
 

 

 

Press Release 

2015年 1月 13日（火） 

日研総業株式会社 

 

 

中田英寿と工場・製造業の求人サイト「ｅ仕事」のｺﾗﾎﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第 2弾 

ジャパンクオリティを継ぐ「塗師」募集・育成キャンペーン 

「塗師への道」研修プログラムに参加し、 

イタリア・ミラノからジャパンクオリティを世界に伝えよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日研総業株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役社長:清水浩二、以下:日研総業)は、2014

年 4 月、元サッカー日本代表の中田英寿氏と、「モノづくりニッポン e 仕事×ReVALUE NIPPON」

プロジェクトを立ち上げ、モノづくりによって日本の若者の働き方を豊かにしていくべく様々な活動

に取り組んでいます。今年 6月には、プロジェクト第 1弾として、ブラジルに期間限定でオープンし

た「nakata.net Cafe 2014@サンパウロ」で働くモノづくり PRスタッフを募集・派遣し、国内外に日本

のモノづくりの魅力を発信する取り組みを行いました。 

そして、この度日研総業は、「ジャパンクオリティを継ぐ」をテーマに、「モノづくりニッポン e 仕事×

ReVALUE NIPPON」プロジェクト第 2 弾を実施いたします。プログラムの監修は中田英寿氏と、日

本の匠、漆芸家で人間国宝の室瀬和美氏の他、現代の製造業における塗装分野のスペシャリス

トとのコラボレーションで行います。ジャパンクオリティを学び、国内外に伝え、そして次世代に繋

いでいく一流の「塗師」を募集・育成いたします。  



■「モノづくりニッポン e仕事×ReVALUE NIPPON」とは？ 

2014年 4月、日研総業が、中田英寿氏が立ち上げた日本文化再発見プロジェクト「ReVALUE 

NIPPON」（http://nakata.net/rnp）の取組みに共感し、自社が運営する製造業専門の求人情報サ

イト「e仕事」（http://1145.jp/）と共同で、日本のモノづくりの魅力を国内外に広く伝えるべく起動し

たプロジェクト。モノづくりによって日本の若者の働き方を豊かにしていく活動に取り組んでいます。

モノづくりのスキルを身につければ、会社に就くのではなく、職に就くという主体的で自由な働き方

を選ぶことができます。身につけた技術に誇りを持ち、自身の生き方や働き方を積極的に選択し

ていく。日研総業は、本プロジェクトを通じて、そのような自由な生き方を若い人たちへ提供する一

助になることを望んでいます。 

 

 

■キャンペーンの背景 

安価で大量生産される製品の品質や安全性の問題が叫ばれる中、メイド・イン・ジャパンのクオ

リティが今、国内外で見直されています。かつて、Japan as No.1 と言われた自動車や家電は、日

本人のあくなき品質へのこだわりの成果でした。「日本製」であることが商品の付加価値を大きく

底上げしているのです。このジャパンクオリティを生み出した日本人の気質は、何千年も前から伝

わる伝統工芸の中に見出すことができます。 それは、日本人でさえ気づいていない世界に通用

する知恵や技術の宝庫です。 

そこで今回、「モノづくりニッポン e 仕事×ReVALUE NIPPON」プロジェクトは、ジャパンクオリティ

の象徴でもある「塗り」に着目しました。その原点でもある伝統工芸の「漆塗り」の技術は、何千年

にも渡って伝わり、その知恵や匠の精神は、現代の製造業における「塗装」にも通じるところがあ

ります。 例えば、日本の製造業を代表とする自動車塗装においては、下地処理や調色、吹き付

け技術など、地道な作業をいとわない根気と芸術家のようなセンスが求められます。とりわけ日本

人の塗装品質への要求は厳しいとされ、国際的に見て卓越した技量を持つ職人が多いのです。 

今、私たちがこういった日本のモノづくりの魅力を再発見し、それを強みとして進化させていくこと

は、 今後の日本の成長戦略に欠かせない視点のひとつだと考えました。 

 

 

■キャンペーン概要 

日本の若者たちが、ジャパンクオリティを伝統に学び、現代に活かす「塗師への道」研修プログ

ラムを実施します。監修は中田英寿氏と漆芸家で人間国宝の室瀬和美氏、現代の製造業におけ

る塗装分野のスペシャリストとのコラボレーションで行います。 

「e 仕事」の求人サイトにて、次世代の「日本の塗師」を一般から募集。採用の決まった方には、伝

統工芸から現代に伝わる日本の「塗り」の精神、知恵、技術を学んでいただきます。また研修の一

環として、中田英寿氏とともにイタリアに渡り、ミラノ万博の開催時期に、現地での中田英寿氏の

日本文化の発信イベントなどに合流していただきます。現地では、ワークショップを実施するなど、

世界に通用する次世代モノづくり人としての目を養っていただきます。帰国後は現代の製造業の

現場で、ジャパンクオリティを次世代に継ぐ「塗師」となるべく、日研総業が全力でサポート。研修

費用やミラノへの往復渡航費、宿泊費等は全て日研総業が負担します。 



＜募集概要＞ 

・応募方法 

募集期間中に「e仕事」に登録して応募してください。 

・募集期間 

2015年 1月 13日(火)～1月 31日(土) 

・募集人数 

若干名（最大 5名） 

・仕事内容 

① 「塗師への道」研修プログラムへの参加 

※ 参加期間中、SNSやキャンペーンサイト上のブログにて 

      日々学んだことについて情報発信していただきます。 

※ プログラム内容は状況により変更する可能性があります。 

 

【国内】 

＜漆塗り講座＞ 2015年 3～6月の間（全 8回程度） 

 漆芸家・重要無形文化財（人間国宝）「蒔絵」保持者 室瀬和美氏 監修 

・漆塗りを学ぶ 

・漆器を使った体験 

 

   ＜現代塗装講座＞ 2015年 5～6月（全 3回程度） 

    関西ペイント株式会社 監修 

・調色／塗装体験コース 

 （塗装基礎講座／各工程の体験／塗装機材見学など） 

 

     【イタリア・ミラノ】2015年 6～7月のうち 1週間程度 

    イタリア・ミラノで開催予定のイベントを通して、 

     “塗り”をテーマに、ジャパンクオリティの魅力を 

ＰＲ(SNS/ブログ、メディア取材対応など)して頂く予定です。 

 

② 製造業のお仕事（当社の請負作業所） 

※ 塗装業に限りません。 

※ プロジェクト期間中、お仕事内容、就業先は途中変更する可能性があります。 

※ プロジェクト期間後も就業先をサポートします。 

 

・応募資格 

製造業に興味のある方、塗装業経験者大歓迎。 

研修プログラムのみをご希望の方も歓迎しております。 

※ 取材対応、メディア露出に了承いただける方 

※ 学生不可 



・プロジェクト期間 

2015年 3月 2日～2015年 7月 31日 

 

・給与 

① 国内 時給 1000円 

イタリア・ミラノ 時給 1500円 

② 月収例 18万円～27万円以上可 

※ 就業先により異なります。 

※ 残業・深夜手当含む。 

 

・年齢 

18歳～ 

 

・勤務時間 

日研総業で就業される場合：実働 8時間 

※ 就業先により異なります。別途残業あり。 

 

・勤務地 

国内 

※ ②全国各地の当社請負作業所 

※ ②実際の勤務先は、面談時にご相談させていただきます。 

※ ①6～7月の 1週間程度はイタリア・ミラノ出張があります。 

 

・寮／住環境 

国内手配可能 

※ イタリア・ミラノ出張時は、日研総業でホテルを手配します。 

 

・待遇 

① 研修費用、研修中の交通費、イタリア・ミラノへの渡航費・宿泊費は全額日研総業負担 

② 各種社会保険完備、交通費支給、寮完備、赴任旅費支給 

 

・キャンペーンサイト： http://1145.jp/monozukuri/ 

 

 

 

 

 

キャンペーンサイトイメージ 

http://1145.jp/monozukuri/


■トークセッション 

「ジャパンクオリティを継ぐ～モノづくりに命を吹き込む日本の塗師 ～」をテーマに、中田英寿氏と

日本を代表する“塗り”のスペシャリストの対談を行いました。 

 

 

▼中田英寿 

一般財団法人 TAKE ACTION FOUNDATION 代表理事 

サッカー日本代表として 1998年フランス、2002年日韓、2006年ドイツと 3大会のワールドカップに

出場、ドイツ大会を最後に現役引退。引退後 100以上の国や地域を旅した経験から、世界の問題

点をできることから解決しようと、2008 年に「TAKE ACTION!2008+1」キャンペーン」を立ち上げ、

2009年、一般財団法人 TAKE ACTION FOUNDATIONを設立。同年より、国内 47都道府県の旅

を始めると、これをきっかけに伝統文化・工芸などを支援するプロジェクトを財団でスタートした。ま

た 2003年より、東ハト 執行役員 CBO（最高ブランド責任者）。2014年、「GOLDEN FOOT AWARD 

2014」にて、サッカーの歴史上に偉大な功績を残した引退選手に贈られる“オール・タイム・レジェ

ンド”をアジア人として初めて受賞。 

 

▼室瀬和美 

漆芸家であり、蒔絵の重要無形文化財保持者（人間国宝）。  

父は同じく漆芸家の室瀬春二。 

1970年 東京芸術大学美術学部工芸科入学 

1973年 東京芸術大学安宅賞受賞 

1974年 東京芸術大学美術学部工芸科漆芸専攻卒業 

1975年 「冬華文蒔絵飾箱」が第 22回日本伝統工芸展にて初入選 

1976年 東京芸術大学大学院美術研究科漆芸専攻修了  

（修了制作大学買い上げ） 

以降数々の伝統工芸展に出品し受賞多数。  

2008年 重要無形文化財「蒔絵」保持者（人間国宝）認定、紫綬褒章受章  

現在は社団法人日本工芸会理事、日本文化財漆協会常任理事、  

漆工史学会理事、日本工芸展特待監査委員など  

 

▼宮武啓次 

日本でトップのシェアを誇る塗料メーカー、関西ペイント株式会社の執行役員を勤める。 

1985年 徳島大学院工学研究科応用化学専攻 修了 

      関西ペイント株式会社 入社 

2000年 自動車補修塗料本部技術部専門課長 

2002年 関西ペイント販売株式会社 出向 

2010年 汎用塗料本部副本部長 兼 自動車補修塗料技術開発部長 

2012年 執行役員汎用塗料本部副本部長 

      現在に至る 



▼菅原健二 

板金塗装の塗装職人。株式会社新和自動車所属。  

2011年 ベストペインターコンテスト 2011 国内決勝大会出場し日本代表に選出される。 

2013年 フランスで開催された国際 R-Mベストペインターコンテスト 2013出場。 

塗装技術や塗料の調合の腕だけでなく、補修塗装全般についての技術と知識・判断力を持ち合

わせる若手の塗装職人。  

   

 

 

  

【日研総業 会社概要】 

会 社 名 ：日研総業株式会社  

代 表 者 ：代表取締役社長 清水 浩二 

本社所在地 ：東京都大田区西蒲田 7-23-3 日研第一ビル   

設 立 日 ：1981年 4月 1日 

資 本 金 ：50,000,000円 

業 務 内 容 ： ・業務請負事業  

・人材派遣事業  

・人材紹介事業  

・メディカルケア事業  

U R L ： http://www.nikken-sogyo.co.jp 

 

本件に関する問い合わせ先 

日研総業株式会社 広報担当：工藤 

 

「モノづくりニッポン e仕事×ReVALUE NIPPON」PR事務局（サニーサイドアップ内） 

担当：飯島、大和、福田、小久保 

TEL：03-6894-3200／FAX：03-5413-3050／MAIL：nikken@ssu.co.jp 

http://www.nikken-sogyo.co.jp/

