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半世紀の経験と実績を

未来へつなぐ
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社長挨拶

会社概要

Company

人の暮らしに貢献する、
ダイナミックなものづくりをしよう
代表取締役社長

上山 晃彦

モットー

安全な会社

社

創造

是

経営理念

績があります。
当社は、経営理念にもあるように、「創意工夫」という言葉を大切に
しています。「創意工夫」とは様々なことを思案して、新たな手段や
方法を考え出すという意味です。私たちの仕事は、設計図や手順が
決まっていても、その枠の中で膨大な創意工夫が求められます。一
人ひとりが目の前の課題に対し、責任感を持って考え、アイディア

成豊建設

信頼

相互信頼のもと 常に創意工夫して積極的に行動し 最大の効果を発揮する
年間工事高

93憶円

代表者

代表取締役社長

施工地域

国内全域、海外

資本金

21,600万円

従業員数

社員141名、技術員477 名

創立年月日

昭和38年2月21日

事業内容

鉄道・道路の新設等に伴う各種トンネル工事、
地下鉄・上下水道建設等のシールド工事、
再開発に伴う都市土木工事、宅地造成等

の都市土木工事で、道路、鉄道、電力、上下水道、通信など、イン

には海外にも活躍の場を広げ、今では約 1,100 箇所を超える施工実

頼りになる会社

成豊建設株式会社

私たちは昭和 38 年の会社創立以来、トンネル工事、駅改修など

トンネル施工は、北は北海道から南は沖縄まで日本全国に及び、時

成豊建設

会社名

建設業許可

フラストラクチャーの整備に貢献してきました。これまで携わった

会社について

上山 晃彦

国土交通大臣許可  特－02第4116号
（土木工事業、水道施設工事業、舗装工事業）
国土交通大臣許可  般－02第4116号
（とび・土工工事業、石工事業、鉄筋工事業）

History

当社の歴史

成豊建設は、令和 4 年２月に創立 59 周年を迎えました。

上下水道建設等のシールド工事、宅地造成・浄水場築造等の都市土

昭和 38 年にトンネル施工の専門企業の経営者９人が結集して設立

木工事、ダム建設工事、ゴルフ場建設工事、道路舗装工事など一貫

したという特異な歴史を持っており、その経営者たちは「豊後土工」

して土木建設を施工してきました。なかでもトンネル工事では業界

（ぶんごどっこ）の中心的人物である松田菅蔵の弟子たちでした。
豊後土工は、大正から昭和にかけ、大分県南部出身者を中心にト
ンネル施工に優れた技能を持ち、幾多の難工事に携わり全国のトン
ネル工事で活躍した人たちのことです。

屈指の経験と実績を誇っています。半世紀以上におよぶ経験の中で、
携わったトンネル工事は 1100 箇所以上。北は北海道から南は沖縄
まで、そして時には海外でもその活躍の場所を広げています。
当社は豊後土工の DNA が脈々と流れ、その責任感と高い技術力

創立以来、当社は鉄道・道路の各種トンネル工事をはじめ、地下鉄・

のもと工事を行っています。

で解決する。私たちは自然を相手にした壮大なものづくりに立ち向
かっています。何時間もかかる曲がりくねった峠道や、雪が降れば
通行できなくなる道路、大雨のたびに冠水してしまう街。私たちは、
その街に住む、誰かの為に汗をかくことを惜しみません。トライア
ンドエラーの繰り返しは地味で厳しいものですが、それはやり遂げ

Business Connection

取引先

大成建設株式会社 / 鉄建建設株式会社 / 戸田建設株式会社 / 株式会社 市川工務店 / 株式会社 坂下組 / 昭和建設株式会社 / 大日本土木株式会社 /
株式会社 早野組 / 株式会社福田組

た時の計り知れない喜びと糧になることを私たちは知っています。
今まさに、これまで専門工事業者として磨き上げてきた知識・技術を、
新たな時代に適応させ、創意工夫によってさらに進化させています。
社員の皆さんに安心してキャリアを積んでいただくためにも、当社
はこれからも確かな技術と安全性で、世の中から信頼される企業で
あり続けることを目指してまいります。
私たちは仕事を通して、道をつなぎ、街をつなげ、人とつながって
います。「人の暮らしに貢献する、ダイナミックなものづくりに挑戦
したい」、そんな思いを叶えるステージを用意して、皆さんの入社を
お待ちしています。

Office

事業所

本社
〒150-0002

東京都渋谷区渋谷 1-6-4 せいこうビル
TEL：03-3400-3817(代)

FAX：03-3400-3739
本店・支店
■九州本店
〒879-2601

大分県佐伯市上浦大字浅海井浦673-1
TEL：0972-32-3928

FAX：0972-32-3036
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■九州本店鳥栖事務所
〒841-0047
佐賀県鳥栖市今泉町2403-1
TEL：0942-87-9160
FAX：0942-87-9161

■西日本支店
〒507-0065
岐阜県多治見市根本町5丁目39番地7
TEL：0572-56-1166
FAX：0572-56-1167

■東京支店
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-4
せいこうビル2F
TEL：03-6419-3660
FAX：03-6419-3665

■技術研修センター
〒409-2703
山梨県南巨摩郡早川町新倉3231
TEL：0556-42-9030
FAX：0556-42-9031

■関東支店
〒409-2703
山梨県南巨摩郡早川町新倉3210
TEL：0556-48-2005
FAX：0556-48-2006
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工事種別一覧表

工種別

鉄道関連

代表工事

トンネル工事
山岳トンネル

明かり工事

シールド工事

157

合計

備考

東北自動車道 坂梨トンネル／東北幹 六戸トンネル

北海道横断自動車道 第二狩勝トンネル

日本海沿岸東北自動車道 大茂内第二トンネル

16

36

209

八沢木トンネル

新幹線、在来線、
私鉄、地下鉄、駅部・
駅周辺構築、他

山形自動車道 東沢工区
上越新幹線 大清水隧道
北陸新幹線 飯山トンネル

道路関連

513

5

45

563

国道、県道、
高速道路、他

新愛本水力発電所
能越道 新氷見第10トンネル

水路関連
発電所関連
上下水道
浄水場

9

90
78
43

0
82
0

1

8
8
11
7

107

用水路、導水路、
河川改修、他

86

地下発電所、
鉄管路、放水路、
他

関西電力 伊奈川第二水力発電所
上信越自動車道 太郎山トンネル
御所トンネル

道幹 渡島当別トンネル

手取川第一発電所水路トンネル
美浜東ＢＰ佐柿トンネル
北陸自動車道 越坂トンネル
東海北陸自動車道 飛騨トンネル
中央自動車道 恵那山中津川方トンネル

136

東北幹 金田一トンネル
滝観洞トンネル

第二名神高速道路 栗東トンネル
湖西線 雄琴トンネル
喜撰山発電所／関西電力 荒神口線
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東北幹線 左足山トンネル

清滝生駒道路清滝トンネル／大阪天理道路

高速鉄道南北線 五ツ橋

国道312号日高南バイパス浅倉トンネル

常磐自動車道 赤井工事
電源開発 大津岐発電所

造成

0

0

18

18

公園、宅地、
ゴルフ場、他

60

調査坑、排水路、
ダム本体、
関連道路、他

県道日野溝口線矢倉トンネル

常盤自動車道 日立トンネル

本四連絡系線

那珂導水路 水戸トンネル

浜田・三隅道路塚ｹ原山トンネル

沼原水力発電所／北関東自動車道 田島トンネル
北幹 秋間トンネル／大柏木トンネル

三原バイパス第一トンネル

ダム関連

0

55

5

高崎トンネル／房総導水路

山陽自動車道
金剛山トンネル

常磐線金町駅構内第2金町こ道橋
首都圏自動車連絡道 青梅トンネル
三郷浄水場／埼玉大門

輸送
治山
送電管路
備蓄

6

5

0

18

6

5

1

5

1
1
9
0

12

石油、鉱石、
土砂、他

高速鉄道３号線 片倉工区／渋川雨水貯留管
中央自動車道改築工事 新中野トンネル

長崎自動車道
中尾トンネル

一般県道富士川口湖芦川線若彦トンネル
第二東名高速道路島田第二トンネル

19

山脇大谷線（仮称）賤機山トンネル
関門海峡
横断パイプライン
東九州自動車道
尺間トンネル

20
6

国鉄築肥線 鹿家･浜崎間
金山トンネルその他

西諸農業水利事業
浜ノ瀬幹線水路

石油、他

九州自動車道
加久藤トンネル
九幹鹿 高城トンネル

市道高速１号四谷高針線植田山工区トンネル
大阪ガス・三重・滋賀ＰＬ敷設
村道不動線受託道路／奥吉野水力発電所
湯浅・御坊道路広川トンネル／国道480号道路改築

四国横断自動車道 引田インターチエンジ
国道55号バイパス日和佐道路 日和佐トンネル
高知自動車道

計

3

2

37

他

1,007
1,134

127

52

91

学校校庭整備、
岩盤等補強工、
他

201 1,335

笹ｹ峰トンネル

地下石油備蓄基地建設工事(菊間基地)岩盤タンク

●トルコ イスタンブール：トルコ・ボスポラス海峡横断鉄道建設工事
国道18号2号トンネル工事

●インドネシア共和国：アサハンタンガ水力発電所工事

2022 年 4 月現在
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仕事内容

安全確認
「作業の手順はあってるかな？」
「機械と人がぶつかったりしないかな？」
「手すりが外れていたり、歩く場所に段差があったりしない
かな？」
作 業 方 法に無
理がないか、設
備 不良 がない
か、現場を見回
り是 正や 対 策
を行います。

施工職の1日を
紹介します！

9:00

8:00
朝礼

「今日の作業は〇〇です」
「資材は△△時に入ってきます」
「注意する点は◇◇です」
当日の作業内容、搬入資材、作業の注意点など全体打ち
合わせを行います。

「そろそろ次回の注文をしよう」
「荷下ろし場所の再確認！」
工事の進捗に合わせて必要な材料、資材の
発注や在庫管理を行います。

現場の全体的な管理を行うリーダー！
◯現場の進捗を把握・予測、
今後必要な人員を組み立てる

■工事費を管理する

5

昼休憩

打ち合わせ

「本日の進 捗状 況は
〇〇です」
「 明日の 作 業予定は
△△です」
各工種の協力会社と
作業期間や作業場
所、連 絡 調 整を行い
ます。

■働く人の安全を守る
◯現場の安全点検

◯周辺環境・作業環境・自然環境の把握
■品質を管理する

◯施工方法・仕上がりチェック

「予定通りに作業は進んでいるかな？」
「明日の作業、準備のために現地確認！」
技術員や元請とコミュニケーションを取り
ながら工事の進み具合を確認します。

13:00

17:00

施工管理

終業

書類作成

「作業日報を記録して、明日の作業計画書も準備万端！」
各種届出、作業計画書、作業記録等の書類作成を行い、
明日からの作業に備えます。

機械電気職

事務職

施工職
■現場を指揮する

12:00

打ち合わせ

資材チェック

現場巡視

「設計図通りに出来てるかな？よし！オッケー！！」
設計図通りに製品が完成するよう、事前に測量し
たり施工途中に確認します。

11:00

施工管理

朝礼（常会）

JOB

測量（設計図、施工図の確認）

現場の進行をスムーズにするサポート役
臨機応変に働く、縁の下の力持ち！

建設機械・電気設備のノウハウで
現場の問題解決！頼れるキーマン

■事務全般、書類作成

■現場のフォロー

■機械・設備類を管理する

◯労務管理

◯備品の購入

◯故障時等、機械の緊急事態への対応

◯帳簿・請求管理

◯仕事環境の整備

◯メンテナンス、維持管理

◯健康診断の管理
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働きやすさ
待遇

社員の居住環境

当社では社員のより快適な生活をサポートするため、健康面に配慮した食事を提供する食堂や生活
に必要な備品を完備した社員寮及び作業所の宿舎を設けています。社員寮及び作業所宿舎では、仲

成豊建設の働きやすいPOINT

間同士が連携を深めることもでき、社員のより良い生活環境を支えています。
01

02

03

04

花和田寮外観

作業所宿舎外観

05

06

07

08

09

浴室

個人部屋（寝具は貸与）

10
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業界トップクラスの施工実績による安定性

業界トップクラスのトンネル工事施工実績により、大手ゼネコンから仕事の依頼があり、長く安心して働けます！

手当が充実！

家族手当、住宅手当など、社員の生活をしっかりバックアップ。

賞与は年2回！

賞与が年2回あり、さらに会社の業績に応じて、決算賞与が支給される場合もあります！

退職金制度あり

社員には、長く安心して働いてもらえるよう退職金制度もあります。

生活のサポート体制も万全！

住まいは各作業現場に寄宿舎が用意されています。

心強い研修制度

新人研修、1級土木施工管理技士受験対策研修、技能者スキルアップ研修など段階に応じた研修を行っています。

資格取得でキャリアアップを支援！

車両系建設機械運転免許等の業務に必要な資格については、全額会社負担で取得可能。

ワークライフバランスも大切に

有給休暇、お盆・年末年始休暇、育児休暇などがあります！

アットホームな雰囲気 ！

先輩社員はもちろん、社長や役員も気さくに話しかけてくれる温かい職場です。

風通しも◎

現場は思ったことをどんどん発言できる環境。年齢問わず意見を出し合います。

福利厚生
諸 手 当
休日休暇
社会保険他
洗濯室
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家族手当、住宅手当、別居手当、宿日直手当
週休二日制、その他会社の指定する休日

ほか年次有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、転勤休暇等
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度（勤続3年以上）、独身寮あり、交通費
支給、慶弔見舞金

食堂
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人材育成

安全と技術力は経営の柱

「企業は人なり」という言葉がありますが、

新人研修

工法、工期、人員、アイデアなどさまざまな顧客のニーズに

当社も人材の育成に力を入れています。
入社後まずはビジネスマナー研修に参加して
社会人としてのマナーや仕事の進め方と考え

応えるため、
【成豊セーフティーマニュアル】を独自に作成し、

方を身に付けてもらいます。その後、研修機関

全作業所に水平展開し、統一した品質・安全管理ができるよ

にて、
車両系建設機械運転免許等の業務に必要

う徹底指導を行っています。経験に裏付けされたマニュアル

な資格を取得します。

に基づき、トンネル掘削時の最適な施工方法や施工機械の提
案等を行っています。また、その高い技術力を次世代へ継承

研修で取得できる資格一覧

していくために、社員に対して実務研修をしています。充実

・玉掛け技能講習

したバックアップ態勢を整え、高い技術力を支えています。

・小型移動式クレーン運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・車両系建設機械運転技能講習
・低圧電気取扱業務特別教育

測量研修

・足場の組立て等作業従事者特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

自社だけでなく元請や社外団体が行う研修会

キャリア
アップ

にも積極的に参加しています。また、実務経
験 10 年経過後には日本トンネル専門工事業
協会認定の「登録トンネル基幹技能者」の資

主な保有
資格者

建設マスター（優秀施工者国土交通大臣顕彰者）‥

4人

建設ジュニアマスター‥‥‥‥‥‥‥ 1 人
登録トンネル基幹技能者‥‥‥‥‥‥ 79 人
1 級土木施工管理技士‥‥‥‥‥‥‥‥ 49 人

格取得のためのバックアップや、役職に応じ

（2022 年 4 月現在）

た各種社外研修や社内研修を行うことなどで
人材教育に力を注いでいます。

研修機関における研修風景

新入社員研修カリキュラム例
日程
４月上旬

入社後のキャリアフロー

４月中旬〜
５月中旬

入社１〜６年

入社７年〜

入社12年〜

研修場所
セミナーハウス

クロス・ウエーブ府中

【OFF-JT】

職位

主任

係長・課長

成豊建設 ( 株 ) 作業所【OJT】

５月中旬〜下旬

モデル賃金

30歳

20歳

370万〜390万

25歳

440万〜470万

540万〜580万

35歳

620万〜680万
※モデル賃金は家族手当・時間外手当等各種手当て及び賞与を含んだ金額です。
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大成建設 倉友会鴻巣 研修センター※
【OFF-JT】

工事施工 ( 仮設工事、施工準備 )

・測量学
・水準測量
・トラバース測量
・遣方（やりかた）測量
技能講習（玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、
高所作業車運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習）

５月下旬〜６月中旬

特別教育（足場の組立て等業務特別教育、フルハーネス型墜落制
止用器具特別教育、低圧電気取扱業務特別教育）

50歳

820万〜880万

安全衛生 ( 安全衛生管理、設備の清掃・保持 )

・オリエンテーション
・土木の基礎
・社会人のマナー
・安全の基礎知識
・コンプライアンス研修

40歳

720万〜780万

・仕事への取り組みの基本的考え方

機械点検整備、測量

入社18年〜

次長・部長

・社会人としてのマナー（挨拶・身だしなみ・ビジネスマナー等）
実習準備 ( 現場・資材置場・詰所の確認、整理・清掃 )

５月中旬

係員

研修内容

実習準備 ( 現場・資材置場・詰所の確認、整理・清掃 )

６月〜９月

成豊建設 ( 株 ) 作業所【OJT】

安全衛生 ( 安全衛生管理、設備の清掃・保持 )
工事施工 ( 仮設工事、施工準備 )
機械点検整備、測量

※倉友会鴻巣研修センターとは、大成建設 ( 株 ) と関係の深い専門工事業者 ( 倉友会会員企業 ) の人材育成を図るための研修施設です。

10

先輩社員紹介

先輩社員紹介

トンネルの中に光が差したその瞬間、
すべてを忘れさせてくれました
「ここは自分が造った」、
そう胸を張って言える将来を目指しましょう
都市土木作業所 作業所長

山岳トンネル作業所 工事係

鈴木 裕樹

片倉 由樹

SUZUKI HIROKI

平成11年4月入社

▲ 動画のインタビューもチェック！

業界の魅力と成豊建設の魅力

私は、インフラ整備に携わる仕事に興味があり、その中

でも誰も足を踏み入れたことのない山岳で施工するトン

生活基盤を作り支えていくものです。

ネル工事に強く惹かれていました。

特にトンネル工事は山を切り開く、地中を掘り進めるな

当時の進路担当の先生に成豊建設がトンネル業界でトッ

ど様々な知識や技術を要求される分野であり、常に自然

プクラスの技術力を誇る会社であると聞き、ここで働き

との戦いでもあります。

たいと思い入社しました。

日々変わりゆく現場に立ち向かうことは面白くもあり、

実際に入社してみて感じたこと

無事に完工することができた時の感動はいつまでも忘れ
ることができません。この経験一つ一つが何ものにも代

私たちは、チームで働いています。そのチームの流れを

え難い魅力だと感じています。

止めないために元請業者や技術員との連携・調整をとる
のに苦労しています。その中で臨機応変な対応力やコミュ

忘れられないエピソード

ニケーション能力が特に必要とされると感じました。

休日の過ごし方

国内のみならず海外（トルコ）の現場にも従事しました。
文化や言語も違う地での仕事は困難の連続でしたが、現
して楽しみました。

休日はゴルフやドライブをして過ごしています。ドライ

休日の過ごし方
健康が第一なので休日はジョギングやストレッチをする
などして身体を動かしています。
また、単身赴任中なので家では様々な料理に挑戦するな
どして楽しんでいます。

後輩に向けて
スケールの大きなものづくりをしてみたい、挑戦してみ
たいという気概が何よりも大切です。「ここは自分が造っ
た」
、そう胸を張って言える将来を目指しましょう。
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平成30年4月入社

▲ 動画のインタビューもチェック！

入社動機

建設業の仕事はどれも規模が大きく、全て社会における

地の人と打ち解け合い、時には世界遺産を観光するなど

KATAKURA YOSHIKI

バーが飛んだ時の爽快感・ゴルフ場の景色は日々のスト
レスを忘れさせてくれます。

仕事のやりがい
一番は、やはりトンネルの貫通です。一日一日の中に違っ

た厳しさ、苦しさがありますがトンネルの中に光が差し
たその瞬間、すべてを忘れさせてくれました。トンネル

でしか味わえない達成感、感動はこれからの人生でも忘
れることがないと思います。

これからの目標
入社から 4 年が経ち、教わる立場から教える立場になり

つつあります。まずは書類面・安全面・施工面に関してリー

ダーシップを発揮できるように知識・技術を身につけた
いと思っています。
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先輩社員紹介

先輩社員紹介

「より効率的で安全な方法を考え出す」
ここに施工管理の面白味を感じます
都市土木作業所 工事係長

田村 侑介
▲ 動画のインタビューもチェック！

TAMURA YUUSUKE

平成23年4月入社

仕事内容について

仕事のやりがい

都市土木作業所 事務係長

浜田 祥平

HAMADA SHOHEI

平成27年3月入社

後輩に向けて

現在、私はシールドトンネルの現場にいます。工事が滞

私たち事務社員は、直接ものづくりをするわけではあり

トンネルの貫通の瞬間はまさに仕事の醍醐味です。

らないように、施工全体を管理する仕事です。一日の流

ませんが、技術的なこと以外を通して、ものづくりを支

苦労の分だけ感動があります。是非皆さんにも体験して

れとしては、まず朝礼でその日の作業や注意点を技術員

えることができます。

いただきたいです。

さんたちに伝達します。作業開始後には、決められた手

現場のサポートが主な業務で、経理、総務、人事等の幅

順に沿って予定通り進んでいるか、現場の様子をチェッ

広い知識が求められます。

クしています。作業後には、作業手順書などの書類作成・

様々な関係者と作業所との架け橋になることも事務担当

整理をします。

者の大切な役割ですので、現場が円滑に竣工できたとき

仕事で苦労していること

どこの現場の先輩も、様々な技術員さんとよく会話され
ている分、コミュニケーション力があり、面倒見の良い
印象です。心配事や悩みがないかとよく気にかけてくれ
る方ばかりなので、会社の雰囲気としてはすごく良いと
思います。今いる先輩方は、前の現場から 5 年以上一緒
に過ごしているので、お互いをよく理解しながら働けて
います。

休日の過ごし方

が１番うれしいです。

会社の雰囲気
休日の過ごし方
休日は、配属された現場近くの有名なスポットに行った
り、人気の食べ物を調べて食べに行ったりしています。
同僚と時間が合う時は宿舎で焼き肉や鍋をしたり、テレ

トンネル現場は山奥にあるのが大半なので移動時間が長
いことです。担当現場によっては自宅から 3 ～４時間ほ
どかかる現場もありますので、車や公共交通機関の移動
が１番苦労します。

ビを見ながら笑い合ったりしてリフレッシュしています。

仕事のやりがい
シールドトンネルの場合、「段取り替え（本掘進に移行す
る際の設備変更）」というものがあり、機械を入れるタイ
ミング、中の設備を変える作業順序・方法を考える必要
があります。他にも、「どうすれば作業日数を短縮できる
のか？」「早く作業が終わった人員で先行してできる仕事
はないか？」など、より効率的で安全な方法を考え出す
ことには、すごく面白味を感じますね。
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様々な関係者と作業所との
架け橋になる

休日は「家族との時間」を大切にしています。最近は 4
歳の息子と遊んでいます。
平日は早く寝てしまうので、ほとんど寝顔しか見られな
い息子の成長を肌で感じることができる、自分にとって
非常に貴重で大事な時間になっています。休日に家族と
触れあいリフレッシュすることで「よしっ、月曜からま
た頑張ろう。
」という気持ちになり、仕事への活力になっ
ています。
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募集要項

募集職種

施工職、事務職、機械・電気職

履修学科

学科は問いません

仕事内容

施工管理、測量、一般事務、機械管理

給与

【新卒採用】
大 学 卒 〔基本給〕21.2 万円＋〔職責手当〕1.5 万円 ＝〔試用期間終了後〕22.7 万円
専門学校卒 〔基本給〕20.1 万円＋〔職責手当〕1.5 万円 ＝〔試用期間終了後〕21.6 万円
高 校 卒 〔基本給〕19.0 万円＋〔職責手当〕1.5 万円 ＝〔試用期間終了後〕20.5 万円
※職責手当は、試用期間終了後、支給します。
【キャリア採用】
経験・能力に応じて決定

賞与

年2回

勤務地

全国（就業場所は原則全国ですが、本人の適性を考慮し配属先を決定します。）

諸手当

家族手当、住宅手当、別居手当、宿日直手当

休日・休暇
社会保険他

※会社の業績に応じて決算賞与もあります。

週休二日制、その他会社の指定する休日
ほか年次有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、転勤休暇等
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、財形貯蓄、退職金制度（勤続 3 年以上）、
独身寮あり、交通費支給、慶弔見舞金

選考方法
【新卒採用】

【キャリア採用】

◎選考方法：筆記（一般教養）、面接

◎選考方法：面接

◎提出書類：履歴書、成績証明書、卒業見込書

◎提出書類：履歴書

会社訪問
会社訪問、歓迎いたします。
希望の方は事前に下記担当者までご連絡ください。

お問い合わせ先
せいほう

成豊建設株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-6-4 せいこうビル

TEL：03-3400-3817(代)   FAX：03-3400-3739 総務部 林田・三輪
会社HP

ぜひ
ご覧ください！

Youtube

当社の最新ニュースや先輩イン

様々な年代の社員のリアルな

タビュー、採用 Q&A、働きや

声をお届け！

すいポイント、トンネルのあれ
これなど気になる情報満載！

［URL］http://www.seihoh.jp

［URL］https://bit.ly/36ukLgO
せいほうチャンネル

検索

