
株式会社 有  電

求人案内

ゆう でん

Recruiting Guide



手に職求む！
有電で、立派な電気工事

株式会社 有電では

広くより深い知識・技術の向上に日々努力をしております。

10年以上先を見据えて

本当の意味で『手に職を付ける』ことが可能です。

某プラントを担当

施工管理者（現場監督） 新卒入社10年目金田裕太
研修期間を経てから、いきなり１人で現場に行くことになったので不安
でしたが、周りのサポートもあり、仕事をこなしていくことができました。
何もない空間から物が完成した時の景色は、とても感慨深くなります。
辛い思いは無事に工事が終わればよい思い出になる仕事です。

10年目の先輩たちが第一線で活躍しています10年目の先輩たちが第一線で活躍しています



職を付けたい方

事士を目指しましょう！

某配水場を担当

電気工事技術者（職人） 新卒入社10年目礒脇貴仁
入社したての頃は覚えることが沢山あり失敗もしました。ですが、先輩
たちがフォローしてくれて、少しずつ覚えていきました。そして今は、こ
うして現場を完成させることができるようになりました。
初めて完成させた時の達成感は、今でも忘れられません。最初は辛い
かもしれませんが、できるようになってくると、とてもやりがいのある仕
事だと思います。



業務内容業務内容

信頼と実績信頼と実績

有電って

皆さん こんにちは。代表の有村です。
私達は20数名の小さな会社ではありますが、自分の仕事に誇りとプライドを
持っています。仕事の上司、先輩も仲間でありチームです。
そんな仲間を私は大切に思っています。
皆と一緒に 私も成長していきたいと思っています。
私達の仲間になってくれる人、
お待ちしてます！！

有電の仕事は、主にプラント施設の電気工事です。
具体的には、
　・公共上下水道処理プラント
　・変電プラントの建設工事施工
　・重化学工業等の各種産業プラント
　・メガソーラー変電設備
などがあります。
電気設備の設計・施工のみならず、それに付随する土木・建築工事など、
総合的に請け負える技術力の高さが評価され
「これからも有電さんにお願いしたい」
と継続的に工事の依頼を頂いております。

代表取締役

有村 朋泰有村 朋泰

ご挨拶ご挨拶

公共
プラント

発電用
プラント各種産業

プラント

ビル用
電機設備 電気工事のことなら

何でもお任せ！

上下水道処理プラント

太陽光発電設備

変電プラント

社 名
代表取締役社長
所 在 地
連 絡 先
創 業 ・ 設 立
資 本 金
従 業 員 数
事 業 内 容
有 資 格 者

建設業務許可

主 要 取 引 先

株式会社 有電
有村 朋泰
〒481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄石原95番地
Tel：0568-25-6260  Fax：0568-25-6286  Mail：info@uden.co.jp
創業 昭和37年4月 / 設立 昭和56年4月
2,000万円
22名
電気設備工事業
１級電気施工管理技士、2級電気施工管理技士、監理技術者
電検3種、第一種電気工事士、第二種電気工事士、工事担任者
自家用発電設備専門技術者
電気工事業
　愛知県知事（特-31）第27276号
機械器具設置工事業・電気通信工事業・とび土木工事業
　愛知県知事（般-28）第27276号
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 / 川北電気工業株式会社
三光設備株式会社 / 株式会社弘電社 / 株式会社カナデン
泗水電機株式会社 / 株式会社シーテック
大栄産業株式会社 / 名菱電子株式会社
株式会社トーエネック　ほか

太陽光発電所
建設現場の映像

39年の実績！



有電では研修制度を設けており、１年間はベテラン社員が講師として専属で教育を行います。
社員の個々の成長速度に合わせて指導を行いますので、安心して仕事に入っていけます。
まずは、ビジネスマナーや安全講習、その後、配線などの基礎的な作業を社内にて研修を行い、
現場での実地研修・実践作業という流れで行います。電気以外にも車両運転講習も実施しております。

安心の研修制度安心の研修制度
こんな会社
■ 研修のステップ

スマートフォンを使って、作業の流れや工具の使い方
を画像や動画で学習できるツールです。
作業を始める前に事前に
作業の流れや道具の使い
方を確認したり、作業が終
わった後でも、いつでも簡
単に復習できるので、技
術の修得に役立ちます。

スマートフォンを使って、作業の流れや工具の使い方
を画像や動画で学習できるツールです。
作業を始める前に事前に
作業の流れや道具の使い
方を確認したり、作業が終
わった後でも、いつでも簡
単に復習できるので、技
術の修得に役立ちます。

■ LINE WORKSを活用した
　 有電オリジナルICT教育を導入 スマートフォンでいつでも確認可能

高所作業講習

工具使用講習

車両運転講習

ベース設定

測　量

電線管曲げ

ケーブル布設・結束

電線管敷設

コンセント取付

ステップ1（社内研修）
安全などの基本ルールを学ぶ

ステップ2（社内研修）
基礎的な作業を学ぶ

ステップ3（実地研修）
ベテラン社員について
現場で実践作業を学ぶ



全力
大切な仲間だ

電気工事技術者  入社3年目
木全正晃

電気工事技術者  入社2年目
稲吉勇人

電気の知識がない人でも一から道具の扱い方や材
料を教えてもらえます。
電気で使う材料の種類は多いですが分からない物
は先輩方が優しく教えてくれます。

簡単な作業から難しい作業まで、色々な作業ができる仕事
です。
最初は判らないことばかりですが、段々とできるようになり
自信が付き、誇りをもって作業ができる仕事です。

先輩社員からの声

危険もある仕事ですので現場は緊張した空気ですが、
それ以外では趣味の話で盛り上がったり、連れ立ってご飯を食べに行くなど、社員同士の仲は良好。
社長の、明るくて人情味溢れる人柄もあって、きっとすぐに馴染んでいただけますよ。

すぐに職場に馴染めますよすぐに職場に馴染めますよ



結線作業の練習

帰省制度省制度

寮のご提供のご提供

資格手当格手当

帰省費用を会社から支給します

あなたの頑張りを大切にします

寮として使っているレオパレス。会社から近く、ひとり暮らしに丁度良い広さです。

入社半年後を目処に、帰省費用を会社から支給する制度です。
新入社員だと暇やお金がなくて、なかなか実家に帰れなくなる
ところも多い中、当社ではしっかりフォローします。
ご家族の方も、安心して送り出していただけます。

家具家電付きでスグにご入居できます

遠方の方には、初期費用なし、月額家賃2万5000円
で30歳まで暮らしていただける、借り上げの寮をご
提供しております。家具家電付きですので、布団や
着替えを持ってくるだけで、すぐにひとり暮らしを始
めていただけます。
また、寮以外でも、家賃の40％（上限3万円まで）の
住宅手当を支給する制度もあり、こちらを選択する
事も可能となっています。

電気工事士、電気施工管理技士などの資格を取得したら、まずお祝
い金の一時手当が支給されます。また、毎月の給与にも手当が付与
されます。
家族手当も充実しており、頑張る方の努力を応援し、社員とその家
族を大切にする会社です。

力でサポート！
だから

初めての仕事や環境で不安があるのは当然のこと。
有電では安心して仕事の楽しさを見つけてもらえるよう新卒者のフォロー体制を充実させています。

新卒者でも安心充実のフォロー体制新卒者でも安心充実のフォロー体制

飛行機代ももちろん支給！

図面を見ながら時間を計って結線の練習。
何度も繰り返し練習することで、
仕上がりもスピードも上達します！

電気工事士技能試験に向け
た

　　　　　　　教育もしっ
かりと行います！電気工事士技能試験に向け

た

　　　　　　　教育もしっ
かりと行います！
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三重県

岐阜県

愛知県

名古屋市

県営
名古屋空港

名古屋駅

西春駅

名
鉄
犬
山
線

中部国際空港
セントレア

北名古屋市北名古屋市
北名古屋市のご案内 名古屋駅まで電車で約10分（西春駅から急行）

アクセス便利で住みやすい街

【市内・近隣の主な施設】 名鉄「西春駅」、「徳重・名古屋芸大駅」　県営名古屋空港
mozoワンダーシティ（大型ショッピングモール）
ラウンドワン　ドン・キホーテ　その他 商業施設等　

【人口】約86,000人 (2020年5月現在)

北名古屋市は、ほぼ全域が名古屋市の都心部から10km圏内の好立地にあります。
市の中央には鉄道が通り、四方を高速道路で囲まれた道路環境や、２つの空港への
行きやすさなど交通利便性の高いエリアで、名古屋市のベッドタウンとして発展して
きました。

有電のある街 北名古屋市有電のある街 北名古屋市

行く

癒す

買う

行く

癒す

楽しむ
名鉄 西春駅

mozoワンダーシティ（大型ショッピングモール）

合瀬川

県営 名古屋空港

ラウンドワン（アミューズメント）

のどかな田園もあります

太陽光発電所
建設現場の映像


