
　1980年の創業から今年で40年。現在は機械警

備によるビルや駐車場の24時間体制の監視と、普

段私たちが利用する商店などを含む大手企業の現

金輸送が主な業務。特に現金輸送の県内でのシェ

ア率は驚きの90パーセント。指針でもある“誠実・

責任・機敏・奉仕”によって培われてきた経験を活

かしたスタッフの真摯な仕事ぶりが数字となって

現れている。日々進化する犯罪の手口に対応するた

めに24時間365日、人の力だけで対応するのでは

なく、より高度で安全なセキュリティシステムの導

入にも注力。防犯・防災システムの開発研究や防犯

カメラをはじめとする先進機器の販売と同時に、シ

ステムエンジニア職の求

人も積極的に行うなど盤

石の体制で地域の安全を

構築し続けている。

守
るTOSEC 東洋警備保障 株式会社

求人情報

＃技術職 ＃警備職
＃顧客サービス職
＃社内ＳＥ職

どのような職種が
ありますか？

稲垣宗員氏は、コミュニ
ケーションと人間力の向
上に加えメンタルヘルス
ケアなど、社員一人ひと
りに寄り添ったプログラ
ムを考案している。

◆代表者名／宮本 隆　◆従業員数／70名（パート・アルバイト含む）令和２年６月現在
◆資本金／3,000万円　◆創業／昭和55年　
◆所在地／◇本社所在地・徳島県徳島市昭和町五丁目5番地トーケンビル4F
　　　　　◇西部営業所・徳島県美馬市穴吹町穴吹字平ﾉ内29-1
◆TEL・FAX／◇本社 TEL：088-625-6155 FAX：088-625-6155
　　　　　　  ◇西部営業所 TEL：0883-52-3280  FAX：0883-53-9775
◆業務内容
　◇営業職・警備システムの提案から契約締結業務を担当  ◇技術職・警備システムの設計・施工・保守・管理業務を担当
　◇警務職・施設警備はオフィスビル・工場・公共施設での警備を担当
　◇機械警備は機械警備機器の監視と緊急出動の業務を担当 ◇輸送警備は現金・貴重品の輸送業務を担当
　◇保安警備はショッピングモール等で万引きの発生を警戒し防止する業務を担当
◆就業時間／◇営業職 9:00～18:00 ◇技術職 8:00～17:00
　　　　　　◇警務職 1ヶ月単位の変形労働時間制・24時間・日勤勤務・夜勤勤務
◆休日／当社規定によるものとする。　
◆給与／◇大学卒業180,000～ ◇高校卒業160,000～ 中途採用は当社規定によるものとする。
◆福利厚生／健康保険・厚生年金基金・雇用保険・労災保険 他　◆その他／通勤手当・健康保険料補助

　常に緊張感が強いられる業務の数々は、

誰もが容易に続けられる仕事ではなく、疲

労やストレスも溜まりやすい。そこで、40周

年を迎えた2020年、スタッフたちへの感謝

の気持ちを込め、西部営業所の隣にトレー

ニングセンターが設立された。ランニング

やウエイトマシンに加えてボルダリングや

卓球台といった娯楽設備までもが完備され

ている。さらに、「ただの会社員だけでなく、

社会をもっと経験してもらいたい」という

代表の思いのもと、講師を招いての研修制

度も充実。レスリング・柔道のメダリストや、

音楽アーティストのトレーナーとして現役

で活躍する稲垣宗員氏による「健やかな職

場づくり」のための講座と実技。TV番組で

も姿を見ることが多い現代書家・原田葉月

氏による美文字講習も実施している。合言

葉でもある“地域ナンバーワン”へと。一丸

となって心と体を磨き続けているひたむき

な姿勢こそ『東洋警備保障』の真髄だ。

心と体を磨き、地域ナンバーワンへと！

http://www.tosec.co.jp/

警送部（1年目）

久米 庸仁 さん

教えて先輩！

電話してから採用まで数分しかかからず、正直
少し不安でした（笑）。ですが、今思うとそのノリ
の軽さというか、明るい雰囲気のおかげで過ご
しやすい気がします！今後は会社のサポートも
受けながら、国家資格の取得を目指そうと思っ
ています。

目標は国家資格の合格

管制センター（1年目）

佐藤 朱莉 さん

教えて先輩！

「人の役に立てている」、「困った方の力になれて
いる」という実感がやりがいです。実際にお客様
から頂いた電話で感謝の言葉を聞けた時には嬉
しくなりますね。私は現場ではないですが緊張
による疲労はあります。そんな時はトレーニン
グ施設で発散です。

電話口から聞こえる感謝の言葉

警送部（1年目）

田邊 雅弥 さん

教えて先輩！

縁あって入社することになりました。ひとつの
間違いが事故につながってしまう、緊張感のあ
る業務ばかりですが、賑やかで優しい先輩がた
くさんいて、そのギャップが心地よいです。格闘
技をやっているのでジムが完成したのは嬉し
かったです。

賑やかな先輩方に助けられてます！

常に緊張感を持って仕事に臨む。積み下ろしは素早く的確に。
輸送中も密に連絡を取り合い、ひと時も気を抜けない作業が続く。

40周年を記念して建てられたトレーニング施設。 就業後、さらに卓球でコミュニケーションを図ります。

トレーニング施設は社員だけでなく、スタッフの家族も利用できるという粋な計らい。器具もたくさんあり、充実している。

スタッフの家族の様子

https://www.facebook.com/TOSEC.tokushima/

今年で創業40周年
盤石の体制で安心・安全を構築し続ける

～外部講師による研修制度～

日報など文字を書くこ
との多いスタッフのため
に、原田葉月氏による美
文字教室を開催、こちら
は一般の参加も可能と
なっている。

稲垣 宗員 氏 原田 葉月 氏
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守
るONE WEST株式会社

事務スタッフ（10年目）

　“じんそく・ていねい”をスローガン

に、安心と安全を作り続けて今年で20

年目（平成13年創業）。現在では、多様化

する商品と様々なニーズに対応できる

よう損害保険会社6社、生命保険会社5

社との代理店契約を結ぶことで、豊富

な商品ラインナップを実現している。

　契約者は美馬市民だけにとどまらず、

県西部の祖谷から徳島市内と幅広い。加

えて、法人・個人問わず二代に渡って継

続する方が多く、 “じんそく・ていねい”

を心がけた適切な商品提案は幅広い層

と地域から信頼を獲得し続けている。

　スタッフ全員が勉強会やセミナーへ積

極的に参加し、知識を共有しているのも

大きな強みで、そこに温和なスタッフた

ちによるホスピタリティ溢れるヒアリン

グを加えた盤石の体制で迎えてくれる。

多様化するニーズに応える

小椋 由恵 さん

ほけんショップミヨシ守
る

教えて先輩！

求人情報

◆代表者名／三好 亘

◆従業員数／3名 ◆資本金／300万円

◆創業／平成13年3月設立

◆所在地／美馬市脇町大字脇町8-5

◆TEL／0883-53-1320

　FAX／0883-53-1321

◆業務内容／生損保保険業

◆就業時間／応相談

◆休日／日・祝日 ◆給与／応相談

◆昇給・賞与など／応相談

◆福利厚生／厚生年金、健康保険

ホームページ
https://hokenshopmiyoshi.com/

有限会社 うだつ保険事務所

安心して相談できる、温和で和やかな女性スタッ
フたち。お客様に最高最適のご提案を常に意識
している。

勉強会やセミナーで得た知識は、社内でスタッ
フ同士、それぞれの意見を言い合い、細かなとこ
ろまで共有する。

ショップはうだつの町並み近くを流れる大谷川
沿い。青い文字が目印。外観も印象的で落ち着い
た雰囲気、安心感がある

事務（1年目）

　代表を筆頭に経験豊富なスタッフが集

まり、2020年7月1日創業。「ONE WEST」

の由来は“にし阿波をひとつに”という思

いのもと名付けられた。

　安心安全の言葉を軸に、お客様のニーズ

を引き出すための丁寧なヒアリングが社

員全員のモットーであり同社最大の強み。

保険とは関係のない悩みから世間話まで、

ホスピタリティ溢れる対話は頼もしくもあ

りながら、友人のような身近な存在となっ

てくれる。

　代表は2020年度の美馬青年会議所理

事長に就任。同じく美馬市で活躍する企業

とのやりとりも多く、オフィスには経営者

たちが相談や雑談に訪れるなど、常に賑

やかな声が響き渡っているのも印象的だ。

　目指すは、地域に愛され、従業員が健や

かに暮らせる会社。ゆくゆくは西日本をひ

とつに!?

新しい安心安全を目指して

小笠 千里 さん

内観は明るく、ブラックとホワイトをベースに、
落ち着きのあるクールな雰囲気は、まるでレスト
ランのような空間。

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／佐藤 直樹

◆従業員数／6名

◆創業／2020年4月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字西分164-1

◆TEL／0883-53-5678 FAX／0883-53-5679

◆業務内容／生命保険・損害保険など各種保険

　のご提案、リスクからお守りする業務

◆就業時間／9：00～18：00

◆休日／土・日・祝日（正月、お盆）

◆給与／営業：200,000円～

◆昇給・賞与など／昇給あり

　　　 　　　　　賞与あり:年2回

◆福利厚生／あり

ホームページ
https://www.tmn-agent.com/trustworthy/

安心安全のブルーの看板が目印。町の中心部、道
路沿いなので立ち寄りやすい。

明るく笑顔を絶やさないスタッフたちが迎えてく
れる。女性が輝ける職場を目指す。

　業界歴は1年ほどなので、まだまだ覚えることはたく

さんですが、将来的にはお客様に色々な提案ができれば

と思っています。代表も同じことを言っていましたが、

私たちは丁寧なヒアリングがモットーです!要望や悩み

を引き出すことを心がけながら成長していきたいと思

います。スタッフ同士はもちろんですが、お客様を交え

ても賑やか（笑）。アットホームがウリです!これからも地

域から愛される会社になるよう努めていきます。

常に賑やかなオフィス

　来店や電話など様々な接客の場面において安心して

頂けるよう、“わかりやすい”ことをモットーにしていま

す。商品の説明はもちろん、言葉遣いにおいても、常に意

識することで自分の勉強にもなるので心がけています

ね。増え続ける商品とお客様のニーズに対応するため

に、これからも積極的に勉強会やセミナーに参加したい

と思っています。豊富な知識を武器に、より的確で喜ん

でいただける提案ができるよう勉強の日々です！

“わかりやすく”が大切

＃保険代理店 ＃営業職
どのような職種がありますか？

＃営業 ＃事務
どのような職種がありますか？

頼
り
が
い
の
あ
る

友
人
の
よ
う
な
存
在

“ていねい・じんそく”だけじゃない
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と地域から信頼を獲得し続けている。

　スタッフ全員が勉強会やセミナーへ積

極的に参加し、知識を共有しているのも

大きな強みで、そこに温和なスタッフた

ちによるホスピタリティ溢れるヒアリン

グを加えた盤石の体制で迎えてくれる。

多様化するニーズに応える

小椋 由恵 さん

ほけんショップミヨシ守
る

教えて先輩！

求人情報

◆代表者名／三好 亘

◆従業員数／3名 ◆資本金／300万円

◆創業／平成13年3月設立

◆所在地／美馬市脇町大字脇町8-5

◆TEL／0883-53-1320

　FAX／0883-53-1321

◆業務内容／生損保保険業

◆就業時間／応相談

◆休日／日・祝日 ◆給与／応相談

◆昇給・賞与など／応相談

◆福利厚生／厚生年金、健康保険

ホームページ
https://hokenshopmiyoshi.com/

有限会社 うだつ保険事務所

安心して相談できる、温和で和やかな女性スタッ
フたち。お客様に最高最適のご提案を常に意識
している。

勉強会やセミナーで得た知識は、社内でスタッ
フ同士、それぞれの意見を言い合い、細かなとこ
ろまで共有する。

ショップはうだつの町並み近くを流れる大谷川
沿い。青い文字が目印。外観も印象的で落ち着い
た雰囲気、安心感がある

事務（1年目）

　代表を筆頭に経験豊富なスタッフが集

まり、2020年7月1日創業。「ONE WEST」

の由来は“にし阿波をひとつに”という思

いのもと名付けられた。

　安心安全の言葉を軸に、お客様のニーズ

を引き出すための丁寧なヒアリングが社

員全員のモットーであり同社最大の強み。

保険とは関係のない悩みから世間話まで、

ホスピタリティ溢れる対話は頼もしくもあ

りながら、友人のような身近な存在となっ

てくれる。

　代表は2020年度の美馬青年会議所理

事長に就任。同じく美馬市で活躍する企業

とのやりとりも多く、オフィスには経営者

たちが相談や雑談に訪れるなど、常に賑

やかな声が響き渡っているのも印象的だ。

　目指すは、地域に愛され、従業員が健や

かに暮らせる会社。ゆくゆくは西日本をひ

とつに!?

新しい安心安全を目指して

小笠 千里 さん

内観は明るく、ブラックとホワイトをベースに、
落ち着きのあるクールな雰囲気は、まるでレスト
ランのような空間。

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／佐藤 直樹

◆従業員数／6名

◆創業／2020年4月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字西分164-1

◆TEL／0883-53-5678 FAX／0883-53-5679

◆業務内容／生命保険・損害保険など各種保険

　のご提案、リスクからお守りする業務

◆就業時間／9：00～18：00

◆休日／土・日・祝日（正月、お盆）

◆給与／営業：200,000円～

◆昇給・賞与など／昇給あり

　　　 　　　　　賞与あり:年2回

◆福利厚生／あり

ホームページ
https://www.tmn-agent.com/trustworthy/

安心安全のブルーの看板が目印。町の中心部、道
路沿いなので立ち寄りやすい。

明るく笑顔を絶やさないスタッフたちが迎えてく
れる。女性が輝ける職場を目指す。

　業界歴は1年ほどなので、まだまだ覚えることはたく

さんですが、将来的にはお客様に色々な提案ができれば

と思っています。代表も同じことを言っていましたが、

私たちは丁寧なヒアリングがモットーです!要望や悩み

を引き出すことを心がけながら成長していきたいと思

います。スタッフ同士はもちろんですが、お客様を交え

ても賑やか（笑）。アットホームがウリです!これからも地

域から愛される会社になるよう努めていきます。

常に賑やかなオフィス

　来店や電話など様々な接客の場面において安心して

頂けるよう、“わかりやすい”ことをモットーにしていま

す。商品の説明はもちろん、言葉遣いにおいても、常に意

識することで自分の勉強にもなるので心がけています

ね。増え続ける商品とお客様のニーズに対応するため

に、これからも積極的に勉強会やセミナーに参加したい

と思っています。豊富な知識を武器に、より的確で喜ん

でいただける提案ができるよう勉強の日々です！

“わかりやすく”が大切

＃保険代理店 ＃営業職
どのような職種がありますか？

＃営業 ＃事務
どのような職種がありますか？

頼
り
が
い
の
あ
る

友
人
の
よ
う
な
存
在

“ていねい・じんそく”だけじゃない

3938
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