
UTグループは、創業以来 20年以上にわたりモノづくり領域に特化

した人材サービスを提供しています。その中心となるのが、企業と

はたらく人の双方がともに成長可能な新しいはたらき方の基盤と

なる「キャリアプラットフォーム」です。企業には日本のモノづくり産

業の競争力を高める多様な労務ソリューションを提供するととも

に、はたらく全ての人に良質な職場の確保とキャリア形成支援を全

国規模で展開しています。

　UTグループは、１人ひとりのイキイキとはたらく力が、日本のモ

ノづくりに活力を与え、未来を拓くと考えています。「キャリアプラッ

トフォーム」は、ここに参加するすべてのはたらく人と企業に「挑戦

と成長する場」を提供します。

「はたらく力で、イキイキをつくる」
それが UTグループのミッションです。
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UTテクノロジーは、
厳しい基準をクリアした企業だけが参加できる
「日本エンジニアリングアウトソーシング協会（NEOA）」
に加盟しています。



UTテクノロジーは、日本のモノづくりの根幹を支える、設計開発エンジニアを中心とした、

派遣・受託開発のビジネスを展開しています。

世界のモノづくりは、今、「 IoT（Internet of Things）」を基盤とした第４次産業革命 （インダス

トリー4.0） の実現に向けて加速しています。すでに日本でも、コンピュータシステムを使っ

て製品設計と製造管理を同時に進めるデジタルマニュファクチュアリングが稼働し始めて

います。UTテクノロジーでは、2017年1月、新たに研修施設 「UTACC（UT Advanced 

Career Center）」を設立。世界的リーディングプロバイダーであるシーメンス社と提携し、国

内で初めてシーメンスPLMソフトウェアと 「Training Partner Program」契約ならびにコ

ンサルティング＆SIパートナー契約を締結するなど、高度なデジタルツールを使いこなす

PLM （製品ライフサイクル管理） エンジニアの育成にも力を入れています。

また、生産技術領域においても、ロボットを使った生産の自動化がさまざまな分野で行わ

れていることを受け、研修用に実際の産業用ロボットを導入し、ティーチング研修を行うと

同時に、シーメンスの 「Tecnomatix」を用いたバーチャルでのロボット（生産ライン）シ

ミュレーションの研修も行い、リアルとバーチャルの両方でのモノづくり技術をもった

“両利き”の人材を育成しています。

労働人口の減少などによるエンジニア数の不足には、全国規模での採用の強化をはじめ、

グループ会社間での転職制度など、UTグループが総力で取り組む採用体制が強力なバッ

クアップを行います。もちろん新卒や未経験者であっても、独自の短期教育プログラム 

「UTEIP （UT Engineer Incubation Program）」により、誰もがエンジニアとしての基礎知識と

自覚をもってスタートラインに立つことができるシステムも整っています。

お客様とともに、彼ら1人ひとりをより優れたエンジニアに育てていくこと。それが日本の

モノづくりを支え、活性化させることへとつながっていくと考えています。

UTテクノロジー株式会社

代表取締役社長

櫻井 利彦

キャリア形成支援を軸として、
次世代のモノづくりを担うエンジニアを
お客さまとともに育てていきたい。

注力産業

自動車

半導体

航空・宇宙

エネルギー

機械設計

電気・電子回路

生産技術

組込ソフトウェア

IoT

はたらく力で、
イキイキをつくる。

全てのはたらく人に
チャレンジする機会を与えます。

1人ひとりが高い目標を掲げ、
果敢に挑戦することが、
個々人の成長につながり、
喜びになると考えています。

私たちは、そのイキイキとした姿が、
あらゆるお客様の期待に応え、
日本の未来に貢献する力だと
信じています。

企業理念
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札幌オフィス

仙台オフィス

宇都宮オフィス

本社／東京オフィス

UTACC

厚木オフィス

静岡オフィス

名古屋オフィス

四日市オフィス

大阪オフィス

広島オフィス

福岡オフィス／開発センター

大分開発センター

サービス領域

Fields

M
odels

N
etw

ork

拠点ネットワーク

「UTACC」を中心とした 13の拠点と、86カ所の提携研修機関で

全国規模のエンジニア派遣とキャリア形成支援を実現

進化し続けるエンジニアリングを、高い技術力で支えます

設計

組込
・

ソフトウェア
・

IT関連

生産技術

品質保証
・

品質管理

実験
・
評価

半導体テスト用
プログラム開発

基本設計、

部品設計・詳細設計、

CAE解析、CAD製図、

試験・評価

試験、評価、レポート

生産技術・プロセス、

試験・検査、装置技術

ネットワーク設計、システム管理、

仕様検討、基本設計、プログラミング、

解析、評価・デバッグ

半導体のウェーハテスト用

プログラム開発、特性評価

取引形態

派遣

受託開発

お客様が希望する生産・製造の改善や効率化、付加価値

の高い製品やサービス開発などの課題や目標を共有し、

UTテクノロジーのプロフェッショナル集団が適切なソ

リューションを提案、課題の解決や目標の達成までをサ

ポートします。

お客様のニーズやプロジェクトに合わせて、専門性の高い

エンジニアを派遣し、派遣先となるお客様の指揮命令に

従って業務を遂行します。

技術力のみならず、体系的な研修により、ヒューマンスキ

ルやマネジメントスキルを備えたエンジニアを派遣してい

ます。

派遣契約 指揮命令

雇用契約 UTエンジニア

お客様

業務委託契約

雇用契約

指揮命令

UTエンジニア

お客様

UTテクノロジーは、シーメンス株式
会社のコンサルティング＆ SI パート
ナーです。
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モノづくりの基幹となる
領域をフォロー

UTテクノロジーは幅広い産業分野で活動しています。今後

は「自動車」「航空・宇宙」「半導体」「エネルギー」分野に

注力しつつ、UTグループが半導体分野で築いた実績を背

景とした「電気・電子回路」をはじめ、「機械設計」「組込み

ソフトウェア」「生産技術」「IoT」など、デジタル化が進む日

本のモノづくりを支えていきます。

強力な採用力で
エンジニア不足を解消

全国各地に窓口をもち、月間 1,000名規模の採用が可能な

グループ会社の強みを生かすことができます。新卒者、中

途者の採用はもちろん、グループ会社で製造に従事する社

員からエンジニア希望者を募るグループ内転職制度 「One 

UT」 などによって、適性のある人を安定的に採用することが

できます。

独自の研修システムで
優れたエンジニアを育成

新卒者や未経験者を対象とした教育プログラム 「UTEIP」

でエンジニアのスタートラインに立ち、就業中も全国 86カ

所の提携する機関で研修を開催するなど、独自の教育シス

テムを完備。研修施設 「UTACC」 を拠点として eラーニン

グへも積極的に展開しながら、資格取得や PLMなどの必

要な技能の習得を多彩にサポートしています。

「Next UT」で卒業、
お客様の正社員へ転籍

UTテクノロジーでは、現場で実績を積み、必要な技能や資

格を取得したエンジニアを、お客様の正社員として積極的

に送り出す「Next UT」を制度化しています。お客様には能

力や勤務態度が確かな人材を採用する機会となるととも

に、社員にはキャリアパスの目標として、安定的な勤務やキャ

リアアップのモチベーションとなっています。

UTテクノロジーの 4つの強み

Values

’15年度 ’16年度

2000名
2021年度 目標

社員数の増加と目標値

400名
634名

取引先の
業界分布

その他

5.1%

製鉄
1.9%

精密機械
3.5%

エレクトロニクス
7.8%

半導体
42.6%

輸送機器
25.3%

IT
13.7%

所属エンジニア 年齢構成比所属エンジニア分布

20 代 62 ％

10 代 0.2 ％

50 代 7 ％

60 代 0.2％

40 代 8 ％

30 代 19 ％

設計 161名  25.4 ％

実験・評価 28名  4.4 ％

品質保証・品質管理 46名  7.3 ％

半導体テスト用 115名  18.1 ％
プログラム開発

生産技術 139名  21.9 ％

組込・ソフトウェア・ 145名  22.9 ％
IT関連

Our Status

月間定着率

［2017年 3月期］

上期平均
97.9%

下期平均
98.2%

上期平均
98.9%

下期平均
98.6%

2015 年度

通期平均
98.0%

2016 年度

通期平均
98.8%

100%

50%

0%
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❶
 キャリアコンサルティング

UT G
ro

up

UT G
ro

up

採用

キャ
リア
アッ
プ

キャ
リア
アッ
プ

UTエ
ント
リー
制度

エン
ジニ
アへ

キャ
リア
チェ
ンジ

Prize

キャ
リア
パー
トナ
ー

❸
 表彰制度

One U
T

❹

お客様企業への「卒業」

Next UT

❻

❺

UT Aim etc.

UT Construction

UT System

UT Technology

❷ UTACC

UTテクノロジーへの入社は、

キャリア形成のスタートです。

はたらく人がお客様と

ともに「挑戦し成長する」

人材キャリアプラットフォーム

への入り口となります。

UTテクノロジーでは、顧客企業への転籍を支援する「Next 

UT」など、多彩なキャリアパスを設定するとともに、「UTACC」

を拠点とする独自の教育プログラムを充実させてきました。

キャリアコンサルティングに基づいて選択する当社の教育プ

ログラムと、配属先での実践的な経験を段階的に経ることで、

高い生産性を実現する「人財」を、お客様とともに育てていき

たいと考えています。

UTテクノロジーの
キャリア形成支援

UT  Technology
Career Path

D
eveloping careers and skills

UTACC
Learning Programs

▼  機械・電気設計エンジニア

▼  生産技術エンジニア

▼  解析エンジニア

設計基礎

3D CAD （NX, CATIA）

ロボットシミュレーション

シーケンサ、PLC、ロボット

Practice Training

UTEIP
（UTエンジニア養成プログラム）

UTテクノロジーは、シーメンス株式会社の
コンサルティング＆ SI パートナーです。並
びにUTグループはシーメンスPLM ソフト
ウェアの公式トレーニングパートナーです。

❻ Next UT
お客様企業への転籍支援制度
現場で実績を積み、必要な資格を取得したエ
ンジニアを、お客様の正社員として送り出す
制度です。お客様には能力や勤務態度が確
かな人材を採用する機会となるとともに、社
員にはキャリアパスの選択肢をひろげること
で、はたらくモチベーションとなっています。

❶ キャリアコンサルティング
キャリア形成支援制度
全社員を対象に、専門の知識と技能をもつ
「キャリアパートナー」が、研修への参加、資
格取得、転籍など、各自のライフプランに合っ
たキャリア形成を支援します。またキャリア
パートナーが職場の状況を把握することで、
お客様の CSRにも寄与しています。

❸ 表彰制度
UTグループでは、高いモチベーションでイ
キイキとはたらくために、毎年、顕著な成果
をあげた社員を表彰する「UTグランプリ｣
や、培った知見を後輩に伝えることを奨励し
て、入社 10年を経過した全社員を表彰する
「永年勤続表彰制度｣などを設置しています。

❺ UTエントリー制度　
役職ポスト立候補制度
自ら立候補して、執行役員や管理職などの役
職ポストにチャレンジできる制度です。勤続
年数や経験、年齢を問わない業界初のこの
制度は、全社員に公平なキャリアアップの機
会を提供することで、やる気とやりがいを育
てています。

❹ One UT
グループ内転職制度
約16,000名の社員を擁するUTグループ内
で、自他推薦により、主に製造派遣からエン
ジニアへとキャリアチェンジできる制度です。
2016年度には年間147名がこの制度でキャ
リアチェンジを果たし、新卒採用、中途採用と
ともに人材採用の大きな柱となっています。

❷ UTACC
UTエンジニア研修施設
本社のある東京・五反田に位置するエンジ
ニアを対象とした研修施設です。シーメンス
との提携による日本で唯一の PLMトレーニ
ングをはじめ、必要な技能や資格を取得する
各種研修、地方でも学べる eラーニングの
発信など、キャリア形成の拠点として機能し
ます。

特色ある教育プログラム

UTEIP 
UTエンジニア養成プログラム
入社して約 3週間で初心者でもエンジニア
としてのスタートに立つことが可能な、独自
の教育プログラムです。ビジネスマナーか
ら基本ソフトウェアの使い方などの ITリテラ
シー、適正に応じた「機械」または「電気・電子」
の専門知識を学びます。

Siemens 
Training Partner Program
シーメンス公認ソフトウェア
トレーニングプログラム
UTグループは、国内では唯一のシーメンス
社との契約締結により、現在世界の製造現
場で主流となっている設計ソフトウェア「NX」
をはじめ、生産管理を統括するソフトウェア
「Teamcenter」、生産の効率化を図るポート
フォリオ「Tecnomatix」の公式トレーニング
の資格を有しています。UTACCでは、デジ
タルマニュファクチャリングを主体とするイ
ンダストリー 4.0に向かって加速する日本の
モノづくりに貢献できる、PLM（製品ライフサ
イクル管理）人材トレーニングプログラムを
提供するとともに、即戦力となるPLMエン
ジニアを派遣する体制を整えています。

UT Advanced Career Center

〈基礎〉教育

キャリア
コンサルティング 配属 / OJT

UT Engineer Incubation Program
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UT グループ

UTグループ株式会社
グループ全体の戦略・企画立案、
事業会社の統括管理
—
UTエイム株式会社 
総合製造派遣・請負 
—
株式会社タイト・ワーク
総合製造派遣・請負 
—
UTグローバル株式会社
外国人技能実習生管理代行 
—
UTパベック株式会社
電池製造派遣・請負 
—
UTHP株式会社
総合製造派遣・請負 
—
UTテクノロジー株式会社
設計開発エンジニア派遣・受託
—
UTコンストラクション株式会社 
建設エンジニア派遣 
—
UTシステム株式会社
ITエンジニア派遣・受託 
—
株式会社レイハウオリ 
Webサイト制作 
—
UTエージェント株式会社 
有料職業紹介事業
—
UTライフサポート株式会社 
社内福利厚生事業 
—
UTハートフル株式会社 
特例子会社 

UTテクノロジー 会社概要

社名 UTテクノロジー株式会社
設立 2005年9月30日
資本金 4,500万円
代表者 代表取締役社長　櫻井利彦
所在地 〒141-0022
 東京都品川区東五反田一丁目
 11番15号 電波ビル
 TEL: 03-5447-1588
 FAX: 03-5447-1589
平均年齢 34.9歳
売上高 36億円（2017年3月期）
事業内容 技術開発における
 構内請負・受託開発事業、
 設計開発技術者派遣事業
株主 UTグループ株式会社
 （JASDAQ上場：2146）100％
許可番号 【派遣】派13-305240
 【職紹】13-ユ-306625

主要取引先
旭化成グループ／アルバックグループ／いすゞ グルー
プ／伊藤忠テクノソリューションズ株式会社／株式会社
エクサ／大塚商会グループ／シーメンス株式会社／
シャープグループ／新日鐵住金グループ／ SCREEN
ホールディングスグループ／住友重機械工業グループ
／住友電装グループ／ソニーグループ／大日本印刷グ
ループ／ディスコグループ／デジタルプロセス株式会
社／電通国際情報サービス（ISID）グループ／東京エレ
クトロングループ／東京精密グループ／東芝グループ
／トヨタグループ／日産グループ／日本タタ・コンサル
タンシー・サービシズ株式会社／パナソニックグループ
／日立グループ／ファソテック・ホールディングスグルー
プ／富士機械製造株式会社／富士通グループ／ホンダ
グループ／三菱重工グループ／三菱電機グループ／
ヤマハグループ／ラムリサーチグループ／リコーグ
ループ／株式会社菱友システムズ／ルネサスエレクトロ
ニクスグループ ほか（五十音順）

UT Group  History

創業以来、変わらぬ「志」を胸に、
日本のモノづくりを支えてきました

1995
1997

2001
2003

2007
2011

2017

拠点

札幌オフィス 〒060-0042　北海道札幌市中央区大通西12-4 
 あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル6階　
 TEL：011-522-5826　FAX：011-522-5827

仙台オフィス 〒980-6020　宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル20階
 TEL：022-796-6570　FAX：022-796-6571

宇都宮オフィス 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷1丁目4番9号 MKビル7階　
 TEL：028-616-8788　FAX：028-616-8789

東京オフィス 〒141-0022　東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル4階
 TEL：03-6459-3640　FAX：03-6459-3641

厚木オフィス 〒243-0003　神奈川県厚木市寿町3-4-5 米山建物204号室
 TEL：046-204-9225　FAX：046-204-9226

静岡オフィス 〒422-8041　静岡県静岡市駿河区中田3-8-7カレント中田ビル1階 
 TEL ：054-202-7111  FAX：054-202-7112

名古屋オフィス 〒450-0001　愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 
 名古屋国際センタービル22階　
 TEL：052-446-7331　FAX：052-446-7339

四日市オフィス 〒510-0075　三重県四日市市安島1-5-10KOSCO四日市西浦ビル2階
 TEL：059-353-5830　FAX：059-353-5831

大阪オフィス 〒530-0002　大阪府大阪市北区曽根崎新地2-1-23JPR堂島ビル 3階
 TEL：06-6131-8637　FAX：06-6131-8638

広島オフィス 〒732-0825　広島県広島市南区金屋町2-14 アフロディテ6階　
 TEL：082-264-2011　FAX：082-264-2022

福岡オフィス 〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉2-2-1 井門博多ビルイースト7階
／開発センター TEL：092-282-3433　FAX：092-282-3435

大分開発センター 〒870-0047　大分県大分市中島西1丁目2番8号セゾン中島西103号
 TEL：097-574-7691　FAX：097-574-7692
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モノづくりの人材派遣会社として創業
「志」を意味する「エイム」の名を冠した、エイムシーアイシー有限会社と
して設立。創業者は当時 24歳の若山陽一。大手人材派遣会社勤務の
経験から、「職を求める人」「人を求める企業」の双方に貢献しつつ日
本のモノづくりを支えたいと志した起業でした。

日本のモノづくりの雇用体系に変革を！
キャリア形成支援を軸にしたビジネスモデルを「キャリアプラットフォー
ム」として整備。日本のモノづくりの雇用体系を、お客様とともに人材を
育てるプラットフォームへと変えることで、日本全土に、雇用のインフラ
ストラクチュアを創造していきます。

人材サービス業界のリーダー企業をめざして
20年にわたる実績から、キャリア形成支援を軸に、社員とお客様を 2つ
のカスタマーとするビジネスモデルを構築。「はたらく力で、イキイキ
をつくる」をミッションに掲げ、採用規模の拡大とキャリア形成支援の環
境の充実を図りました。

UT エイムを核としたグループを展開
2007年 4月、UTエイムの事業形態をベースとした純粋持株会社ユナ
イテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社（現・UTグループ株
式会社）を設立。多様な事業領域に対応したグループによる経営がス
タートしました。

業界初の株式上場と持株制度の導入
厳格な管理体制やコンプライアンス経営が認められ、日本エイム株式
会社が業界初の店頭市場（現・JASDAQ市場）での上場を実現。同時
に全社員が自社株を持ち、会社の利益を社員に還元するとともに経営
に参画する道を拓く、業界初の「社員持株制度」が創設されました。

半導体製造請負で実績 No.1 を達成
技術革新が進み、より高度な専門性を必要とする半導体業界へ進出。
「社員のスキルアップを通じてお客様のモノづくりを支える」サービスに
より、関連産業の製造請負・派遣社員数で製造アウトソーシング業界
No.1（各社発表資料より当社推計）を達成しました。

教育と昇給を軸とした派遣への挑戦
1996年日本エイム株式会社（現・UTエイム株式会社）に改組。1997年
には派遣社員の離職とスキル不足という課題に対し、業界の常識を覆す、
「派遣社員への教育とそれに応じた昇給」という革新的なしくみを提案。
「工程一括請負」によるチームサービスで、その実現を果たしました。

売上実績
［百万円］

技術職社員数
［名］
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