
         

採用情報 

 

 

 
弊社求人情報をご覧頂きまして有り難うございます。 

我々は戦後間もない昭和 21 年、印刷用インキの販売を目的に創業された「久保井勘次

郎商店」を前身とし一貫して印刷用インキの製造販売に携わって参りました。今では業

歴も 70 年を超え、企業規模は決して大きくありませんが少しづつ姿を変えつつ、少し

づつ成長を続けております。 

ただ、我々が歩んだ 70 年は決して平たんだった訳ではありません。戦後の混乱にはじ

まり、オイルショック、バブル崩壊、消費税導入、リーマンショック、度重なる震災な

ど、数々の苦難を乗り越えて来られたのは弊社に脈々と受け継がれた「顧客第一」と「挑

戦」の精神だと自負しております。 

現在弊社の成長の原動力となっている UV インキと特殊インキも長い時間を掛けて育ん

だ事業です。  

ある新入社員が入社時に初めて見た UV インキがその後の弊社の成長の原動力であり、中堅社員となった彼はこの

製品に心からほれ込み、定年まで 40 数年に渡り販売に尽力しました。今でも少しづつ形やスペックを変え、世界

中で販売されている製品です。 

常に顧客の声に耳を傾け、不可能と思いたくなるような事でもやってみる。そんな事の積み重ねで現在の弊社の礎

はできています。 

 

私たちのメインフィールドである印刷業界は未来が明るいと言われる業界ではありません

が、日本の GDPの１%を超えるシェアを持ち日本を支える基幹産業の一翼を担う大きな産

業です。私たちは今からここで大きな変革を起こしたいと考えています。弊社の強みである

香りインキやその他の特殊インキの力を最大限に活用し、「香りの印刷」市場を開発し、現

在は潜在している香り付き印刷物の市場規模を最大化し、私たちはそこでナンバーワンに

なります。私たちはインキ会社であると同時に香りの印刷会社になるのです。 

インキ会社である私たちが「香りの印刷」を行い消費者へ販売することは、印刷会社にとっ

て喜ばれる事では無いかも知れません。しかし、そのリスクを恐れて変化と挑戦を怠る事こ

そが最大のリスクとなるのです。 

香りの印刷市場開発はまだ始まったばかりですが、この挑戦には多くの時間と仲間が必要

です。 

「香り印刷」という名の挑戦に花が咲くのはもしかしたら今年入社してくれたあなたが中堅社員として活躍している頃かもし

れません。私たちと共に新たなマーケットに挑戦し、誰もやっていない仕事をしてみませんか。 

私たちと共に新市場開発に挑んで頂ける仲間を心から歓迎致します。ご応募、お待ちしています。 



 

  

法令順守で安心安全 

久保井インキは社員の皆様に安心して長く働いて頂け

るよう労働基準法をはじめとし、当社の事業に関わる全

ての法律の完全順守を徹底しています。 

残業は毎月平均 10時間未満、残業手当は１分単位で

支給しており、パート社員だって有給休暇がもらえま

す。 

はたらく人たちの「当たり前の権利」を当たり前に行使で

きる会社であることが、企業経営の最初の一歩だと考え

ています。 

 

永年の安定経営による強固な財務基盤 

自己資本比率は 50％を超え、その他の様々な経営指数

も殆どが「優良」の水準です。 

安心して働いて頂くうえで「この会社、将来大丈夫か

な？」なんて疑問を持たれることが無いよう、盤石で強固

な財務基盤に守られています。 

  

独創性の高い製品開発と市場開発 

久保井インキの事業は３つに分ける事ができます。 

１つはシールラベル印刷用 UVインキ事業です。大手メ

ーカーがしのぎを削るシールラベル用 UVインキ市場に

あって、弊社は約 11%のマーケットシェアを持ち業界第２

位に付けています。 

２つ目は温度で色が変化する「示温インキ」と呼ばれる

インキや、香りを印刷できる「香料インキ」などの特殊イ

ンキ事業です。様々なセキュリティ印刷やノベルティ等

に採用されており、皆様の安心安全な生活にひと役か

っていると自負している事業です。 

３つ目は「香り印刷」事業です。現在は「香りの印刷」と

呼ばれるマーケットはほぼ存在しませんが、我々は「香

り印刷」製品の開発を行い、未知なる市場を開拓しま

す。決して楽な道ではないと考えていますが、誰もやっ

ていない、マネをする事が難しい市場でパイオニアにな

るべく事業に励んでおります。 

盛んなイベント、飲み会は会社持ち 

新しい仲間が増えたとき、私たちは必ず新入社員歓迎会

を開催し、少しでも早く居場所が作れるように新しい仲間

を心から歓迎します。 

夏には社員のご家族や OBを招いて「家族会」を行い、ご

家族にはお父さん、お母さんがどんなところでどんな人た

ちと働いているかを知ってもらい、安心して「行ってらっし

ゃい！」と言って頂けるよう努めています。 

これ以外にも忘年会、会議のあとの懇親会等々たくさん

のイベントがあります。 

これらの費用、二次会費用を含めて全て会社持ち。皆さ

まの会社を思う気持ちに少しでも応えたいと考える会社

からのささやかな恩返しです。 

 

 



 

提携保育園のご案内 

 

お子様の声を聞きながら会社でランチ。 

そんな会社を目指しています！ 

 

産休・育休制度を活用するのは当然として、育休

明けの復職プラン作りもワークライフバランスに配

慮した企業としてとても重要と考えています。 

 

  

子育て中でも安心して働ける職場作りの為に 

近隣の保育園と契約することで、弊社従業員のお子様が 2名まで入園で

きる枠を確保しており、ご希望の方は保育園でお子様を大切にお預かり

します。  

 

保育園は会社から徒歩 1分の距離にあり、保育中の急な発熱でもすぐに

お子様に会いに行けますので、安心して業務に取り組んで預けます。  

もちろん、休憩時間にお子様に会いに行っても、会社へ連れて来て一緒

にランチをしても OK！  

 

小さなお子様の声を聞きながら会社でランチ。そんな風景が弊社の日常

になれば嬉しい限りです。 

 

 

 

保育時間と利用について 

       保育園の利用をご希望される方は総務部までお問い合わせ下さい。 

開園時間 通常は 8:00〜19:00まで 

対象年齢 生後 57日〜就学前まで（3月 31日） 

保育料金 

0歳児 35,900円 

1歳〜2歳 35,700円 

3歳児 30,600円 

4歳以上 27,100円 

※保育に関する諸経費、その他雑費等は別途必要です。  

 

 

 

 



先輩の声（営業職） 四年制大学卒  

 
 

1. 久保井インキを選んだ理由 

前職は小売業で店長やスーパーバイザーをしており、様々なメーカー品を販

売するうちに自社製品を販売したいという思いが強くなったためです。ふた

つめは、販売という職種がら勤務時間や休日が不規則だったため、家族との

時間が満足いくものでは無かったためです。 

久保井インキは、香りのするインキや温度に反応するインキなどの特殊なイ

ンキの開発製造を得意とするメーカーであることに魅力を感じました。ま

た、募集要項に記載されていた残業時間が少なく、年間休日もしっかりとあ

るため、私の希望とマッチし志望いたしました。 

 

2. 業務内容を具体的に 

印刷会社への営業、香り印刷事業の営業が主な仕事内容です。既存のお客様

へ定期的に訪問し、印刷物に適したインキを提案したり、印刷トラブルをイ

ンキで解消できないかなどの相談を受けたりします。 

新たな取り組み「香り印刷」事業では、大手メーカーや有名アニメ作家、広

告代理店から個人事業主様まで幅広く様々な提案を行い、香りの印刷物を制

作いたします。また、定期的に展示会への出展などもあります。 

 

3. 仕事を通じて何を学びましたか 

お客様、社内での報告・連絡・相談など、話や情報はしっかりと聞いて、し

っかり伝える事が大切だと学びました。正しい解答を得るためには、正しい

情報、十分な情報量が必要で、これらが十分でないと間違った解答が出てき

てしまう可能性があるためです。 

 

4.応募してくれる人たちへ 

私はインキ業界も印刷業界も未経験でしたが、分からない事は聞きやすく、

安心して働ける環境です。久保井インキで仕事もプライベートも充実させま

せんか？ご応募お待ちしております。 

 

 

1日のスケジュール 

 
8：20 

出社 

 

8：30 

メールチェック 

本日の資料確認 

 

9：15 

外出。2社と商談 

 

12：00 

ランチ 

 

13：30 

午後の打ち合わせ 

 

15：30 

帰社。 

香り印刷の問い合

わせへの対応 

サンプル作成 

 

17：00 

明日の資料作成 

 

17：45 

退勤。場合により

18：30位まで残って

仕事をすることもあ

ります。 
 

 



先輩の声（事務職） 四年制大学卒  

 
 

1. 久保井インキを選んだ理由 

事務職は未経験でしたが、Excel・Word等の勉強をしていたこともあり事

務員という業種に興味を持ちました。そのなかでもインキに香りが付いてい

るという『香料インキ』に興味をもち、その業務に携わっていきたいと思い

志望しました。前職では人と関わることが多く、コミュニケーションの大切

さを学びました。その経験を活かし電話対応・来客対応等を通じてお客様と

関わっていきたいと思いました。 

2. 業務内容を具体的に 

インキを製造するために必要な配合データーの入出力・原料の管理・来客対

応・電話対応・納品伝票の発行・お客様の希望に沿って商品を納品できるよ

う納期の調整なども行っています。 

お客様のご希望に添えるよう、対応させて頂きます。 

3. 仕事を通じて何を学びましたか 

一つのモノを会社で作り上げていくには社内での報連相が重要であり、コミ

ュニケーションの一部でもあると学びました。一人一人が持っている知識・

情報などは異なると思います。それを共有し合うことで仕事の幅が広がると

感じました。 

4.応募してくれる人たちへ 

経験がある方でも未経験の方でも学べることがたくさんあり、自分が成長で

きる職場です。 

職場の雰囲気も良好で気軽に質問ができ、一から丁寧に教えてくれる先輩ば

かりなので安心して働けます。 

 

1日のスケジュール 

 
8：25 

出勤 

 

8：30 

・前日の伝票処理 

・各種書類発行 

・電話対応 

・来客対応等 

 

12：00 

お昼休憩 

 

13：00 

午前中の業務の続

きや急ぎの対応も 

 

15：30 

急ぎの引き取りに

来られたお客様へ

の対応 

 

17：45 

退勤 

 



 

先輩の声（製造職） 四年制大学卒  

 
 

1. 久保井インキを選んだ理由 

「もの作り」という仕事をしたくて製造職を志望しました。 

顧客要求に「出来ません」を言わず「やってみます」とこたえるチャレンジ

精神の高さや、よく言われる「汚い工場」という思いを覆す世界一綺麗なイ

ンキ工場を目指す点など、ハイレベルな仕事を望む姿勢に感化され自分もこ

こで仕事をしてみたいと思い入社しました。 

2. 業務内容を具体的に 

入社後、新入社員教育、ＯＪＴを経て現在は主に製造オペレーターをしてい

ます。 

ただ単に原料を配合して製品を作るだけではなく、用途によって使用する原

料が違うので確認作業も多く、お客様の求める状態にあるのか様々な検査も

同時進行で製品作りを行っています。 

最近では新商品の開発のお手伝いもさせて頂いており、それがモチベーショ

ンにも繋がっています。 

3. 仕事を通じて何を学びましたか 

何事にも手順やルールが有り、それを守る事の大切さを学びました。 

手順やルールというものは理由があって作られた「先人の経験と汗と英知」

の結晶であり、そこから逸脱して作業を行うとミスが生じる可能性がありま

す。そして、なぜその手順が存在するのか、そのルールが設けられているの

か、自分で理解する必要があることも学びました。 

4.応募してくれる人たちへ 

何の知識もなく入社した私ですが、多くの先輩社員の方たちに助けられなが

らやってこれました。 

困った時に一緒に考え助けてくれる先輩が多く、未経験でも始めることがで

きますのでご安心ください。一緒に久保井インキを支え、発展させていける

仲間を待っています！ 

 

1日のスケジュール 

 
8：20 

出勤 

 

8：30 

一日の作業確認 

業務準備 

原料確認等 

 

12：00 

昼休憩。先輩や同

僚の方たちと食事

をしつつ、リフレ

ッシュします。 

 

13：00 

午後からの業務 

残った業務と急ぎの

仕事をこなします。 

 

14：00 

上司の指導のもと

製品開発を勉強し

ています。 

 

17：45 

退勤 

上司に食事に連れ

て行ってもらった

り、繁華街でアフ

ター5を楽しんで

充実しています。 
 



 

営業職 

募集形態 正社員 

勤務地 本社又は東京営業所 

就業時間 8：30～17：45（休憩 12：00～13：00、17：45～18：00） 

休日 

日曜日、祝祭日、土曜日（祝祭日のある週は出勤） 

夏期休暇、冬期休暇。例年 115日程度。 

お客様の行事や業界団体の会合等で休日出勤になる場合がありますが、振替休日が取得で

きます。 

応募資格 

●高卒以上、要普通免許 

●全国へ出張が可能であること。 

●基礎的な PC操作（メール、ワード、エクセル）が出来ること。 

●貿易担当者は TOEIC800点程度又は同等以上の英語力を有し、海外への出張、英語での

業務会話に支障が無いこと。 

給 与 

●235,000円～260,000円(月間 30時間までのみなし残業手当を含みます) 

●賞与年 2回（7月、12月）、給与額見直し年 1～2回（4月、随時） 

●上記金額はあくまで最低保証額の目安ですので、詳細は応募時にお問い合わせ下さい。 

有給休暇 入社後 6ヶ月で 10日、その後 1年経過すれば 12日（最高 20日） 

退職金 退職金共済、中小企業共済加入 

交通費 
●10,000 円～30,000円/月を限度に月次支給 

●勤務地、職種、勤務日数、雇用形態により異なります。応募時にお問い合わせ下さい。 

福利厚生 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、産前産後休暇、育児休暇、震災ボランテ

ィア休暇、ドナー休暇、親睦会補助、自己啓発支援制度、資格取得支援制度、永年勤続者

表彰制度、各種医療費補助等々 

必要書類 
面接時 ： 履歴書、職務経歴書 

採用時 ： 卒業証明書、成績証明書、健康診断書（健診費用は会社負担） 

選考 適性検査、一般常識、国語、数学、英語（貿易担当のみ）、面接 

教育制度 

●新入社員教育（入社後 1年間） 

●社内研修、外部講師による講習、防災訓練 

●その他（OJT教育、管理職教育等） 

その他 

●弊社業務は色彩の判定能力が非常に重要なポイントとなります。 

●弊社は休憩室を含め敷地内全面及び社有車内も完全禁煙です。 

●弊社は労働基準法の完全順守を徹底しており、残業手当は１分単位で支給しています。

また、働く女性を支援する為に産休・育休の取得を推奨しており、復職後は時短勤務等の

支援制度を利用できます。 



 

事務職 

募集形態 正社員、パート社員 

勤務地 本社又は東京営業所 

就業時間 
8：30～17：45（休憩 12：00～13：00、17：45～18：00） 

パート社員は応談 

休日 
日曜日、祝祭日、土曜日（祝祭日のある週は出勤） 

夏期休暇、冬期休暇。例年 115日程度。 

応募資格 
●高卒以上 

●基礎的な PC操作（メール、ワード、エクセル）が出来ること。 

給 与 

正 社 員 ： 月給 180,000円～190,000円（保有資格により変動） 

賞与年 2回（7月、12月）、給与額見直し年 1～2回（4月、随時） 

パート社員 ： 時給 1200～1400円（保有資格により変動） 

有給休暇 
入社後 6ヶ月で 10日、その後 1年経過すれば 12日（最高 20日） 

パート社員は勤務日数により法廷日数を付与されます。 

退職金 退職金共済、中小企業共済加入（正社員） 

交通費 
●15,000円/月を限度に月次支給 

●勤務地、職種、勤務日数、雇用形態により異なります。応募時にお問い合わせ下さい。 

福利厚生 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、産前産後休暇、育児休暇、震災ボランテ

ィア休暇、ドナー休暇、親睦会補助、自己啓発支援制度、資格取得支援制度、永年勤続者

表彰制度、各種医療費補助等々（雇用形態により異なります） 

必要書類 
面接時 ： 履歴書、職務経歴書 

採用時 ： 卒業証明書、成績証明書、健康診断書（健診費用は会社負担） 

選考 適性検査、一般常識、国語、数学、英語（貿易担当のみ）、面接 

教育制度 

●新入社員教育（入社後 1年間） 

●社内研修、外部講師による講習、防災訓練 

●その他（OJT教育、管理職教育等） 

その他 

●弊社業務は色彩の判定能力が非常に重要なポイントとなります。 

●弊社は休憩室を含め敷地内全面及び社有車内も完全禁煙です。 

●弊社は労働基準法の完全順守を徹底しており、残業手当は１分単位で支給しています。

また、働く女性を支援する為に産休・育休の取得を推奨しており、復職後は時短勤務等の

支援制度を利用できます。 

 



製造職 

募集形態 正社員、パート社員 

勤務地 本社又は東京営業所 

就業時間 
8：30～17：45（休憩 12：00～13：00、17：45～18：00） 

パート社員は応談 

休日 
日曜日、祝祭日、土曜日（祝祭日のある週は出勤） 

夏期休暇、冬期休暇。例年 115日程度。 

応募資格 
●高卒以上 

●基礎的な PC操作（メール、ワード、エクセル）が出来ること。 

給 与 

正 社 員 ： 月給 180,000円～190,000円（保有資格により変動） 

賞与年 2回（7月、12月）、給与額見直し年 1～2回（4月、随時） 

パート社員 ： 時給 1000～1050円（保有資格により変動） 

有給休暇 
入社後 6ヶ月で 10日、その後 1年経過すれば 12日（最高 20日） 

パート社員は勤務日数により法廷日数を付与されます。 

退職金 退職金共済、中小企業共済加入（正社員） 

交通費 
●15,000円/月を限度に月次支給 

●勤務地、職種、勤務日数、雇用形態により異なります。応募時にお問い合わせ下さい。 

福利厚生 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、産前産後休暇、育児休暇、震災ボランテ

ィア休暇、ドナー休暇、親睦会補助、自己啓発支援制度、資格取得支援制度、永年勤続者

表彰制度、各種医療費補助等々（雇用形態により異なります） 

必要書類 
面接時 ： 履歴書、職務経歴書 

採用時 ： 卒業証明書、成績証明書、健康診断書（健診費用は会社負担） 

選考 適性検査、一般常識、国語、数学、英語（貿易担当のみ）、面接 

教育制度 

●新入社員教育（入社後 1年間） 

●社内研修、外部講師による講習、防災訓練 

●その他（OJT教育、管理職教育等） 

その他 

●弊社業務は色彩の判定能力が非常に重要なポイントとなります。 

●弊社は休憩室を含め敷地内全面及び社有車内も完全禁煙です。 

●弊社は労働基準法の完全順守を徹底しており、残業手当は１分単位で支給しています。

また、働く女性を支援する為に産休・育休の取得を推奨しており、復職後は時短勤務等の

支援制度を利用できます。 

 


