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当社はラベラーのメーカーです

STKトレーディング株式会社

内

自己紹介

Q. ラベラーって？

主にラベラーを35年前から製造販売しています。会社
は新横浜の駅から歩いて７分の、ケヤキ並木の美しい、
洒落たオフィス街にあります。社員は社長を含め9人の、
小回りの効く会社です。
仕事は目的がはっきりしているので楽しいです。ボト
ルラベラーという切り札で業界No.1です。
この業種で日
本一になりたいと願い、努力を積み重ねた結果です。な
んにでも手を出す器用さよりも、努力の継続が力だと信
じ、設計製造にかかわる人も営業職も、お客様の満足の
ために励んでいます。
規模が小さくてもやっていけるのは、社内に部品加工
部門を持たないからです。協力工場に恵まれているから
こそ出来ることですが、分業はとてもうまく機能していま
す。
販売先は北海道から沖縄まで。今までは薬品、化粧品
が主な販売先でしたが、印刷、電気、健康食品、食品、IT
産業と裾野が広がってきています。

A. ラベルを貼る機械のことです
ラベルは主に美粧、情報表示用に使われます。商品に
ラベルを貼っていないものはないといえるほど普及して
います。
どこの会社も商品に差別化を図るため、言い換
えれば、他所より多く売るために、
ラベルを使うのです。
ボトルラベラーは、その中でもボトルにラベルを貼る
ことに特化しています。実は、ほとんどの商品はボトル容
器にいれて売られています。
ラベルを貼っていないドリンク…これをどうぞと勧め
られた場合を想像してみてください。いかがですか？中
身（成分）、製造元が分からないと不気味ですね。
ラベルは商品の顔であり、
信用となる物であることを
忘れずに、使いやすい製品
を作り続けることを日々心が
けています。
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営業部の紹介

設計部の紹介
営業が商談を探してく

設計はお客様のニーズ

る事から全てが始まりま

や営業の市場調査をもと

す。お客様の要望をよく

に機械の構想を立て、図

聞き、我が社が出来る最

面を作成します。試作・

適な提案、プレゼンを行

評価・テストを繰り返

います。

し、製品を生み出す仕事
です。

ご注文を頂いたら、機
械の製造が始まります。入社当初は自分が納品する機

開発ツールとしては、CADや高速カメラ等を使いま

械の組み立てに参加することもあります。機械に触る

す。試作の部品加工は、ボール盤をはじめ旋盤やフラ

ことを繰り返す事で、機械の知識をより深める事が出

イスを使用して、自分で設計した部品を加工します。

来ます。
試作機の組立ても、電気配線や機械を動かすためプ
機械は納めたら終わり、ではありません。日々使っ
ていく中で色々な相談を受ける事があります。この相

ログラムも含め、社内で行います。自分の考えた機械
が形になる瞬間が、設計業務の一番の醍醐味です。

談を誠実に受ける事で、お客様との間に信頼関係が生
まれます。

もちろん、機械を作るための原価の事を考えるのも
設計の大事な仕事の一部です。

また営業は、新製品開発の種を見つけてくるという
大事な仕事もあります。お客様から信頼を得た上で頂

自分たちの生み出した機械がお客様の役に立って喜

く相談の中には、必ず新製品開発の種が埋もれていま

んでもらえている。この喜びや達成感は他では味わえ

す。このやりがいのある仕事を一緒にやりませんか。

ないほど大きなものです。

製造部の紹介

総務・経理部の紹介
製造部は製品となる機

総務の経理担当として

械の組み立てを行います。

入社してまだ一年です。

作業伝票に記載されてい
る内容を確認し、納品日に

会社では毎週ミーティ

間に合うように加工、組み

ングがありお互いの仕事

立て、動作確認を行います。

の進み具合を報告したり、
意見や要望を出し合いま

仕事はドライバーやレ

す。そこに 私も参 加しま

ンチを使用するような組み立て作業だけでなく、はんだ

すが、営業・設計・製造の方たちの具体的な現場の話

を使う配線作業や、穴あけ、やすりがけなどの加工作業

を聞き、自分がやるべき仕事にも気持ちが入ります。例

も行います。

えば、経理が担当をするお金の動きについても、単に
数字にミスが無いように、というだけではなく、｢あの容

自分が作製した機械が世に出て、お客様の作業の手
助けになれることが毎日の仕事のモチベーションです。

器の分だ｣｢あのお客様だ｣ともっと親しみを持って取り
組むことが出来ます。

完成した機械が正確に動くかどうか、出荷前に動作確

「機械の製造・販売」と聞くと硬いイメージで、女性

認を行います。機械の不具合がないかチェックするとき

はとっつきにくく思うかもしれません。でも、対象とな

は緊張しますが、製造者として強い責任感の元、作業を

るのは化粧品や食品が多く、お客様の名前を聞いたり

おこなっています。

お預かりしたサンプルを見たりすると、一気に親近感が
湧きますよ。

自分は学生時代、陸上部でタイムを縮めるために日々
鍛えていました。今は機械をいかに早く正確に作れるか
というタイム短縮に挑戦しています。

女性の方も歓迎します。一緒に会社を盛り上げましょ
う。

第2章の幕開け

代表より

世界はこの20年間で、技術も情報も隔世の進歩を遂げ

就職活動に励んでいる学生の皆さま、はじめまして。数

ました。インターネットがそれを加速させ、望みさえすれ

ある企業の中から、弊社に興味を持っていただき、あり

ば誰でも、欲しい材料と情報を手に入れることが出来る

がとうございます。初めての就職活動で、不安と期待の

時代です。

中で奮闘しておられると思います。

私たちの業界も新しい時代に突入しています。商品に

弊社は、
ラベラーの製造販売を行っているメーカーで

は商品名だけでなく、製造者、製造年月日、成分、カロリ

す。ボトルラベラーをはじめて35年になります。少人数の

ー、アレルギーなど様々な情報を表示するように求めら

会社ですが、大会社にはないフットワークの軽さや、業

れています。また、その商品を製造するのに必要な電力

界でのシェアの高さという強みがあります。経験できるこ

が、環境にやさしいエネルギーを使用しているかを購入

とも数多くあります。

の判断の基準にする時代でもあります。
しかし、
これらの
多くの情報をラベルに表示させると文字は限りなく小さ

現在若手を増員し、新しい取り組みを始めています。
も

くなり、高齢者にとって読むことが苦痛になります。それ

のづくりが好きな方、人の役にたてることを嬉しく感じら

を回避するために、製造業者は試行錯誤しています。

れる方、ぜひフレッシュな気持ちで私たちと共に挑戦し
てみませんか。新しい取り組みとはすなわち、新製品の

例えば情報を持たせたバーコードや画像をラベルに
印刷し、それをスマートフォンに読みこませると、情報を

開発、そしてその販路拡大です。
とてもやりがいのある仕
事です。

表示させる事ができるようになりました。また、アンテナ
付きICチップをラベルに埋め込み加工をし、無線でデー
タの読み書きができるようにもなってきています。
こちら

共に成長しあえる仲間が増えることを楽しみにしてい
ます。
ご応募を心よりお待ちしています。

はまだコストが高いようです。
需要にも新しい時代が来ています。消費者の多様な需
要に的確に応じていくということが、求められています。
企業も常に新進の脱皮をしなくてはなりません。それを
支えるのは、最終的には組織力より人間力です。
仕事を追及していくと、その奥深さに日々感動がありま
す。その間口の広さに戸惑うこともあります。挑戦を繰り
返す中で、全国の販売網と製品開発のノウハウを、我々
の資産として積み上げることができました。そして今私た
ちは、その資産を生かした、新しい商品開発に取り組み
始めました。すなわち第2章の幕開けです。第2章を遂行
するのに、新しい人材を必要としています。先に示したイ
ラストの、すべての部門で増員を必要としています。
私たちは、大事なことを決めるとき、皆が情報や意見を
持ち寄って決めます。職場には活気があります。やりがい
もあります。緊張もあり、一人一人の責任も重い物があり
ます。新しい仲間には、
この会社の将来を担って貰う事に
なります。
これをチャンスと捉え、チャレンジしたいと思
われる方に対して、STKトレーディングは格好の機会を提
供できると思っています。

代表取締役

片岸 大助

■会社概要

■募集要項

社

名

エスティーケートレーディング株式会社

職

種

住

所

神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8

勤務時間

9:00〜18:00

STK Trading Co., Ltd.

電話番号

営業、総務、経理（2〜3名）
開発、製造組立、品質管理（2名）

新横浜ナラビル

勤 務 地

本社

045-475-3641

休

日

土・日・祝日

F A

X

045-475-3643

賞

与

年2回

代

表

片岸 大助（1973年生まれ）

昇

給

年1回

創

業

1972年1月

福利厚生

設

立

1975年10月

社会保険完備、退職金制度、慶弔給付金制度、
健康診断（年に1回）

資 本 金

1000万円

従 業 員

6名

決 算 期

3月

納入先:

事業内容

ラベラー、印字機、
自動機の製造販売、及び

エーザイ㈱、花王㈱、カゴメ㈱、カネボウ㈱、カルピス㈱、塩野

輸出、
ラベル・シール、印字リボンの販売

義製薬㈱、㈱資生堂、㈱ソニーミュージックマニュファクチュア

Cap Coder社の日本輸入代理店

リング、大正製薬㈱、大日本印刷㈱、㈱ディーエイチシー、㈱ファ

三井住友銀行 新横浜支店

ンケル、㈱日立製作所、ポーラ化成工業㈱、㈱ヤクルト、㈱リコ

みずほ銀行 新横浜支店

ー、ロート製薬㈱

横浜信用金庫 新横浜支店

他、食品、健康食品、製薬、医薬、化粧品等の業界

取引銀行

U

R

L

http://www.stik.co.jp/
ホームページにも詳しい情報を掲載しています

■主な納入業界・納入先

■試作開発のためのツール
CAD（2D、3D）、マイクロスコープ、ハイスピードカメラ、ボール
盤、旋盤（Myford製）、フライス盤、バンドソー、3Dスキャナー、
3Dプリンター、オシロスコープなど

