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Website

Apr-1950 360

Sales

Salary

 Qualification

 B.A. ：

 B.S. ：

Results of hiring

students from abroad

International employees as of March 2020 (including subsidaries), China:8 Taiwan:2 Vietnam:2 Tunisia:1 Malaysia:2

New graduate joining from April 2021, China:1 Malaysia: 1

Message to Students

As a construction industry machine manufacturer, we are promoting our global business with offices not only in Japan

but in China and ASEAN countries.

We are looking for candidates who can strive globally both in and outside of Japan.

About

hiring

information

Selection Process Entry (Rikunabi)→Entry Sheet→Selection (Aptitude Test, Interview)→Interview→Offer

Entry Sheet Deadline 2020/3/31

Recruiting

Information

Job type
Comprehensive (Technical/Office work)

General (Technical/Office work)

Job description

Technical Work: Design (mechanical/electrical), inspection and maintenance of factory machinery, other maintenance

work

Office Work: Domestic sales, International sales, Accounting, Purchasing, IT, HR

Work location
Comprehensive：All offices

General：Office of choice

Master student：219,000 yen

Degree student：204,000 yen

Other allowances

Commuting (55,000yen/month), Family,

Transfer, Tokyo, Fuel (cold region) and other

allowances

Those graduating 4 year university or graduate

school between Sep, 2021 and Mar, 2022

Japanese level

business intermediate

level(Equivalent to N1) Other Language

Level
TOEIC 700 or equivalentbusiness intermediate

level(Equivalent to N1)

Company

Profile

Business Description

Design, manufacture, sales and maintenance of construction machinery and material handling equipment (batcher

plant, temporary equipment, conveyer and environmental equipment).

One of the TOP 3 in bachter plant industry.

In the conveyer industry, made subsidary acquisition of Izutec, which has dealings with car manufacturers such as

TOYOTA.

Location 7F EDGE HONMACHI Building, 2-3-12 Minamihonmachi, Chuo-ku, Osaka

Overseas location Singapore, Vietnam, Philippines, China, Taiwan, South Korea

Capital 500 million yen 167.9 million yen (as of March 2020)
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With results and technical strength from 70 years of experience, we will contribute to people's better lives and

the environment.

KYC Machine Industry Co., Ltd. Manufacturing

◎Established in ◎Number of Employees Not Listed

光洋機械産業株式会社

日本語レベル その他言語レベル TOEIC　700点相当レベル
ビジネス中級レベル（N1初級相当）

ビジネス中級レベル（N1初級相当）

本社所在地

資本金

大阪府大阪市中央区南本町2-3-12

大学院卒：230,000円　大学卒：215,000円

（前年実績）

メーカー

360名

海外拠点 シンガポール、ベトナム、中国、台湾

5億円

2020年3月31日

募集職種

仕事内容

勤務地

2020年12月現在在籍数（国内、国外子会社在籍者を含む）　中国8名　台湾2名　ベトナム2名　チュニジア1名　マレーシア2名

2021年4月入社予定　　中国1名　マレーシア1名

建設産業機械メーカーとして日本国内だけでなく、中国に加え近年ASEAN諸国にも拠点を設置しグローバル展開を図っておりま

す。

国内、国外を問わずグローバルに活躍出来る人材を求めています。

外国人採用実績

リクナビよりエントリー→エントリーシート提出→選考（適性検査・筆記試験・面接）→面接→内定選考プロセス

エントリー締切

167億9000万円（2020年3月実績）

事業内容

メッセージ
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選考情報

採用情報

総合職：全事業所

一般職：希望勤務地

会社概要

建設産業機械及びマテハン機器（バッチャープラント、仮設機材、コンベヤ、環境機器）の設計、製造、販売、メンテナンス

バッチャープラントは業界大手3社の一角を担う。

コンベヤではトヨタ等自動車メーカーと取引があるイズテック㈱を子会社化。

通勤手当（月55,000円まで）、家族手当、赴

任手当、東京手当、燃料手当（寒冷地手当）

など

総合職（技術系・事務系）

一般職（技術系・事務系）

技術系：当社製品の設計（機械設計・電気設計）、工場内機械設備の点検保守、当社製品のメンテナンス業務

事務系：国内営業、海外営業、経理、購買仕入、情報システム、人事総務

4年制大学・大学院を2021年9月～2022年3月

までに卒業もしくは卒業見込みの方
諸手当・待遇等

設立以来７０年にわたり培ってきた実績と技術力で、これからも人々のより良い生活と環境の実現に貢献します

非上場

https://job.rikunabi.com/2022/company/r495300037/internship/
https://job.rikunabi.com/2022/company/r495300037/internship/

