埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目15番13号

本社所在地

日信電設株式会社
（Nisshin Electric Construction Co., Ltd.）



会社概要（保有資格・取引先）

電気工事施工管理技士 (1級、2級) 名
電気工事士 (第一種 、第二種) 名
土木工事施工管理技士 (1級、2級) 名
監理技術者 （ 電 気 ） 名
監理技術者 （ 通 信 ） 名
監理技術者 （ 土 木 ） 名
衛生管理者 名
陸上特殊無線技士 (第一級、第ニ級) 名
玉掛け技能講習 名
小型移動式クレーン運転士 名
建設業経理事務士 名

工事担任者 名
危険物取扱者 （甲種・乙種 他） 名
防火管理者 名
アーク溶接特別教育 名
ガス溶接技能講習 名
高所作業車運転技能者 名
フォークリフト運転者 名

※上記、代表される資格
※その他資格、多数あり

＜官公庁＞ ＜鉄道事業者＞
国土交通省 東日本旅客鉄道 株式会社
警視庁 日本貨物鉄道 株式会社
埼玉県 JR東日本メカトロニクス 株式会社
栃木県 東京地下鉄 株式会社
群馬県 小田急電鉄 株式会社
茨城県 京王電鉄 株式会社
神奈川県 京成電鉄 株式会社
東京都交通局 西武鉄道 株式会社
横浜市交通局 相模鉄道 株式会社

東京急行電鉄 株式会社
東武鉄道 株式会社
伊豆箱根鉄道 株式会社

＜民間企業＞ 江ノ島電鉄 株式会社
株式会社 大林組 大井川鐵道 株式会社
鹿島建設 株式会社 関東鉄道 株式会社
清水建設 株式会社 小湊鐵道 株式会社
大成建設 株式会社 埼玉高速鉄道 株式会社
アイテック阪急阪神 株式会社 首都圏新都市鉄道 株式会社
日本信号 株式会社 上毛電気鉄道 株式会社
日本信号グループ会社 秩父鉄道 株式会社
その他企業 東葉高速鉄道 株式会社

箱根登山鉄道 株式会社
冨士急行 株式会社
北総鉄道 株式会社
野岩鉄道 株式会社
株式会社 ゆりかもめ
わたらせ渓谷鐵道 株式会社
多摩都市モノレール 株式会社
東京モノレール 株式会社

主な取引先
（敬称略）

44
13

保有資格
6
6

27
24
66
46
49

63

3

3
2

27

3

82

90
90



会社概要（業績）
単位：百万円未満切捨て

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益
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エントリーから入社までの流れ

弊社 総務部へ直接お問い合わせください。

[お問い合わせ先] 電　話： 048-833-1141

メール： inquiry@nissindensetu.co.jp

[受付時間] ８：３０　～　１７：００　（土・日・祝を除きます）

[提出書類] 履歴書、職務経歴書、他別途指定したもの など

[送付先] 〒３３０－００７１

埼玉県さいたま市浦和区上木崎 １－１５－１３

総務部　採用担当

提出していただいた書類をもとに、書類審査を実施いたします。

結果はご本人様宛に、書面にて連絡いたします。

※書類受け取り後、14営業日以内に結果をお伝えします。

※書類審査で不合格の場合は、提出していただいた書類を返却いたします。

お伝えした日時・会場にお集まりください。

[日時] 個別にお伝えします。

[会場] 本社（埼玉県さいたま市浦和区上木崎 １－１５－１３）

[内容] 会社概要、業務内容、募集要項、福利厚生などを質疑応答を

交えながら説明します。

お伝えした日時・会場にお集まりください。

[日時] 個別にお伝えします。

[会場] 本社（埼玉県さいたま市浦和区上木崎 １－１５－１３）

[内容] 個人面接、クレペリン検査、健康診断

[連絡事項] 健康診断がある方は、採用試験前日の20時以降の食事と

糖分のある飲料の摂取はお控えお願いします。

結果はご本人様宛に書面にて連絡いたします。

※採用試験後、１４日以内に結果をお伝えします。

入社承諾書などの書類を提出していただきます。

入社にあたり、いくつかの説明事項・書類の提出などがあります。

[内容] 諸条件（給与、勤務地、入社日など）の説明、入社承諾書などの提出

会社にお勤めの場合、退職の手続を滞りなく済ませて下さい。

入社日までに弊社が指定する必要書類などをご準備ください。

入社日当日は指定された時間に遅れずに来てください。

辞令交付を行います。

配属先にてOJT等の教育や実務を体験し、ビジネスパーソンとしての高みを

目指します。
配属

書類審査

↓

↓

結果通知

↓

内定

↓

入社まで

↓

↓

入社

エントリー

↓

会社説明

↓

採用試験


