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現場で修行を積んで、いい設計ができるようになりたいです。
 
―――今後就職活動を行う方へメッセージ
 
会社見学を積極的に参加して、いろいろな企業の説明を聞いた方がいいと思います。私は

実際、就活の時は数社くらいしか見ていなかったですが（笑）、その中でも自分に合う感じ
の会社が見つかったのはよかったと思います。

【インタビュアー：山形大学人文社会科学部
 
オプテックス工業
【アイデアをカタチにする技術力！

自動省力化機器の開発から機械設計・電気設計・制御ソフト設計及び部品加工・装置組立・
設置調整まで総合的な業務を行っております。

お客様の仕様に合わせた製品を設計から組付まで一貫生産しており、世界各地への設置を
行いグローバルに対応しております。

★地域牽引未来企業
・所在地
・設立
・従業員数
・URL      
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⼆⼾さんは、地元を思う優しい雰囲気が印象的でし
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組をしている会社であり、⼆⼾さんのこれからの活躍を
期待しています！
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