従業員募集のご案内

LIFE LINE PROTECTING TECHNOLOGY

ここに住む人の
ライフラインを
守る確かな技術を︒

Philosophy

弊社は創業以来、地域の生活や経済活動に欠かせない
電気工事を担ってきました。
これまで長く地域で経済活動をさせていただけているのも、
多くの皆様にお付き合いいただいているおかげです。
現在では、生活に必要なライフライン【でんき・くうき・みず】即ち
照明などのでんき、エアコンなどのくうき、水道などのみずを
設計施工メンテナンスを通じて地域のお役に立つべく邁進いたします。

この地域の安心を
確かな技術で守り抜く︒

社名に込めた「３つの意味」

Message

お客様のトラブルにもライフライン全てを自社でメン
テナンス対応出来るため喜んでいただける事が多くと
てもやりがいのある仕事であり、住宅やプレハブなど
小規模なものから、学校や病院、スキー場などの大規
模な工事やメンテナンスを幅広く行うので、スキルが高
くなり立派な技術者へと成長できます。
また、仕事のみならず、各種資格取得の為の講習会や、
社会人としてのスキル向上を目的としたセミナーなど
積極的に学ぶ場があり技術者として、また社会人とし
て共に立派な人財となることが出来ます。

代表取締役

関 聡
Seki Satoshi
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I N T E R V I E W about W O R K S
働いている人に聞いてみました！

VOICE

VOICE

01

02
先輩から言われた

our
What is? y
Dream

﹁これ任せたよ﹂が

自信に繋がった！

サポートが凄い！

一人前になるまで︑

全力で支えてくれる

What is your
Dream?

私が入社2年目の頃、初めて物件を任されるこ

電気は生活に欠かせないので必ず世の中の役

とになり、戸惑いながら毎日必死に作業をしてま

になれると思い又会社の成長から勢いを感じて

した。その頃は仕事を覚えるのに自分で資料を調

共に成長できると思いこの会社へ入社しました。

べたり、関係業者の方からやり方を教えてもらっ
たり…とても大変でした。
ですが、今は私を含め先輩がやさしく丁寧に教
えるので、心配いりません！新人のサポート、教育
体制も整い充実しているので、安心して仕事を覚
えることができます！
私は今後、総合設備業の従業員として地域に

入社前はどんな先輩がいるのか人間関係が不
安でしたが、そんな不安は初日から無くなりまし
た。気さくに先輩から話しかけてくれたり、仕事中
にわからないことがあり困っていると先輩から声
をやさしくかけてくれていつも助けていただいて
ます。

貢献できる人になりたいと思っています。多種多

自分はまだ半人前なのでもっと仕事を覚え人

様な資格取得の費用負担や講習会出席も会社で

として成長し、いつの日かお客様から「ありがと

サポートしてくれるので、夢を目指して全力で勉強

う」と言われる職人になりたいと思います。

してゆきます！

松井

渉（課長代理）

2012年入社
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電気工事

貝瀬
2019年入社

憂斗
電気工事
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SCHEDULE

SCHOLARSHIP

ラジオ体操

とある新人の一日を追ってみました

Pick up!

am 7:50

奨学金返済支援プログラムで
卒業後も安心！

現場作業
1日の始まりはラジオ体操で体を動かし怪我の無
い様に元気良く運動。仕事スイッチをON。

am 9:00

右記の条件を満たしていれば、給与と併せて
上限100万円を支援金として支給いたします。

お昼休憩

卒業の場合

am 12:00

図面チェック
午後からの栄喜を養うためにしっかり休憩。現場
の職人さん達とも仲良く雑談しながらコミュニ
ケーションもバッチリ。

pm 1:00

午後からの段取りを業者さんと確認。図面と現場
との間違いが無いかチェックを行い午後からの作
業開始。

専門知識を基礎から
しっかり学べる

pm 4:00

退社

趣味タイム

技術者の育成

●基本は１対１の
技術指導
学生の時からやっている趣味のスケボーをやる時
間もしっかり取れて気分転換。仕事も趣味も充実
できます。

れば
ガンバ
ここを だ！
一人前

独学だけでなくサンテックススクールで
しっかり学習する場を提供し国家資格取得を
サポートします。

!
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TRAINING

pm 7:00

資格取得に向けた
充実のサポート

本物の
プロの
看板を
背負う
た
め
基礎が一 に、
番大切
！

本日の仕事の最終チェックと明日の仕事の確認が
終わったら帰宅。仕事モードOFFでプライベート
タイムへ。

新潟県立テクノスクール
電気施設課にて一年間を
かけてしっかり学びます。

次の工期に入る現場の図面描き。図面作成から現
場の配線までお任せ下さい。常に先を見て効率良
く仕事を意識。

pm 5:30

［他支援制度との併用］
併用可。但しローテックからの支出は
上限100万円とし、借入金以上の支援
は行いません。

奨学金返済支援制度で卒業後も安心！
入社時の弊社指定条件を満たしていれば
ローテックより最大 100 万円の奨学金返済を支援致します。
大学や専門学校で学んで来て頂いき現場で即戦力の方も大歓迎。

大学・専門学校
卒業の場合

図面描き

Ⓐ独立行政法人日本学生支援機構
（第１種・第２種）
Ⓑ新潟県奨学金
（月額で貸与されたものに限る）

ローテックへ入社してから
新潟県立テクノスクール電気施設課にて一年間をかけてしっかり学べます。
毎月の給料の支払いはもちろん、掛かる学費は会社がすべて負担いたします。
（対象学校は今後増えていく予定です。）

高校

会社から現場へ移動し仕事開始。工期に間に合わ
せる為に段取り良く、間違いが無い様に丁寧に配
線作業。

［返済支援プログラム対象者］
□ローテックの社員（入社時の条件有）
□指定の奨学金制度を利用している

LAWTECH 独自の奨学金制度

先輩社員から集中して学べるように
OJTを実践しています。

●立派な社会人になるため

ROAD MAP

16 年 ‑

プロとして、社会人として
成長をしっかりとサポート

11 ‑ 15 年
08 ‑ 10 年

技術者としてだけでなく、
社内の方針を考え実行する人
財になろう！

一流の技術者としてどこに
出ても胸を張れる、真の
プロフェッショナルになろう！

社内外各種セミナーや
研修会へ参加

人生の悩みを乗り越えるため、
またはビジネスマンとして
立派になるための研修を行います。

後輩を教え育てられる、
頼りになる先輩を目指そう！

社内コミュニティ

地域貢献活動

05 ‑ 07 年
仕事を任せられるプロの
技術者へ成長しよう！

01 ‑ 02 年
専門学校に通って技術のイロ
ハをしっかりと身に付けよう！
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会社を活用して技術者としても

02 ‑ 04 年

社会人としても立派に成長し

現場で実践！学びを活かして
社会貢献の第一歩

自立した幸せな人生を設計できる
人になろう！

ボウリング大会

マラソン大会

登山

社内研修旅行

桜まつりボランティア

地域清掃活動
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ここに住む人の

ライフラインを

守る確かな技術を︒

〒949‑6680
新潟県南魚沼市六日町2250番地
ＴＥＬ（025）
772 ‑ 2054
ＦＡＸ（025）
773 ‑ 2035
ＵＲＬ https://www.lawtech-inc.jp

