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■会社情報 Company

45, 45%
45, 45%
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売上構成比

機械 資材

受託

■経営コンセプト
イーデーエムは創業から半世紀にわたり、ID表示を通じてお客様と社会に安心・安全を届けることに尽力してまいりました。
そして機械開発の徹底追求から、機械・資材・受託の三つの事業が形成された現在。確かな製品とハート（心）のこもった
サービスをもって、さらなる安心と信頼の構築に努めております。

■商品開発コンセプト
世の中の大半のモノは包装されており、そこには商品名や製造日や生産者などが印刷されております。
それら表示には、予め印刷してある表示と、生産時点で変化するオンデマンドプリントする表示に大別され、食品業界では後者
の表示の大半がイーデーエムが開発する機器や、資材で行われております。またこれら表示は食品業界であれば食品表示法、
医薬品は薬機法で定められており、イーデーエムは、生産者と消費者の情報の架け橋として社会貢献しております。

■3本の柱
①機械事業：表示機器の開発・生産設計・生産・調達・納入・販売・アフターフォロー
②資材事業：各種包装フィルムに適したインクやリボン販売とラベルデザイン・製造・販売
③受託事業：ギフト商品のセットアップ業務や、ラベル貼付加工業務

96.7 101.4 104.6 106.3 111.3
119.4 126.1 132 136 128

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

売上金額

印字検査機
サーマルプリンタ

ラベリングマシンホットプリンター

サーマルプリンタ インクジェットプリンタ レーザーマーカー 印字検査(画像処理)装置 ラベル貼付装置

ラベル貼付加工包装箱詰め

サーマルリボン ホットロールインク サーモインク 温度変色ラベル 脱プララベル



■会社情報 Company

拠点

品質本部

営業管理部

東京営業部

営業本部

技術部

R&Dセンター技術本部

調達部

機械生産部

CS部

生産本部

技術発信基地テクノセンター 製販一体のモノつくり体制

業務G

営業G

受託事業本部

EDMはファブレス企業

全国10拠点

札幌営業所

仙台出張所
新潟出張所

テクノセンター

東京板橋本社

名古屋営業所

大阪営業所

広島出張所

九州営業所

※受託事業本部はテクノ第二工場

品質保証G

品質管理G

総務G

電算Ｇ

管理本部

設立

従業員数

営業品目

業績

■ 機械

■ 資材

■ 受託

正社員

1970年（昭和45年）8月14日 現在53期目

６８５人/2022.11月度

３８１人/平均年齢 39.27歳

各種FAプリンタ、ラベラー、印字検査機など

プリンタ用インク・リボン、タックラベル

ギフト商品の箱詰め、包装作業など

128億円／2021年4月実績

食品、医薬品・化粧品、工業、包装機業界 38,000余社取引先 食品業界のシェア

男子：306人（80％）

女子：75人（20％）
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テクノ第二工場

0 50 100 150 200 250

東京本社

テクノセンター

第2工場

札幌営業所

仙台出張所

新潟出張所

名古屋営業所
大阪営業所

広島出張所

九州営業所

正社員構成 男子 女性

業務本部

生産G



技術
部門

CPU回路設計

Firmware
開発設計

apllication
開発設計

PLC制御設計

■職種情報 Job Information

生産
部門

文 系
理 系

管理
部門

営業
部門

拠点／仕事 技術部門 生産部門 営業部門 管理部門

本社 ー ー 営業推進 経理、企画、採用、労務管理

テクノセンター 研究開発・生産設計 品質管理、生産管理、機械生産、CS部門 機械・資材・ラベル営業・営業管理 総務、労務、庶務・資産管理、システム管理

テクノ第二工場 ー 品質・生産管理、受託・ラベル生産 受託営業 資産管理

営業所・出張所 ー CS部門
機械・資材営業

会計処理

系/部署 開発設計 生産設計 品質保証 生産部門 営業 営業管理 経理 総務 人事 企画

理系 ◎ ◎ 〇 〇 〇

文系 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎・・最適 / 〇・・適職

４
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■仕事 Work（部門別業務内容）
・商品開発設計
・個別装置設計

・回路設計 (CPU回路設計、ドライバ回路設計、センス回路設計)
・ソフト開発(ファームウエア、論理設計/FPGA、ASIC、アプリケーションソフト開発)
・装置制御 ( PLC,シーケンサー）
・ⅮＢ連携 (工場のＩｏＴ化、ORACLE、ＳＱＬ)

・品質管理、原価管理、納期管理

・購買
・倉庫管理

・ものづくり

・製造工程で不良品が発生していないか検査・分析する仕事

・原材料の調達から製造工程、出荷、販売まで、一貫して製品の品質を一定に保つ仕事

・実績管理：販売実績管理、与信管理、売掛金管理

・得意先技術者、生産部門担当者と打合せを行い、ソリューション(提案型)営業を行う

・財務会計：財務諸表(BS,PL,CF)を基に会計情報を、外部利害関係者(金融関係、株主)に提供することを目的とする会計処理
・管理会計：会計情報を経営管理者の意思決定や組織内部の業績測定・業績評価に役立てることを目的とした会計処理

・社内ネットワーク管理、キッティング作業、アプリケーション開発など

技術部門
研究開発

生産設計

機械設計

制御設計

ものづくり部門

機械生産

受託生産

生産管理

品質部門
品質管理

品質保証

営業管理

営業

営業管理

営業推進 ・販売促進（展示会企画、Web管理）、営業支援、新製品企画

機械営業

受託営業 ・得意先企画部門と打合せを行う

生産

販売部門

管理部門

システム管理

経理
・資産管理：リース物件管理、什器備品の管理
・庶 務：電話対応や書類作成などの事務作業

・採 用：新卒・中途などの採用
・労務管理：配置や異動、人材育成、人事評価、賃金および労働時間の管理といった、企業が社員に対して行うすべての管理人事

調達

総務

生産設計者のある一日

9:00

10:00

12:00

13:00
14:00

15:00

16:00

17:15

昼休み

メールチェック、スケジュールチェック
他部署との打合せ作業日報入力

翌日のスケジュール立案

設計業務

設計業務
設計業務

入荷チェック

メールチェック、スケジュールチェック
他部署との打合せ

得意先へ訪問打合せ

昼休み

客先にて打合せ

会社へ移動

技術部門担当者と打合せ
翌日のスケジュール立案

営業マンのある一日

9:00

10:00

12:00

13:0014:00

15:30

17:15

次の会社へ移動



■OB&OG message（①私の仕事 ②出身学部/学科 ③会社を選んだ理由）

■技術系OB&OG message

■生産系OB&OG message

①技術部/機械設計
②工学部/機械工学科
③特徴的で新鮮だからこそ興味が
沸き、ここでモノづくりがしたいと
思えました。

①技術部/電気設計
②工学部/電気電子工学科
③奥が深い事業だと魅力を感じら
れたのが選んだ理由です

①受託事業部/ラベルデザイン
②家政学部/被服学科
③同期の間でも話題になった「人柄
の良さ」が入社の決め手でした。

①R&Dセンター
②工学部・機能ロボティクス学科
③誰かの役に立つモノを作りたい
んだと気づけた時、当社を志望
しました。

①技術部/電気設計
②工学部/電子工学科
③一つの製品が完成するまで携わ
れるという点に魅力を感じ志望し
ました。

①機械生産部
②工学部/機械工学科
③人々の生活に役立つ仕事を探し
ていたら、イーデーエムに辿り着
きました。

①調達部/電気設計
②理学部/化学科
③中小企業でのびのび活躍した
いと考えていた私にぴったりだ
と思いました。

①業務管理部/生産管理
②経営学部/経営学科
③「縁の下の力持ち」のような役割
を担っているところに魅力を感じ
ました。

①品質保証部
②応用化学科
③自分の仕事の役割が結果にどう
結びつくのか認識しやすい点も選
んだ理由です

①カスタマーサポート部
②工学部/機械工学科
③やりがいを身近に感じることがで

きると考え、入社を決意しました。

６

QRコードの読み取りまたはクリックで、メッセージ全体をご覧いただけます

https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K110/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K109/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K121/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K126/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K141/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K116/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K123/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K115/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K142/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K124/


■営業系OB&OG message

■管理系OB&OG message

■OB&OG message（①私の仕事 ②出身学部/学科 ③会社を選んだ理由）

①営業管理部
②学芸学部/国際関係学科
③社会貢献度の高さで興味を持ち

会社の大らかさに惹かれ入社を
決めました。

①営業管理部
②法学部/法学科
③仕事のやりがいや成果を肌で
感じることができると考え入社
を決意しました。

①営業部
②政経学部/経済学科
③社会に必要不可欠な事業を展

開していることに魅力を感じ、
志望しました。

①受託営業
②現代心理学部・現代心理学科
③人々の生活の中で間違いなく役
に立っている事業内容に惹かれ、
志望しました。

①東京営業部
②文学部/日本文学科
③高いシェアで日常生活と密に関わ
りがあることが、入社の決め手と
なりました。

①管理部/企画グループ
②外国語学部/英語学科
③会社見学会で感じた社員の方々
の温かさや職場の雰囲気が入社
の決め手でした。

①管理部/経理グループ
②経営学部/経営学科
③事業内容や新入社員研修の制
度に惹かれました。

①管理部/システム管理グループ
②経済学研究科/経済政策専攻
③人間関係と働きやすい職場づくり

への姿勢が入社の決め手です。

①管理部/経理グループ
②社会学部/メディア社会学科
③イーデーエムの事業は今後も発
展が期待できると思い、入社を
決意しました。

①管理部/人事グループ
②文学部/日本文学科
③社会貢献度の高さと社員の方々
の温かさが当社を選んだ大きな
理由です。
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QRコードの読み取りまたはクリックで、メッセージ全体をご覧いただけます

https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K122/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K136/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K138/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K135/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K125/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K118/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K117/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K133/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K131/
https://job.rikunabi.com/2024/company/r766881083/senior/K132/


Your Office 
Project

■人材育成 Human Resource Development

■働き方改革 Work Style Reform

■新入社員研修制度

■階層別人材育成制度
■包装学校(包装機械設計技術専門課程,マイクロコンピュータ制御技術専門課程など）
■機械・電気設計技術研修
■新機種技術研修
■各種外部セミナー

入社式
4月 5月・・・7月・・・9月・・・11月・・・1月・・・2月・・・4月・・・5月

机上研修 ローテーション研修

役員面談

OJT

【本部配属】 【正式配属】

社内サーバー

Internet

Home Office
外出先

サテライトOffice

業務プロセス見直し

■日常の行動で一人ひとり取り組む
■ビジネスの仕組みを実務で具現化

●全社員の働き方を想像
●新たなデジタル空間を作る

ものづくり企業として新たな働き方

社会的責任構築

New work styIe

■現在の環境 ■新たな改革進行中

●9-17:15(昼休み1時間含む)
※フレックス制度あり

(コアタイム11:00-15:00)

８

※2022年度実績
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