
<body class="home page-template page-template-page-welcome page-template-page-welcome-php page 
page-id-6 group-blog">
 <div id="verytop"></div>
 <div id="agent-header-outer">
  <div class="container hidden-xs hidden-sm hidden-md">
   <div class="row">
    <div class="logo-wrap col-xs-20">
     <!-- logo -->
     <div id='logo_image'>
<h1 id="logo"><a href="http://hirate.com/recruit/" title=""><img class="h_logo" 
src="http://hirate.com/recruit/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png?1637129981" alt= title= /></a></h1>
</div>
    </div>
    <div class="col-xs-100 col-md-100 col-lg-80 agent-header-menu romaji">
     <div class="navbar navbar-default">
      <div class="navbar-header">
       <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
        data-target=".nav_toggle">
        <span class="sr-only">Toggle navigation        </span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
       </button>
       <div class="collapse navbar-collapse nav_toggle"><ul id="main-menu" class="nav 
navbar-nav"><li id="menu-item-112" class="menu-item menu-item-type-post_type_archive 
menu-item-object-about menu-item-has-children dropdown menu-item-112"><a 
href="http://hirate.com/recruit/about/" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">ABOUT HIRATE</a>
<ul class="dropdown-menu depth_0">
 <li id="menu-item-113" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-about 
menu-item-113"><a href="http://hirate.com/recruit/about/about-hirate/">ヒラテってどんな会社？
</a></li>
 <li id="menu-item-114" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-about 
menu-item-114"><a href="http://hirate.com/recruit/about/data/">DATAで見るヒラテ</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-117" class="menu-item menu-item-type-post_type_archive menu-item-object-work_style 
menu-item-has-children dropdown menu-item-117"><a href="http://hirate.com/recruit/work_style/" 
class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">WORK STYLE</a>
<ul class="dropdown-menu depth_0">
 <li id="menu-item-118" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-work_style 
menu-item-118"><a href="http://hirate.com/recruit/work_style/life-work/">ワークライフバランス
</a></li>
 <li id="menu-item-119" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-work_style 
menu-item-119"><a href="http://hirate.com/recruit/work_style/education/">教育・研修制度</a></li>
 <li id="menu-item-120" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-work_style 
menu-item-120"><a href="http://hirate.com/recruit/work_style/office/">オフィスツアー </a></li>
</ul>
</li>
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進化のための“成長”こそ
ヒラテの真骨頂

HIRATE
EVOLUTION

モノづくりの原点である機械設
計。小さな装置から大きな設備ま
で、必要とされるものは何でも開
発・設計します。一緒にイメージを
形にしてみませんか。

機械設計

IoTの普及により、ありとあらゆる
ものに必要とされる電気・電子回
路。最新技術を肌で感じられる環
境の中、新しいことに挑戦し、共に
成長していきましょう。

電気電子設計

急成長を続ける情報化社会の中
心で人々とデジタル文化を繋げる
入口を共に創り出しましょう。ユー
ザーの「ありがとう」の声の先に
…、きっと私たちエンジニアがい
るはずです。

ソフトウェア開発

未来の建設業界はDXにより大き
く変化します。ヒラテ技研はその
変化をBIMをはじめとするDX技
術により、実現します。皆さんの力
で新しい未来を作りましょう。

建築設計

事業紹介

設計とは、社会が抱える課題を解決し、未来をカタチ創る、“モノづくりの中心”を担うお仕事です。

ヒラテ技研では創業から50年以上、

産業機械、自動車、家電、建築、プラント、造船、エコエネルギー、Web・アプリケーションなど幅広い領域において、

日本を代表するメーカーの開発パートナーとして事業を展開してきました。

株式会社ヒラテ技研　TEL.052-222-8555
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦シティビル9F

ヒラテ技研　採用サイト

詳しい仕事内容や、研修内容は

採用サイトをチェック！

総合設計会社 株式会社ヒラテ技研

HIRATE TECHNICAL CORPORATION

設計図に描ききれない

想いがある

産業用機械 自動車 プラント 造船家電・電子機器 Web・
アプリケーション

建築 エコエネルギー

設 計
領 域

職種一覧

● 産業機械、設備の機械設

計、レイアウト計画など
● 自動車部品、電気・電子機

器の構造設計、3Dモデリン

グ、光学設計、解析、試験

評価など

機械系
エンジニア

j o b
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● 電子機器の回路設計、回

路基板パターン設計、試

験、評価など

電気・電子系
エンジニア

j o b
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● 産業機械の制御システム

開発、制御シミュレーショ

ンモデル開発など

制御系
エンジニア

j o b
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● Web・アプリケーション：

CAD自動作図ツール開発、

BIMアプリ開発、故障検知

システムなど
● 組込ソフトウェア：車載

ECUソフトウェア開発、FA

機器制御（サーボ）ソフト

ウェア開発など

ソフトウェア開発
エンジニア

j o b
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● 意匠設計、構造設計、設

備設計、耐震・補強設計、プ

ラント設計、造船設計、エネ

ルギー設計など
● 確認申請業務、省エネ業

務、防火対策業務、構造解

析業務、配管業務、BIM業

務、設計監理など

建設設計
エンジニア

j o b
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Society5.0
HIRATE EVOLUTION

急速に変化している時代。ヒラテ技研では最先端技術へ対応

していくためにAI教育を行っています。専門講師による講義、

充実したカリキュラムで基礎からしっかりと知識を身につけま

す。他にもIoT、ロボット関連の技術習得に向け、社内研修や外

部セミナーへの参加、資格取得も推奨しています。次の時代に

向けて必要な知識と技術を習得し、どのような時代にも対応が

できる技術者へ皆さんを導きます。

技術者としての基礎体力を向上させるためには、明

確な目標を持って勉強し、その目標を達成する必要

があります。そのための最良のトレーニング方法とし

て、ヒラテ技研では資格取得へのチャレンジを推奨

しています。

計画を立てて勉強し、合格に導く…この一連の流れ

が、今の仕事の質を高めるだけでなく、今後の能力開

発やキャリアデザインにもつながります。

EVOLUTIO
N

「Society5.0」とは
Society5.0とは

AIやIoT、ロボット、

ビッグデータなどの革新技術を

あらゆる産業や社会に

取り入れることにより実現する

新たな未来社会の姿です。

Society5.0の実現には

あらゆる変化に対応し、

進化し続けることが必要不可欠。

総合設計会社として

技術力・人間力・組織力を備えた

“いつの時代も生き抜ける技術者”の

育成をモットーとし、

理想の未来社会の実現のために

ヒラテ技研は進化し続けます。

真の設計者へ
つながる

ヒラテの教育

真の設計者へ
つながる

ヒラテの教育

各分野の
基礎教育

資格取得

AI研修

ビジネス
マナー

TOEIC

設計図に描ききれない

想いがある

EVOLUTION

次の時代へ向けて

先端I T技術の習得

EVOLUTIO
N

基礎体力を確実に定着させる

専門力の向上

国家資格取得支援

これからも
変わらないもの

お客様のニーズに的確にお応えできる柔

軟な体制構築（チームによる対応、短納期

への対応、一括受注、多様な受注形態、法

改正等への迅速な対応等）を行います。

個性を尊重し、
組織の結束を図ります

Organizing

Ability

社員一人一人がお客様のご要望に十分に

お応えできる技術者であるために、技術力

にあわせて人間力の向上を目指します。

自ら気づき、自ら考え、
自ら行動します

Human

Quality

技術力こそお客様満足の源泉と考え、会

社および社員が一丸となって技術力向上

に邁進します。

常に技術を探求し、
開拓します

Technical

Capacity

● プログラミング基礎研修
（VBA・Python）
● ディジタル技術検定研修
● AI基礎・応用研修
（ディープラーニング・
   数学基礎・画像認識 など）
● BIM・3DCAD研修

先端IT技術一覧● 機械・プラント製図技能士
● 情報処理技術者試験（基本・応用技術者など）
● 建築士
（一級・二級建築士、構造設計一級建築士など）
● 電気主任技術者
● 技術士
● 衛生管理者

資格取得実績

ヒ
ラ
テ
の
設
計
図
が

未
来
予
想
図

デ
ー
タ
と
現
実
を
つ
な
ぐ

に向けて
周年

入社後半年間に及ぶ基礎教育（ビジネスマナー・PCスキル・TOEIC・技術

者としての基礎学力向上研修）から実践教育はもちろん、入社後の定期的

な技術・キャリア相談も行っています。当社が目指しているのは、いつの時

代も必要とされ、常に進化する技

術者集団であり続けること。他社

には無い手厚いサポートが強み

です。

AI

IoT
自動化

ロボット

最適化

ヒラテの設計図ヒラテの設計図


