
全国から優秀な人材募集 
 

謹啓  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、ものづくりの現場を支える人材の確保・育成に資する新たな冊子の発行を 

企画いたしましたのでご提案させていただきます。 

日本の自動車産業は国内だけで５００万人を超える就業人口を抱え、製造品出荷 

額は製造業全体の２割近い６０兆円強に達します。文字通り日本経済を支える「基 

幹産業」です。 

そして、国際的な競争が激しい中で日本の自動車産業が常に世界でトップの座を 

守り続けてこられた要因の一つが“ものづくり”の現場の技術力であることは間違 

いありません。 

「カイゼン（改善）」をはじめとする、ものづくりの現場の絶え間ない努力が世界中 

で称賛される日本車の高い品質を生み出しています 

一方で少子化や大学進学率の向上などにより、ものづくりを支える人材の確保 

や育成が難しくなっているのも事実です。そこで弊社では、全国の工業高校の学生、 

先生を対象に自動車産業のものづくりの魅力を伝える冊子を発行することを計画 

いたしました。この企画を通じて自動車産業の発展はもとより各企業様の採用活 

動を少しでもサポートできればと考えております。 

何卒、本企画の趣旨を御賢察いただき、各段のご理解と協賛を賜りますようお願 

い申し上げます。 

謹白 

 

２０２０年１月吉日 

株式会社日刊自動車新聞社 

代表取締役社長 髙橋 賢治 

 

 

 

 

お 申込 み ・お 問い合 わせ は 

koukoku@njd.jp 

mailto:koukoku@njd.jp


自動車産業へようこそ
工業高校用就職ガイド  発刊のお知らせ

世界トップレベルの日本のものづくりを継承

日刊自動車新聞社

　日本のものづくりは、技術開発、品質をはじめ、すべての面で世界トップレベルの水準にあります。グロー

バル規模で競争が激しくなっていますが、その優位性は揺らいでいません。これは勤勉さに加え、現場から

の提案による改善など、ものづくりの現場を支える優秀な人材に支えられていることは間違いありません。

　一方で、その技術力、匠の技を次世代にどう伝えていくかが課題になっているのも事実です。日本の基幹

産業である自動車業界にとっても、ものづくりを支える人材の確保・育成は欠かすことのできないテーマです。

　全国の工業高等学校を通じて、世界に誇る日本の自動車産業の技術を知っていただき、誇りをもって働ける

「ものづくりのプロ」を目指す人を１人でも多く増やしていきたいと思います。

画像は全てイメージ



企業紹介スペースの見本 デザインは変更となる場合がございます。

技術と情熱で未来を創るモノづくり

自慢の
製品

サンプル　1ページ 掲載料金25万円

株式会社 日刊自動車製作所
東京都港区芝大門1-10-11芝大門センタービル3F
TEL.03-1234-5678　FAX.03-1234-5678
URL：http:www.abcdefg.ne.jp
E-mail：abcdefg@hijp.ne.jp
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正確無比な 匠  の  技  術代表者から メ  ッ  セ  ー  ジ

鈴木 太郎
代表取締役

佐藤 健二
技術者

株式会社 日刊自動車製作所

タテ268×ヨコ180mm

貴社の技術・製品紹介、企業紹介、技術者のコメント、社長のメッセージ等で、学生にアピール
していただけます。レイアウトフリー※ですので、ご要望がございましたら取材時に承ります。
見開き2ページも対応可能ですので、お問い合わせください。

●取材、写真撮影は日刊自動車新聞社の担当者が行います。また、取材は2020年3月末までに実施
　させていただく予定です。

※レイアウトがお任せの場合は、定型フォーマットをベースとさせていただきます。

テキスト 企業紹介および自慢の製品：170文字
 代表者メッセージ：140文字
 技術者メッセージ：140文字
画　　像 メインイメージ 1点、製品・作業風景 2点、
 代表者顔写真 1点、技術者顔写真 1点、外観 1点



企業紹介スペースの見本 デザインは変更となる場合がございます。
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鈴木太郎
代表取締役
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芝大門センタービル3F
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FAX.03-1234-5678
http:www.abcdefg.ne.jp
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株式会社 日刊自動車製作所

タテ130×ヨコ180mm

自慢の
製品

貴社の技術・製品紹介、企業紹介、技術者のコメント、社長のメッセージ等で、学生にアピール
していただけます。レイアウトフリー※ですので、ご要望がございましたら取材時に承ります。

●取材、写真撮影は日刊自動車新聞社の担当者が行います。また、取材は2020年3月末までに実施
　させていただく予定です。

※レイアウトがお任せの場合は、定型フォーマットをベースとさせていただきます。

テキスト 会社概要および自慢の製品：150文字
 代表者または技術者メッセージ：110文字
画　　像 製品・作業風景 2点、
 代表者または技術者顔写真 1点、外観 1点



企業紹介スペースの見本 デザインは変更となる場合がございます。

技術をつなげるグローバル社会を勝ち抜く！
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株式会社 日刊自動車製作所

タテ48×ヨコ180mm

リーズナブルな企業紹介スペースです。製品画像や簡単な企業紹介、

学生へのメッセージのみの掲載となります。

●取材なし資料提供のみ。

　弊社よりお送りする専用フォーマットに記入していただき、

　画像と共にメール等でお送りください。

●デザイン・レイアウトは全て定型フォーマットとなります。

●締め切り：2020年3月末

テキスト 企業紹介および自慢の製品：110文字
画　　像 製品または作業風景 1点、外観 1点（予備）

画像について
 ［保存形式］JPEG、PNG　 ［データサイズ］1MB以上
※スマホでの撮影で構いません。
※Excel やWord に貼り付けずにお送りください。
 



〒105-0012　東京都港区芝大門1-10-11　芝大門センタービル3F　
TEL 03-5777-2351（代表）　http://www.njd.jp

制作に関するお問い合わせ

日刊自動車新聞社

日刊自動車新聞社 営業支援部　TEL 03-5777-2621

発 行 日： 5月末

体　　裁： A4判　オールカラー　56ページ（予定）

配 布 先： 全国工業高等学校協会560校

料金表

  サイズ（タテ×ヨコ） 料金（税込）
1ページ 268×180mm 25万円
1/2ページ 130×180mm 15万円
1/5ページ   48×180mm   5万円

掲載募集要項

掲載内容（予定）

企業紹介スペース

紹介スペースは3パターンをご用意しております。本冊子は、あくまで学校教材として考えていただき、販促広告、

具体的な就職情報（給与、待遇内容）などは掲載できませんので、ご了承ください。

●技術者の魅力、安定した就職先、将来性 ●自動車産業の中のモノづくり。大企業から町工場まで

●現場で活き活きと働く先輩達からのメッセージ ●どうしたら就職できるか。企業が求める人材とは

当社は1929年、「日刊自動車新聞」を
創刊以来、90年に渡り自動車産業の
発展と共に歩んできました。また、
月刊誌・求人情報誌・書籍の発行、デー
タ配信、イベント開催など、あらゆる
形で業界の情報を発信しています。

当社が発行している
リクルート関連の冊子


