
〒949-3112 新潟県上越市大潟区土底浜2024-1（本社・大潟工場）
TEL：025-534-6364（総務部）

〒942-0253 新潟県上越市大字下名柄1618-1
TEL：025-539-1102（総務部・採用担当） 
メール：recruit@joemate.co.jp　Webサイト：https://www.joemate.co.jp/

上越マテリアルは「地域未来牽引企業」に選定されています。

※Ｊマテ．グループ各社の採用は、Ｊマテ．ホールディングスにて一括して行っています。
当社Webサイト・SNSもご覧ください。
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Jマテ.
カッパープロダクツ
本社・大潟工場

「地域に貢献する会社」「地域に貢献する会社」「地域に貢献する会社」

「働きやすい会社」を「働きやすい会社」を「働きやすい会社」を

目指します。
ジョーマテ

Facebook キャリア採用 新卒採用 面接会場アクセス
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「地域に貢献､働きやすい､地元企業」
を目指します｡

上越マテリアルは経済産業省の「地域未来牽引企業」に選定されています｡

Ｊマテ．グループは1950年に金属資源回収業としてスタートし、2020年に創業70周年

を迎えました。今日では環境・リサイクル事業を起点として、銅合金鋳造・加工事業や不動

産・スポーツ施設運営事業など、暮らしに密着した事業を幅広く手掛けています。地域の

皆様に支えられ、従業員数も540名を超える企業グループとなりました。

子育て世代の社員も多く、働きやすい会社を目指して、年間休日の増加や福利厚生を充実

させています。近年は女性だけでなく男性の育児休暇取得者や、Ｕターン入社される方も

増えています。

これからも、地域社会に貢献する会社としての誇りを持ち、発展し続ける会社を目指します｡

ジョー

社名について

「Ｊマテ」と書いて「ジョーマテ」と読みます。
グループの祖業である「上越マテリアル」の社名に由来しています。
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Profile 数字で見るＪマテ.グループ

平均有給休暇取得日数

入社初年度から20日間の有給休
暇。2年間の有効期間を過ぎた有
休の積立保存制度もあります。

日11.7
月平均所定外労働時間

平均して残業が少なく、健康的でメ
リハリがあるワークライフを実現
できます。

時間9.9

※会社カレンダーにより一部異なります

年間休日

2022年度／118日
2023年度／119日
2024年度／120日

日120

最年少管理職

若手が活躍できる場があります。女
性管理職もいます。役員も半数が
40代です。

歳32
男女比率

製造・作業現場、生産管理、事務な
ど多くの職場で女性が活躍してい
ます。

男3.5 女: 1
平均年齢

男女とも子育て世代の社員が多く、
皆が働きやすい会社を目指していま
す。

歳41

グループ従業員数

新潟県上越市を中心に、約540名が
Ｊマテ．グループで働いています。

名540
連結売上高

2020年12月期／184億円
2019年12月期／206億円

億円
2021年12月期

222
創業

1950年創業。地域の暮らしに密
着した仕事を手掛け、2022年に
創業72年となりました。

年72
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Business グループ会社と主な事業内容

家庭や商業施設、工場などから回収
した金属や紙などの廃棄物を破砕・
選別処理し、リサイクル資源として出
荷しています。廃プラスチックの一部
はRPF燃料の原料になります。家屋
からビルまで解体工事も手掛けてい
ます。資源リサイクルを通じて持続可
能な社会へ貢献します。

リサイクル事業、解体工事事業

回収した金属資源などをリサイクル
原料として活用し、新たな価値を生
み出す銅合金メーカーです。連続鋳
造という方法で銅素形材を作り、機
械加工をして様々な銅合金製品を
作ります。上水道関連部品では国内
トップシェア、産業機械部品では世
界トップシェアを誇る製品もあります。

銅合金鋳造・加工事業

グループの管理部門を
統括しています。

グループ管理会社

上越市の家庭から出される生ごみを
全量受け入れ、再生可能なバイオマ
ス資源として有効利用しています。
生ごみは発酵処理してメタンガスを
回収し、工場設備の燃料として再利
用するほかバイオガス発電をしてい
ます。残渣から有機肥料も製造して
います。

バイオマス資源変換事業

環境・
リサイクル

その他

銅合金鋳造・
加工

主な事業別の売上高構成比

グループの事業のうち
約6割が銅合金鋳造・
加工事業です。

地域の生活を支える、大切な仕事をしています｡



0 4

●Ｊマテ．ホールディングス株式会社・・・・・・・
●Ｊマテ．カッパープロダクツ株式会社・・・・・・
●上越マテリアル株式会社・・・・・・・・・・・・・
●Ｊマテ．バイオマス循環株式会社・・・・・・・・
●Ｊマテ．ランドコム株式会社・・・・・・・・・・・
●Ｊマテ．エンジニアリング株式会社・・・・・・・
●株式会社上越ハイキー・・・・・・・・・・・・・・
●株式会社信濃環境整備・・・・・・・・・・・・・・ 

〒942-0253
〒949 -3112
〒942-0253
〒942-0143
〒943-0805
〒949 -3117
〒943-0805
〒391-0012

新潟県上越市大字下名柄1618-1
新潟県上越市大潟区土底浜2024-1
新潟県上越市大字下名柄1618-1
新潟県上越市頸城区下三分一1-25（上越市下五貫野第二企業団地内）
新潟県上越市木田2-14-14
新潟県上越市大潟区蜘ヶ池1680
新潟県上越市木田2-13-7
長野県茅野市金沢大字下原山2939-233

半導体・液晶関連を中心に様々な業界
で使用される産業用自動機の設計と
製作、立ち上げ、メンテナンスを行っ
ています。近年は航空・宇宙関連業界
もお手伝いしています。お客様の夢や
想いを形にする製品づくりを目指して
います。

産業機械設計・製作事業

上越市土橋の「はれまち土橋」や直
江津駅前の「うみらいず・ブレッソ直
江津」など土地区画整理事業や優良
建築物等整備事業を手掛け、住みよ
いまちづくりに貢献しています。ス
ポーツドームWhiteWaveではバッ
ティングセンター、フットサルコート、
サッカースクールを運営します。

不動産事業、スポーツ施設運営事業

家屋からビルの解体、アスベスト除
去など環境に配慮した解体工事を
行っています。また、産業廃棄物の
収集運搬処理を行っています。

リサイクル事業、解体工事事業

上越市、妙高市の家庭や商業施設、
工場などから出される廃棄物の収集
運搬処理を行っています。
また、市道側溝汚泥の収集運搬業務
や上越市立小中学校などの上越市委
託業務を行っています。

リサイクル事業
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持続可能な開発目標(SDGs)
とは、2015年9月の国連サミッ
トで加盟国の全会一致で採択
された「持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」に記載
された、2030年までに持続可
能でよりよい世界を目指す国
際目標です。17のゴール・169
のターゲットから構成され、
地球上の誰一人取り残さない
(leave no one behind)こと
を誓っています。

Jマテ. SDGs 私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

資源のリサイクルを通じて、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。

循環型社会の責任ある担い手として、

限られた資源の有効活用を通じ、

持続可能な社会の実現に貢献します。

従業員の健康的な
ワークライフを実現し、
「働きやすい」会社へ

年間休日120日(2024年度)、入社初年
度から20日間の有給休暇、所定外労働
10時間以下(月平均)など、健康的でメリ
ハリのあるワークライフを実現します。

育児休業・育児短時間勤務制度、介
護休業・介護短時間勤務制度があ
り、女性だけでなく男性の育児休暇
取得者も増えています。

社内のデジタル化を推進し、対応が可能な職場では在
宅勤務制度(テレワーク)も導入しています。

障害者の雇用や障

害者福祉施設の

就業訓練を受け入

れ、職業的自立を

支援しています。
奨学金返還支援制度があり、働きながら大学等奨学金を
返還する社員に返還額の一部を会社が補助しています。

資格・免許取得や技能検定、通信教
育などは会社が費用を負担し、キャ
リアアップを支援しています。資格
取得祝金もあります。

Mission Ｊマテ．グループ企業理念
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環境への負荷が少ない
循環型社会の形成に貢献

Ｊマテ．カッパープロダクツ、上越マテリ
アルはISO14001(環境)を取得。資源
のリサイクルと適正処分の推進に取り
組み、環境への負荷が少ない循環型社
会の形成に努めています。

Ｊマテ．カッパープロダクツ、上越マテリアル、Ｊマ
テ．バイオマス循環は、廃棄物処理の一連の工程を
グループ会社で事業化し再資源化を促していると
して、新潟県環境会議の「令和2年度優良リサイク
ル事業所表彰」を受賞しました。

Ｊマテ．カッパープロダクツは、上越マテリアルが回収
した銅などの金属を溶解・鋳造して再資源化し、上水道
関連部品や産業機械部品を製造しています。上水道関
連部品では国内トップシェアを誇り、鉛などの有害物質
を含まず環境にやさしい新素材も開発しています。

上越マテリアルは、地域経済の中心的
な担い手として経済産業省の「地域未
来牽引企業」に選定されています。

小中学生などの社会科
見学を積極的に受け入
れ、地域の環境意識の
向上や啓蒙活動にも努
めています。

上越マテリアルが回収した金
属・紙等の廃棄物は、破砕選別
処理した後に製鋼・製紙メー
カーに納入し、リサイクル資源
として再利用されています。

再生可能エネルギーの活用と
住みよいまちづくり

Ｊマテ．バイオマス循環は上越市の家庭から出される生ごみを全量受け入れ、発酵処理
によりメタンガスを回収し、工場設備の燃料として再利用するほか、バイオガス発電も
行っています。ごみの処理量と発電量の増加に向けて、さらに設備を増強する計画を
進めており、2023年秋の稼働を予定しています。
残渣からは有機肥料を製造しています。

Ｊマテ．カッパープロダクツ、上
越マテリアル、Ｊマテ．ランドコ
ム(WhiteWave)では消費電
力の少ないLED照明や太陽光
発電などを導入しています。

Ｊマテ．ランドコムは、上越
市の土地区画整理事業や
優良建築物等整備事業を
手掛け、住みよいまちづく
りに貢献しています。
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Works 主な仕事内容

機械加工技能士
●マシニングセンタ
●数値制御旋盤
●普通旋盤

機械保全技能士 機械検査技能士 クレーン フォークリフト●機械系
●電気系

ほか

お客様の要望
を把握し、注
文 対応・フォ
ローアップや
新規販路を開
拓します。

営　業

原料を溶解炉
で溶解・鋳造
し、銅合金地
金や素形材を
製造します。
※2交替・3交
替勤務

溶解・鋳造

取得できる資格

製品の品質維
持・向上を目
的として生産
プロセスの設
計や改善を行
います。

素材開発・生産技術

鋳造品の内外
径の歪みを矯
正機で整え、
切断、検査、
梱包します。
※2交替勤務

伸　管

機械設備のメ
ンテナンス、
故障修理、予
防保全に取り
組みます。

設備保全

マシニングセ
ンタやNC旋
盤等で銅素形
材を加工し、
金属部品を製
造します。
※2交替勤務

金属機械加工

まじめに働く社風です。経験も、若い力も、活かせる場があります。

募集中の職種や条件等、最新の情報は
Ｊマテ．ホールディングスの採用ページにてご覧ください。
Ｊマテ．グループ各社の採用はＪマテ．ホールディングスにて一括して行っています。

もの創りが好き。
難しい物を試行錯誤して完成させたときの
達成感は格別です。
私は銅合金製品の機械加工（NC旋盤）の段取作業をしてい
ます。加工の難しい製品もありますが、改善や作業の効率化
を試行錯誤して完成させたときの達成感は格別です。先輩
方の丁寧な指導やチームワークのある良い環境で仕事がで
きています。（精機工場）

金属資源のリサイクルは、
社会に貢献する大事な仕事だと誇りを
持っています。
私は機械加工した上水道部品の検査と出荷梱包を担当して
います。ラインで協力し合い製品を作っていくことで自分自
身を高められ、人間関係も良好になり、日々の仕事が充実し
ています。今は機械検査技能検定2級の資格取得を目指して
勉強中です。（クビキ工場）

キャリア採用 新卒採用
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取得できる資格

取得できる資格

大型自動車免許 中型自動車免許 車両系建設機械 ガス溶接

クレーン フォークリフト
ほか

大型・中型ト
ラック等で家
庭や工場等か
ら出た廃棄物
を回収し､選別
処理します。

収集・運搬

金属や古紙の
資源と廃プラ
等に分け、リ
サイクル資源
は製鋼・製紙
メーカーに出
荷します。

廃棄物の選別・処理

一般家屋から
店舗・事業所・
公共施設まで
さまざまな解
体現場を手が
けています。

解体工事

大手メーカー
内でプラント
の定期修繕等
の工事を手が
けています。

管工事

大きな重機を自分で操作し、
限りある資源の循環に貢献
できることが魅力です。
私は高校在学時に工場を見学して女性
が現場で活躍する姿を見たことや、リサ
イクルが社会にどう貢献しているのか興
味があったので当社に就職しました。入
社してから様々な資格を取得し、現在は
油圧ショベルやフォークリフトを使って
作業しています。（上越環境工場）

資格取得のためのサポートがあり、
年間休日も多く、良い環境で
仕事しています。
私は主に配管の溶接・取り付け作業をし
ています。同じ仕事はなく、常に新鮮な気
持ちです。今は1級管工事施工管理技士を
目指しています。業務で必要な資格はもち
ろん、挑戦したい資格も会社のサポートが
あるので、自分のスキルアップを図る上で
とても良い環境です。（二本木工作部）

施工管理技士 ●土木
●管工事

お客様の要望
を把握し、具
体的、合理的
に実現するた
めに構想・設
計します。3次
元 CA Dを使
用。

設計（電気・機械）

設計図に沿っ
て産業用機械
を組立て、機
械の設置、立
ち上げ、メン
テナンスまで
対応します。

製造・組立て

機械の設計を通して、
お客様の効率性や安全性の
向上に貢献できる仕事です。
私は県外の大学に進学しましたが、地元
に戻って就職したいと考え、当社を選び
ました。産業用自動機を動かすための制
御盤の設計、製作、プログラミングをして
います。オーダー品の設計、製作を通して
お客様の効率性、操作性、安全性の向上
などに貢献できる仕事です。（設計部）

大好きなもの創りに毎日携われ、
自分の仕事が形に残ることが
魅力です。
私は設計図に沿って産業用自動機の組立
てをしています。完成した機械はお客様
企業に伺って設置や立ち上げ、部品交換・
補修などのメンテナンスをします。機械が
部品から組み上がって完成品になり、お
客様のところで正常に動いているのを見
ると嬉しく思います。（製造部）     

機械設計技術者

クレーン フォークリフト

ほか

機械保全技能士

●機械系●電気系
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メリハリのあるワークライフを実現。皆が働きやすい会社を目指しています。

年間休日120日

■ 週休2日制に加えて、ＧＷ休暇、夏季休暇、年末年始休暇があります。

■ 誕生日の月に取得できる誕生日休暇があります。
※年間休日は2022年度118日、2023年度119日、2024年度120日となります。休日は会社カレンダーにより、一部の会社・部署で異なる場合があります。

入社初年度から有給休暇20日間

■ 入社初年度から20日間の有給休暇が付きます。

■ 1時間単位の有給休暇は年40時間まで取得できます。

■ 平均有給休暇取得日数は11.7日です。

■ 2年間の有効期間を過ぎた有給休暇を積立保存できる制度（積立保存休暇）もあります。

※2020年6月度実績

育児・介護・家族にやさしい制度

■ 家族手当（同居・扶養する子、父母）があります。

■ 育児休業・育児短時間勤務制度、
　 介護休業・介護短時間勤務制度があります。

■ 女性だけでなく男性の育児休暇取得者も増えています。

■ 一時的な介護などには積立保存休暇も使用できます。

資格・免許取得支援、教育訓練

■ 技能検定等の受講料・受験料は会社が全額負担し、
 　キャリアアップを支援しています。

■ 会社が指定する国家資格や免許を取得すると
　 祝金があります。

■ 自己啓発のための通信教育講座も受講料を
 　補助しています。

■ 約300講座から好きなだけ受講できる
　 e-ラーニング学習も受講可能です。

福利厚生等、各制度の内容はいずれも社内規程に基づきます。

Welfare 福利厚生
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他にも
いろいろな
制度があります

入社祝金＆紹介謝礼

■ 対象となる職種では、支度金として入社祝金があります。

■ グループ従業員の紹介で入社された場合は紹介謝礼もあります。
※対象職種、条件があります。人材紹介会社経由や新卒採用は入社祝金・紹介謝礼の対象外となります。

奨学金返還支援 最大120万円補助

■ 働きながら大学等の奨学金を返還する若い社員を会社が支援します。

■ 毎年の夏季賞与・冬季賞与に上乗せして最長6年間、最大120万円まで補助します。

■ Uターン、Iターンも歓迎です。

結婚祝金5万円、出
産祝金3～10万円、
家族弔慰金、災害見
舞金、傷病見舞金な
どがあります。

従業員共済会
加入すると、会社から
の奨励金として自己
資金拠出分の10％が
加算されます。

従業員持株会

勤続年数・等級・評価
によるポイント制で
退職金を毎年加算し
ます。

退職金
確定拠出年金 希望者は単身者2万

円、家族有3万円で社
宅を利用できます。

社宅

Ｊマテ．カッパープロ
ダクツ、上越マテリア
ル、Ｊマテ．バイオマ
ス循環、Ｊマテ．エン
ジニアリングの社員は
ユニオンショップ制に
よりＪマテ労働組合
に加入します。

Ｊマテ労働組合

WhiteWave利用割引
(バッティングドーム・フッ
トサルコート）、Ｊマテ．ラ
ンドコムの販売・仲介手数
料割引などがあります｡

グループ会社特典
勤続10年ごとに表彰
状と金一封を贈呈し
ます。

永年勤続表彰
保養所、法人会員カ
ラオケ利用割引など
があります。

その他




