
エイベックス 株式会社 事業内容

ものづくり女子の活躍応援企業紹介

もの子
もの美

エイベックスの採用面接は、成績証明書ナシ、履歴書ナシ、私服訪問 OK ！です。

なぜなら、私たちは「求職者が企業を面接するスタンスで、私たちを選んでほしい」

と考えるからです。

ゆえに、理系文系、性別、国籍も一切問いません。私たちが求めるのは「ものづくり

への興味関心」 だけ。実際にそんな気持ちを持った女性がチームリーダーや技術

のエキスパートとして活躍しており、そのフィールドはますます広がるだろうと期待し

ています。女性の継続雇用を行い、 育児 ・ 介護休暇の取得率 ・ 復帰率ともに

100％、制度を利用しやすい各職場の人員体制を整理していきます。

エイベックスが求める人材のポイントは、「ものづくりが好き

であること」「自分で考え、 行動できること」の 2 つです。こ

のポイントに着眼して採用し、 社内での働きぶりを見てき

たところ、今やエイベックスをリードするのは女性であると言

っても過言でないほど、当社では女性の活躍が目立ってい

ます。　ものづくりに対する熱意は真剣そのもの。中には、文

系出身でありながら、わずか入社 3 年で電気回路や切削

技術を習得し、 技術者として活躍する女性もいるほどで

す。

EXACT ・ EXTRA。従業員が安心して夢

を描けられるような企業を創造していく

若い社員が中心となり、日々改善活動を推進しながら、

世界から受注が集中する工場を目指す
代表取締役社長

　　
継続は力なり

高精度の小物切削研削加工を用い、主に自動車のオートマチックトランスミッショ

ン構成部品を生産している。なかでも油圧制御バルブに特化しており、 その年間

生産個数は約 7000 万個。世界シェアの 8％を占めている。アイシン精機株式会

社、アイシン･エィ･ダブリュ株式会社、アイシン･エーアイ株式会社、ダイハツ工業株式

会社など、トヨタ系大手部品メーカーが顧客。

2004 年1月には、 世界から受注できる態勢の生産拠点として三重県桑名市に

多度工場を創業。2012 年には、生産効率の向上を狙い岐阜県海津市に技術セ

ンターを稼働。新たな可能性を開拓しつつ着実に歩みを進めている。

＜女性活躍☆実行宣言！＞

～社長からのメッセージ～

加藤 丈典 氏

女性の強くしなやかなパワーが、

ものづくりをリードしています

エイベックスが手がける部品の約 85% は海外の自動車

に搭載されています。自動車産業のグローバル化が進む

中、 海外進出を模索する企業も多くあると思いますが、

エイベックスがこだわるのは国内生産です。

それは、 私自身、 家族と共に過ごせることが人生の幸せ

だと考えるからです。男女問わず、 社員の誰もが、 家族と

の暮らしをベースとして、地域で仕事をする。海外転勤の

心配もなく、子育てをしながらでも長く働ける環境をこれ

からも提供していきたいと考えています。

国内生産にこだわり、

働く人に幸せな人生を提供します

女性だから…という考えはナンセンス
ものづくりが好きなら、可能性はどんどん広がります

～座右の銘～
社名   　

代表者

創業

資本金

エイベックス株式会社

代表取締役　加藤 丈典

昭和 24 年 （1949 年）

1,000 万円

本社工場
所在地

従業員数 社員数　383 名 / うち女性 163 名
　　　　　　　　　　　　　　女性管理職 4 名

中部地域の　ものづくり企業を中心に働く女性、
ものづくり企業で働きたい女性を応援しています ！
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http://www.avex-inc.co.jp/

過去の表彰等 ---------------------------------------------------
2006 年度　ものづくり中小企業 300 社

2007 年度 愛知ブランド企業

2007 年度　中部 IT 経済力認定企業

2012 年度　ファミリーフレンドリー　企業

2014 年度 三重のおもてなし経営企業選

2015 年度　おもてなし経営企業選

2015 年度 男女がいきいきと働ける企業

2015 年度 パートタイム労働者活躍推進企業

※2016 年９月現在

〒467-0853
愛知県名古屋市瑞穂区内浜町 26-3

企業認定受賞も多数。受賞することが目

的ではなく、そこまでの努力と挑戦をし続

けることが大切

自動車用構成部品の切削・加工の良品生産を追求
新たな挑戦で、地域貢献できる未来を展開中

1949 年「加藤鉄工所」として創業し、1953 年に法人組織として設立。自動車用構成部品を中心とした小

物精密切削 ・切削加工メーカーとして、 主にオートマチックトランスミッションのスプールバルブやリニアソレ

ノイドプランジャーを生産。良品を生産することを追求し、 社会にとって役立つ企業を目指すという経営理

念を支えるのは、人を大切にする経営姿勢にある。役職立候補制や全社共育会の開催など、自立型人材

の育成に注力し、事業戦略を極めると同時に、「自前化」による技術力向上やコストダウンで、世界で勝

てる企業を目指している。

●●会社概要●●



文系出身で図面も読めなかった私
現場で仕事を覚え、営業グループの GMに

仕事を通してステップアップ！新規事業に新たなやりがいも

入社 （４月）
業務グループ営業調達チーム配属。

～主な経歴～

お仕事年表

先輩にココが聞きたい！

2000 年 4月、営業職として入社しました。ところが私は文系出身のため、図面も読めず、工場を見ても何が
どうやって作られているのかまったくわからないという状態でした。今では社員数 380 名を超える企業に
成長していますが、当時は75 名程度。今ほど教育体制も整っておらず、誰もが即戦力として、自分で考え、
自分で動きながら仕事を覚える環境でした。苦労も多かったですが、今思うと、たくさんのお客様にかわい
がっていただき、学ぶ機会に恵まれていたと感じます。その後、2008 年に営業グループGMに。人をまとめ、
育てる大変さとやりがいを経験しました。

新規開拓で新しい売り上げを
作ったことが、営業として
最も達成感を感じた出来事でした
営業として、思い出に残っているのは、GM に
なり、それまで既存顧客に頼っていた経営から、
事業拡大のために新規開拓しようという会社の
方針のもと、私も新規営業に奮闘したときのこ
とです。お客様の要望に応じて、試作品を作っ
たり、プレゼンしたり…。今まで以上に組織を
巻き込んだ営業力が必要になり、技術チームや
設備メーカーなどと頻繁にコミュニケーション
をとりました。その甲斐あって、M/T 部品シャ
フトアイドラの新規製品を受注。約 2 億の売り
上げとなり、その後も、新規開拓により数社と
取引を開始しました。

育児休暇を経て、新たな事業に
チャレンジ！
会社の発展や地域貢献につながる
仕事に、やりがいを感じています
転機になったのは、グローバル新規事業開拓室に
異動となり、海外の研修団を受け入れた工場見学
ビジネスをスタートさせたことです。
そして 1 年半の育児休暇を経た今、私はこれまで
の経験を生かし、自社だけでなく、産官学連携
事業として、海外の訪日研修団の受け入れを企画・
担当しています。自社の工場を見学していただい
た後、地域の別の企業への訪問を提案し、この地
で宿泊してもらうことで食や文化を感じていただ
けるような産業観光クラスターを形成していくこと
が、今の私の目標です。

現在の会社に入社したきっかけは？
入社して良かったことは？

新卒で入社したのですが、私が就職活動をしている頃は就職氷河期で大変苦戦
しました。そんな状況の中で、エイベックスは企画・営業職を募集していて、女性
でもそのような職種に就けることに大変興味を持って応募しました。入社して良
かったのは、学ぶチャンスがたくさんあることです。私の場合、新規事業開拓を目
標に、1年間、名古屋工業大学 大学院産業戦略社会人コースで産業観光の事業
化について学びました。その経験が今の仕事につながっています。

Q

Q 育児と仕事の両立のポイントは何ですか？
育児中だから、時短勤務中だから…と甘えず、まわりの人の気持ちになることで
しょうか。例えば、今日も子どもが熱を出し、保育園を休んだので、午後から出勤
しました。「無理しなくていいよ」という職場の気遣いに感謝しつつも、「もし、私
が上司や同僚に立場だったらどう思うだろう」と相手の立場になって考え、でき
るだけ迷惑をかけないように努めています。また頼れる親族が近くに住んでい
ないので、ファミリーサポートなどを活用していますよ。

Q うちの会社はここがいい！というPRポイントを一言
チャンスがつかみやすい会社だと思います。自分で何かしたいと思えば、それを
応援してくれるような風通しの良さがあるので、やる気次第でどんどん成長でき
ます。また、ものづくり企業の中でも、特にエイベックスは「女性ウエルカム！」な
雰囲気（笑）。実際に多くの女性が活躍していていて、私のように結婚して、育児
をしながら働く正社員もいます。ものづくりに興味がある方なら、長く勤められ
る環境だと思います。

大学卒業後、新卒でエイベックス（株）入社。約12年間にわたり営業
職として活躍、国内・海外の新規顧客開拓にも携わる。産休・育休
を取得し、2016年 4月に復職。現在は総務管理部門に所属し訪日団
の受け入れを行っている。

☆図面も読めず右往左往。お客様に教えて
　もらいながら現場で業務を覚えていく

☆新規商品の大規模受注と
     新規顧客開拓で成果をあげる

産休 ・ 育休 開始 (10 月 )

グローバル新規事業
開拓室室長

職場復帰 (4 月 ) 総務経理部門配属

従業員だけでなく、海外から工場見学にいらっしゃる方々にも分かりやすいように、
壁には発表資料やグラフ、写真などで「見える化」がされています

昼食後のティータイム。同僚と子育てのことなど、
共通の話題で盛り上がります

写真好きなママ友に撮ってもらった、
お気に入りの写真です

2000

営業グループ　GM

2013

2014

2016

業務調達チーム係長2003

2008

☆1年で復帰予定が待機児童に！

☆国内・海外の新規顧客開拓を進める。
     また、海外の研修団を受け入れ、
     工場見学ビジネスを開始

産休 ・ 育休終了 (3 月 )

産休中

2016

☆訪日団受け入れを実施

加藤美和さん

既婚子育て中 時短勤務中

産休・育休取得

2000 年 4月入社
　　総務経理部門配属

活躍中の

先輩
インタビュ

ー

Hatarako
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