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日本住宅パネル工業協同組合 2019年度募集案内
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パネ協は内装のプロフェッショナル集団です

パネ協のミッション

ヒストリー

What’s PANEKYO?

パネ協は
➢住宅を中心とするさまざまな建築物の内装に
関して、
➢内装部材・部品の開発・供給から、内装工事
の設計・施工まで、幅広い業務を通じて、
➢居住空間の性能と品質の向上に貢献すること
を目指す、
プロフェッショナル集団です。

パネ協は、旺盛な住宅需要に対応するため、公共住宅の工業化工法導入を契機に
1962年に設立されました。
具体的には、従来現場で一つひとつ施工されていた壁・間仕切り・床・天井と

いった内装工事を、工場でそれぞれの部材を製品化し、現場で組み立てる方式に転
換することによって省力化や品質の安定性確保を図るというものです。
現在では、公共住宅から民間マンション、学校、福祉施設、ホテルなどさまざま

な建築物の内装について、新築工事やリノベーションまで幅広く対応しています。
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事業協同組合とは

パネ協はこんな組織です

事業協同組合は、「中小企業等協同組合法」に基づ
く法人で、パネ協の場合は通商産業大臣（現経済産業
大臣）の設立認可を受けています。
業務の実施に当たっては、組合員企業と事務局が二

人三脚で取り組み、組合員企業単独では困難な市場の
開拓や技術開発を進めています。

現在の組合員数 33社 賛助会員数 27社

出資金 6億1740万円

全国の主な拠点 2019年4月現在

Organization

パネ協（日本住宅パネル工業協同組合）は、内装部
品・部材を供給する全国の事業者を構成員とする事業
協同組合です。
パネ協事務局はゼネコン（総合建設業者）と内装工

事の契約を交わし、組合員が製造した内装部品・部材
等を活用して、内装工事の設計・施工を行います。

ゼネコン建築主 事務局 組合員
内装部品・
部材等供給

契約契約

パネ協

本所 東京都文京区
支所 東日本支所

（東京都文京区）
名古屋支所(名古屋市）
大阪支所(大阪市）
西日本支所(福岡市）

営業所等
札幌から沖縄まで
20か所

建設業許可、一級建築士事務所登録、宅地建物取引業免許、
官公需適格組合

パネ協の有している資格・免許等
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パネ協のかかわったプロジェクト

東日本大震災災害公営住宅 学校

UR賃貸住宅のリノベーション

Our projects

外部空間

東日本大震災の復興のための災害公営住
宅約3万戸のうち、3割に相当する約9000
戸の内装工事に携わりました。

施工中の住戸内の様子
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合計 岩手県 宮城県 福島県

計画戸数 パネ協実績戸数

戸河内小学校（広島県安芸太田町）

JR金沢駅（石川県）アーベインルネス若久（福岡県福岡市）
神宮東パークハイツ（愛知県名古屋市）

民間マンション

三ツ股第二団地（宮城県石巻市）
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働く環境はこうなっています

教育・研修

人材育成のためにさまざまなプログラムが用意されています。

➢職場内研修
・ OJT（各職場における職員の能力向上のための指導・育成）
・新入職員研修
➢職場外研修
・マナー研修（新入職員研修の一部） ・若手職員研修 ・中堅職員研修
・管理職研修 ・キャリアシフトチェンジ研修
➢自己啓発援助
・資格取得奨励金制度 ・資格取得に伴う臨時昇給制度等

➢有給休暇平均取得日数 8.3日（2018年）

（その他に夏季特別休暇 4日）
➢出産した女性の職場復帰率 100％

（2014～18年）

➢平均勤続年数 20年7ヶ月
➢離職率 3.5％（2018年度）

Workplace environment

基本的なデータ
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職員数 259名

男性 女性
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職員の所属先

本所 東日本支所管内

名古屋支所管内 大阪支所管内

西日本支所管内
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建築関係資格者数



私たちはこんな仕事をしています

内装の計画・設計 内装の施工管理

Profile
氏名 小松侑勢
所属 東日本支所

設計営業部
入社 2019年
専攻 環境デザイン学科

Q 入社を決めた理由を教えてください

Q 現在の仕事の内容を教えてください

Our staff members

A  パネ協の製作・施工するパネル図の作成を担当するとと
もに、設計事務所に出向いてパネ協の商品を使っていただ
くための説明や紹介を行っています。
また、ショールームや展示会での商品説明、商品の発表

会なども担当しています。何かを表現することが好きな自
分にとっては、とても魅力的な仕事です。

A 自分の好きなこと、できることって何だろう。そんな就
職活動期を送っていた自分にとって学部卒の自分でも仕事
内容に幅の広いパネ協はとても魅力的に映りました。
会社を知るきっかけは先生への紹介ではありましたが、

調べていくうちに期待に胸が膨らんだ覚えがあります。一
年目の自分ではありますが、そのワクワク感は実際に働い
ている今もなお続いています。 6

Profile
氏名 磯ノ上裕之
所属 大阪支所神戸営業所
入社 2018年（中途採用）
専攻 建築設計科

Q 入社を決めた理由を教えてください

Q 現在の仕事の内容を教え
てください

A 主にゼネコン担当者の方や施工
班と、工程や材料の手配、内装に
関する打合せ等の施工管理業務を
行っています。
その他に工務担当プロジェクト

としてディスカッションを行い、
施工管理の効率化を目指していま
す。
人との対話を第一に考え、現場

が円滑に進めるよう取り組んでい
ます。

A 会社の事業内容や福利厚生が充実しているところに惹かれ、
入社を決めました。
入社後も学んだことを活かせる場が多く、相談しやすい環境

でもあるので自分に合った業務を進めることができます。また、
結婚や育児に対する理解もあり安心して働くことができます。



私たちはこんな仕事をしています

内装部材の開発 総務管理・経理

Profile
氏名 反田夕紀
所属 本所事業本部
入社 2016年
専攻 環境学部

環境デザイン学科

Q 入社を決めた理由を教えてください

Q 現在の仕事の内容を教えてください

Our staff members

Profile
氏名 中里匠
所属 名古屋支所管理部
入社 2017年
専攻 会計学部

税理士学科

Q 入社を決めた理由を教えてください

Q 現在の仕事の内容を教えてください

A  主に経理伝票の起票や仕入先に
対する支払処理、支所職員の出勤
状況の管理などを行っています。
また、職場環境の整備や車両の

管理、自社ビルの管理なども行っ
ています。
一つ一つの業務が職場全体の雰

囲気づくりや効率化にもつながる
大切な仕事です。

A  企業説明会で社内の雰囲気の良さや職員同士の
和気あいあいとした様子が印象に残りました。
また、他の企業と比べて福利厚生がとても充実

している点も入社を決めた理由の一つです。

A  新商品の開発を全社的に検討
するプロジェクトに先輩職員と
ともに参加しています。いろい
ろなアイデアを形にすることの
難しさを実感しながら頑張って
います。
また、ホームページのイン

ターネットショッピング
（PANEKYOショッピング）の管理に
も携わっています。お客様からの注文に応じて、メーカーへ
の発注や納期の連絡を行うとともに、ネット上の商品の入れ
替えなどの業務も担当しています。

A  大学のゼミの先生からの紹介があり、また同じ大学出身の
職場の先輩から話を聞いて、これまで学んだ空間デザインに
関連する仕事ができる職場だと思いました。
また、企業説明会で、女性が結婚した後も継続して働きや

すい職場だと感じて、入社を決めました。
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ショールームや展示会を見に来ませんか

いろいろな展示会にも出展しています

Showrooms/exhibitions

全国の拠点にショールームがあります

ホームページで360度ご覧になることができます。http://www.panekyo.or.jp/showroom.html
ご来場にあたっては、最寄の事業所にお問い合わせください。

東京ショールーム 広島ショールーム

➢ジャパンホームショー（2018年11月、ビッグサイト）
➢多摩産材利用拡大フェア2018

（2018年12月、新宿NSビル）
➢あいち住まいるフェア2019

（ 2019年11月16日～17日 オアシス21 ）
➢モクコレWood Collection 令和元年（予定）

（ 2019年12月10日～11日 東京ビッグサイト）
➢ JAPANSHOP（予定）

（ 2020年3月3日～6日 東京ビッグサイト） 8

http://www.panekyo.or.jp/showroom.html

