アンデンの5POINTS
電気はいま、わたしたちの真ん中にある
［エレクトリックってオシャレ］
［地元の生活、経済活動を支える］
［センスのいい配線図面のプロになる］
［自分の成果が地図に残る仕事］
［文理不問の教育研修体制］

https://www.andencorp.co.jp

Enjoy ANDEN
私たちはお客様にご満足頂ける技術と
安心を提供することによって社員とその
家族の幸せを共に育む集団である
技術とは、仕事の手段ではなく、人の幸せ
のためや夢の実現に必要なもの。
アンデンは、お客様を不安にさせない信
頼関係を築ける人財を育てることで、仕事
と人生を通じて得られる幸せを、まわりの
仲間や家族ともに育んでいきます。
「電気をつなぐ」ということは、人々の「生
活をつなぐ」
ということ。
みなさんに提供できるのは、
「快適さ」
「便
利さ」
「 安心・安全」であり、それが私たち
のよろこびでもあります。お客様からの
「ありがとう」という言葉が一番のやりが
いにつながります。

3つの事業
主な事業内容は、電気設備工事・施工管理、電力小売託送サービス、
電力省エネコンサルティング。
電気を必要とするところすべてに器具の取付工事や配線工事、施工
後のアフターフォローをおこないます。ただ、工事はあくまでサービ
スを実現するための手段。お客様の問題を解決する「快適空間創造」
が私たちの仕事です

電気設備工事施工管理

電力小売託送サービス

電力省エネコンサルティング

生活基盤となる建築電気設備

電力自由化が 進み、今や電 気

電力自由化に伴う電力契 約プ

の施工を手掛け、長きにわたり

は選ぶ時代。生活者のみなさま

ランニングはもちろん、LED・空

様々な建造物に携わってきまし

が、新電力を含めたすべての電

調コンサルティングを主に、ア

た。熟練の技術、蓄積されたノ

力供給業者の中から自由に選

ンデンでは豊富な経験を活かし

ウハウで、快適な空間と利便性

択することができます。個々の

たトータルな電力省エネコンサ

の高いシステムをご提案してい

ライフスタイルに合った電力を

ルティングを実施しています。

ます。

供給しています。

地域の明日を電気で照らす
明るい未来創造企業
アンデン3つのキーワード
安心

幸せ

共に育む

お客様に不安を感じさせない事が大切です。

アンデンは、
皆さん一人ひとりが幸せになるた

共に育むためには、
『自身の育とうと思う心』

そのためにスタッフ一人ひとりが人間として成

めに存在する会社であることを宣言します。
し

と
『みんなを育てようと思う心』
の両方がなけ

長し続けることが必要だと考えています。

かし、
これは誰かに幸せにしてもらうことでは

れば成り立ちません。
自分が育つには、
いかに

安心は、私たちが勝手に判断するものではな

なく、アンデンに属するだけで幸せになれる

自身の才能を最大限発揮するためにチャレン

く、その判断基準はお客様にあります。その

ものでもありません。
自らが主体的に行動した

ジしようとするかであり、
その潜在能力を引き
出すために、
とりまくスタッフ、
家族、
友人に長

判断基準も千差万別であるからこそ、多くの

結果として初めて得られるものです。
つまり地

お客様に不安を感じさせない人材でなければ

域社会に必要とされたり、お客様から感謝さ

所を見つけ勇気を与えてもらうことでもありま

なりません。
つまり人として信頼を得るための

れたり、会社の仲間に認めてもらったりする

す。
アンデンで働く誰もがみんなリーダーであ

人間力向上のために人材育成スキームを用

喜びの向こう側にあるものだと考えています。

り、
それぞれの輝きはあなた自身の心で、
あな

意しています。

た自身の考え方で決まります。そして一瞬で
変われるのもあなた自身の考え方次第です。
常に仲間に声をかけあい、
お互いに影響を与え
合える組織文化をつくりたいと考えています。

会社概要
号 : 株式会社アンデン

商

本社所在地 : 〒442-0007
愛知県豊川市大崎町小林115 - 4
業 : 昭和42年6月
（1967）

創
資

本

金 : 3000万円

役 員 構 成 : 代表取締役会長 安田一夫
代表取締役社長 安田守一
常務取締役 花園保夫
従 業 員 数 : 28名
（パート2名含む）

Message
メッセージ
アンデンは、50年前に２名の電工職人からスタートしました。今後、70年100
年と続く企業づくりを目指しています。これまで断っていた計装工事を任せら
れるスタッフも入社し、新規事業の展開も視野に入れています。
人生の中で仕事に関わる時間はとても長いです。給与や処遇面はもちろん、
「どんな環境でどんな人たちと働くか」も大切です。
アンデンは、社員を大事にする会社です。社員だけでなく、その家族も大事に
したいと考えています。例えば、社員の奥さんの誕生日には花束や洋菓子を用
意し、社員みんなでお祝いしたり、社内イベントや社員旅行でみんなで一緒に
はめを外したりと、とにかく楽しんで仕事ができる環境を第一としています。
是非、アンデンにきて社員や雰囲気を感じてみて下さい。みなさんのお越しを
心よりお待ちしています！

代表取締役社長

安田守一

Electric authority

《電気はいま、わたし
東三河の生活基盤を支えて50年。電気は今、主役となり次の時代へ。
「電気をつなぐ」
ということは、
人々の
「生活をつなぐ」
こと。
みなさんに提供できるのは、
「快適さ」
「便利さ」
「安心・安全」
であり、
それが私たちのよろこびでもあります。
お客様からのありがとう、
が一番のやりがいに
「つながり」
ます。
アンデンの取組みはサービス質の向上と改革だけではありません。
働く
「職員」
をもう1つの主役ととらえ、
未経験でも安心して経験を重ね、
長く働ける職場づくりにおいても進化しています。
ここでは、
アンデンの研修制度やキャリアパスシステムなど5つのポイントを紹介します。
より詳しい説明はWebサイト、
説明会、
現場見学ツアーにて説明しています。
参加方法は本誌ウラ面をご覧下さい。

安心して働くための充実サポー
point:1

文理不問の教育研修体制
アンデンではOJT（職場内教育）⇒入社前研修・入社
時基礎研修・ロープレ研修・営業 研修・商品勉強会・
フォロー研修といった充実した研修制度で、
キャリア
育成に務めています。

入社前研修
社会の仕組みと会社の役割、社員の立場
や役割を認識し、ビジネスマンとしての常
識とマナーを身につけてもらう為の研修で
す。同時に電気の基礎知識を習得してもう
らう研修も行っていきます。
また、
実際に生
の現場を体験してもらうバイト研修も行っ
ています。

ロープレ研修

お客様がいることを想定して行う、

マネージャーとしてのスキルアップ
のための研修。

営業研修
営業の流れを理解し、基本スキル
を習得してもらいます。

入社時基礎研修

商品勉強会

エレクトリックマネージャーとして必要な電

アンデンの取り扱う商品の機能・構

気に関することなど、仕事に必要な知識を

造・原理・用途を詳しく勉強します。

習得しつつ、
プロジェクト現場の見学や、
先
輩マネージャーに同行する機 会も設けま

フォロー研修

す。また、その他の実務についても先輩社

必要に応じて、
その都度行います。

員がしっかりフォローしていきます。

•平均年齢 : 37.8歳
•電気系でない学部卒の割合 : 62.3%
•新卒3年離職率 : 16.7%

たちの真ん中にある 》

ト アンデンならではの
point :2

電気はオシャレでエキサイティング

5 POINTS
point:4

センスのいい配線図面のプロになる

プロジェクトの現場で働く人々、
資材を納める人々など多

アンデンは照明器具やコンセント、
工場の機械など、
さまざ

くの人達を指揮して自分の裁量で動かす仕事です。

まな電気に関する配線を考えて配電設計図面を作るプロ

マネージャー業務は、機械的なルーティーンワークはなく

フェッショナル集団です。
アンデンが大切にしているのは、

常にチャレンジできます。あら

センスのいい図面を書くこと。

ゆる能力が総合的に問われま

センスは経験を積んで磨くもの。

すが、
仕事にやりがいを求める

平面図上の建物の線や文字と

方は是非チャレンジしてみて欲

電気の配線が被らないように工

しい、強い満足感と刺激の得

夫し、使用用途を想像して誰が

られる仕事です。

見てもわかりやすい図面作成を
心がけています。

point :3

point:5

電気はいま、
生活になくてはならないもの。
地域のみなさん

自分が設計した図面が担当者

の中心にある電気のプロフェッショナルとして、
生活基盤と

に引き継がれ、
施工を終えて無

地元の生活、経済活動を支える仕事

自分の成果が地図に残る仕事

なる建築電気設備の施工を手

事に竣工し、
現場を見に行った

掛けてきました。熟練の技術、

ときに感じる達 成感はひとし

蓄積されたノウハウで、
快適な

おです。

空間と利便性高いシステムを
提案しています。

先輩の声

東三河の生活を支えるアンデンで働いている人は決して特別な人ではありません。
豊川や豊橋、
浜松などみなさんと同じ高校、
大学で学んだ身近な先輩が活躍しています。

みなさんの安心の中に
自分のキャリアビジョンがある
電気科の学校で電気工事士の勉強をするうちに、
将来は電気の仕事に就き、
自分の生
活している土地や関わってきた人達の役に立ちたい！と思うようになりました。
また、
同じ学校出身の先輩が多かった事がこの会社を選んだ理由です。
この仕事は様々な業種と関わりあうため、
電気だけではない知識が得られます。
毎日違う現場で仕事をするので、
お客様はもちろん、
電工の職人さんなど多くの方と繋が
りを持つ事ができ、
自然と幅広い対応力が身につきます。
また、
常に新鮮な気持ちで仕事
に取り掛かれるのも魅力の一つです。
生活をする上で電気がどれほど重要なものか、
この仕事に就いて気が付きました。
お客様にしたら、
電気の不点は大変な事です。
だからこそ素早い対応や相手の目線になっ
て考える事が大切だと学びました。
正しい知識、
技術、
行動力を持ち、
現場管理と職人を両立させるのが今の目標です。
一度関わってみると奥が深い分野です。
より早く、
きれいに、
正しい知識で、
と追求してい
くととても面白い職種だと思います。

河合昌樹

MASAKI KAWAI

成章高校出身

工事部

名古屋学院大学経済部卒業

文系出身の自分が電気の分野で
活躍できるあたたかい環境

斉藤伊織

IORI SAITO

工事部

豊橋工業高校電気科卒業

神谷真大 MASAHIRO KAMIYA 工事部
豊橋南高校出身 大同大学工学部卒業

地図と心に残っていく
一つひとつのくらしに寄り添う仕事

この仕事を選んだ一番の理由は、大好きな地元の地図に残る仕事に携われ

もともと電気に興味があったので、大同大学工学部電気電子工学科に進学し

ることです。10年、20年、30年後、自分が関わった建物が残っていることを

ました。役に立っているのは、電気関係の計算式や法則などの基礎を勉強した

想像したときに、
誇りに思える仕事だと考え志望しました。

こと。
電気工事に関することは、
入社後に現場で覚えていく感じです。

アンデンの良いところは、全員が気持ちの良い挨拶をすることで、社内の雰

ネガティブな発言はしません。就職してポジティブになったと、大学時代から

囲気がとても良いところです。ワンフロアの事務所なので、事務所の雰囲

付き合っている妻からも言われます。

学生時代は、
「めんどくさい」とか「だるい」とよく口にしていましたが、現在は

気ってとても大切です。家族のように会社を大切にしているアンデンの特徴
が最も現れています。輪からはみ出してしまわないよう、分からないことは

仕事内容は、
工事現場の監理です。
お客様は、
工場などの大きい物件を手がけ

親切に教えてくれる環境づくりやお客様に対して誠実な対応をするところ、

る建設会社から一般の方までさまざま。
「電気がほしい」
「
、器具が壊れた」
など

結果高い技術をお客さまに提供できることも、根本は会社の雰囲気づくり

の依頼に合わせ、
現地調査に行って見積もり作成。
照明器具などの材料が揃え

から来ていることだと思っています。

ば職人さんを手配します。意識しているのは、いかにお客様をよろこばせるか。
相手に合わせた提案、
他業者との工程調整などの段取りを心がけています。

大学は名古屋で経済学を学んでいて、入社後、一から電気について勉強しま
した。照明のスイッチを入れれば照明が付く、コンセントをさせば携帯充電

この仕事は、自分の成果が形としてずっと地図に残っていきます。その点に大

できる。当たり前に使っていた電気がどのように流れてきているのか、新た

きなやりがいと誇りを感じます。
また、
アンデンは自分自身を成長させてくれる

な気づきがたくさんありました。また、初めて新築工事で配線工事をして電

場所でもあります。主体的に行動すれば、成長できる環境を用意してくれます。

気を点灯したときの喜びはひとしおでしたね。

重要なのは、
自分の意見をもって主体的に動けるかどうかだと思いますよ。

伊藤澄霞 SUMIKA ITO 営業部
小坂井高校出身 愛知大学経営学部卒業

自分の図面から
その人の安心が産まれる

千賀達也 TATSUYA SENGA 営業部
安城東高校出身 秋田大学工学資源学部卒業

センスのいい図面を書く。
受け継ぐアンデンクオリティ

就職先は、
年間休日や会社の雰囲気を重視して事務関係の仕事で探しました。
実

電気設計の仕事を探してアンデンを選びました。
決め手になったのは、
面接を受

家から通いたかったので地元の企業で。
豊橋の合同企業説明会に友達と参加し

けたときに社長と上司の人柄に惹かれたことです。
働くということは、
一緒に働く

たのですが、
話しかけてくれた総務の方の笑顔が印象的でした。
そのあと、
社長から

「人」
が重要だと思うので、
事業内容より人柄を重視しました。

手がけている工事写真を見せてもらったのですが、
私が知っている建物ばかりで驚
きました。
アンデンなら、
地域貢献となる仕事ができると思い、
就職先に決めました。

照明器具やコンセント、
工場の機械など、
さまざまな電気に関する配線を考えて
設計図面を作る仕事です。
心がけているのは、
センスのいい図面を書くこと。
使用

社会に出て、
生活習慣を見直しましたし、
お金を稼ぐことの大変さを実感しました。

用途を想像して誰が見てもわかりやすい図面作成を心がけています。

大学に行かせてくれた親への感謝も芽生えました。
そこが成長したところだと思い
ます。
仕事面では、
先輩や上司が一からていねいに教えてくれたので
「できるかな？」

今、
一つの目標として掲げていることは、
「大きな設計図面を手がけること。
」
もう一

と不安を感じることなく、
少しずつ仕事を覚えることができました。

つの目標として、
お客様との交渉などを通じて仕事をとってくるといった別分野の
仕事です。

いまは、
電力を供給するための大元の幹線に関わる図面作成に苦手意識がありま

就職先を選ぶとき、
社内での人間関係を学生のみなさんは気にすると思います。

す。
まだ経験が浅いので、
自信をもって最後まで書ききることができません。
工場な

その点アンデンは、
すべてクリアしているので安心してほしいです。
未経験で入社

ど大きな規模の図面作成も先輩の助けが必要です。
もっといろいろな現場の図面

する人が多いですが、
まわりがサポートしてくれるので心配いりませんよ。

作成の経験を積み、
自分なりに応用をきかせて作れるようになりたいです。

工業高校の実習から自分が選んだのは、
若手社員の先輩方が躍動する会社
アンデンに入社したきっかけは、豊川工業の実習で電気に興味を持ったことです。
豊川工業の実習は、将来のヒントになることが多く、とにかく触れて感じる事ができ
てとても有意義で楽しかったです。高所での配線作業にも憧れていました。
見学に行った会社の中でも、特に若い先輩社員の方が多かったことがアンデン入社
の決め手になりました。
若い先輩社員の方がいるかどうかって、とても大切だと思うんです。実際に働いてい
る先輩方は、その会社の将来性や会社が行っている事業が時代にマッチしているか
を一番良く理解されているからです。その会社に将来的な魅力がなければ、こんなに
多くの若手の先輩はいないと思ったんです。暮らしを支えるこの業界にとって、これ
から地域社会により貢献できそうな会社かどうかは若い先輩方がたくさんいたこと
で、説得力がありました。社員同士の交流の場として様々な行事があり、訪問時に感
じたあたたかくて心地よさそうな雰囲気も良かったです。
いまは、自分一人で現場へ出るようになり、初めての部下もできました。ゆくゆくは自
分の部下を引き連れて大きな現場を収めていきたい。そのために自分の成長を助
け、
応援してくれる先輩たちと大きな現場でたくさん学んでいますよ。

鈴木大輝

DAIKI SUZUKI

工事部

豊川工業高等学校
情報システム科卒業

Enjoy ANDEN

株式会社アンデン
ANDEN Co., Ltd.
RECRUITE Guide.
TEL : 0533-85-3121
FAX : 0533-85-6008
E-mail : info@andencorp.co.jp
URL : https://www.andencorp.co.jp/
〒442-0007 愛知県豊川市大崎町小林115-4

アクセス
名鉄名古屋本線「諏訪」駅より車で10分
名鉄名古屋本線「国府」駅より車で15〜20分
JR「豊川」駅より車で10分
＊駐車場ございます。お車での来場も可能です。

インターンシップ開催中!
説明会＆イベント予約 随時受付中
弊社HPからエントリーしてください。
みなさまのお越しをお待ちしています

「豊川駅」
「国府駅」
「諏訪町駅」各駅に送迎しています!【要予約】

