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PARTNER」と言っても過言ではありませ

ん。事実、警備会社の社会貢献度の評価は

高く、「学生に勧めたい大手企業ランキン

グ」（東洋経済オンライン）では、警備会社で

は唯一、綜合警備保障株式会社（ALSOK）

がベスト100にランクインしています。

　私たちは、さまざまな場所を見守ること

で、事故や事件を未然に防いでいます。世間

から注目されることはあまりありませんが、

その業務は地域の安全確保や経済の円滑

化などに直結しており、現代社会にとって安

全・安心を担う唯一無二の存在＝「BEST

安全・安心を担う
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　警備業務といえば、イベントでの交

通整理を思い浮かべる方も多いと思

いますが、当社では警備業の枠を超え

て、安全・安心に係る各種サービスを

幅広く提供しています。これだけ多くの

業務を実施している警備会社は、県内

では当社だけです。

01　/ BEST PARTNER 02



「24時間365日」愛媛の街を見守り、駆けつける

ガードセンター

　機械警備業務は、隊員だけでは遂行できません。必要な

のは信頼関係に基づいた「チーム力」です。ガードセン

ターの監視・指令で現場へ急行。両者の連携が取れること

で、安全かつ安心して警備活動に専念でき、結果としてお

客様へ最高の「安全・安心」を提供することができます。

隊員の安全も全力で守ってくれているガードセンターは、

欠かすことのできないBEST PARTNERです。

　近い将来AIによる機械化で、どの業界も

サービスの形態が大きく変化していくことで

しょう。しかし、人間にしかできないことがあり

ます。それは温かい心や他者への思いやり、正

義感、倫理観、そこから生まれる判断や処置な

のです。

　愛媛綜合警備保障の強みである「人（機械

警備隊）」と「機械（システム）」の融合は、時代

に応じて形を変えながら、さらに成長していく

と確信しています。

　機械警備業務はいつの時代も、最新鋭のシ

ステムでセキュリティ業界を牽引してきまし

た。その機械警備業務に欠かせないのが、機

械警備隊員です。自宅や施設に設置された各

種センサーが反応すると、ガードセンターの指

示により隊員が現場に急行し異常の有無を確

認、有事の際には適切な判断で処置します。こ

のガードセンターからの適宜適切な指示と隊

員の瞬時の判断で、時には高齢者や迷子を保

護し、ご家族から感謝の言葉を頂くこともあり

ます。他にも交通事故を起こしたお客様の安

否確認、金融機関のATM管理、サイバーセ

キュリティを用いたウイルス感染防止の一次

対応など業務は多岐にわたります。

本社 機械警備部 部長

客野 雄亮
Yusuke Kyakuno

2002年４月入社

機
械
警
備
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最先端セキュリティ機器

技 

術

02
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お客様の想いを「カタチ」にし、寄り添い、ともに歩み続ける

　機械の性能・機能は時代のニーズに沿って

目まぐるしく進化し、数年前には想像もつかな

かったようなもので溢れています。常に最新の

知識を吸収しながら機械とともに我々も進化

し、対応していくことが必要です。その数々の

技術がお客様の安全・安心に対する想い・

ニーズを「カタチ」にします。

　機械警備サービスの提案からずっとお客様

に寄り添い、ともに安全・安心を求め歩み続け

ることのできる、とてもやりがいのある仕事だ

と感じています。

　我々技術部は、お客様へ提供する機械警備

サービスの提案・システム設計・設置・メンテ

ナンスといった業務に当たっています。最優先

事項である「お客様の想い・ニーズ」に、セキュ

リティシステムを取り扱うプロとしての知識と

経験をマッチングさせることで、それぞれのお

客様にとってベストなシステムを設計すること

ができます。単なるモノづくりではなく、ヒアリ

ングを重ねてお客様に合ったシステムを設計、

サービスを提供することで、安全・安心を「カタ

チ」にできる、とてもやりがいのある仕事です。

設計した機械が侵入者をとらえた際にお客様

から頂く感謝の言葉は、何物にも代え難い大

切なものです。

本社 技術部 課長代理

古田 雅裕
Masahiro Furuta

2003年４月入社

BEST PARTNERMy

　AI、高性能カメラ、ドローンなどの最新の機器や技術をい

ち早く業務に取り入れることで、他社との差別化が図れる

ほか、お客様に対して常にクオリティの高い警備を提供す

ることができます。セキュリティシステムの施工を行う工事

協力会社や各メーカーのシステムエンジニアなど、最先端

技術に素早く対応できる優秀なバックアップメンバーが、ベ

ストなシステムを提案する上で必要不可欠です。
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統制員や資金精査員

使命と誇りを胸に刻み、万全の状態で業務に当たる

りますが、お客様から「いつもありがとう」「今

日もご苦労様」と直接感謝や労いの言葉を頂

くたび、人のためになる仕事に就きたいと思っ

ていた私にピッタリの仕事だと、日々初心を思

い出すきっかけとなっています。

　これからも使命と誇りを胸に刻み、歩み続け

ていきます。

　警備という仕事はやりがいと魅力に溢れる

仕事です。皆さんも是非、私たちとともに歩ん

でいきませんか？

　今、手元に100万円の現金があったら…と

想像してみてください。気持ちが落ち着かない

のではないでしょうか？我々警送部は、リスク

が伴うATMや店舗への現金・貴重品の運搬

を、丁寧かつ正確に行うプロです。

　この輸送警備という業務は、お客様との絶

対 的 な 信 頼 関 係 のもと成り立って おり、

「ALSOK」のロゴマークに向けられる人々の

視線から、その責任の重さをいつも感じていま

す。そしてその都度気を引き締めながら、万が

一にもミスが起きないように、統制員や資金精

査員と連携して、万全の状態で業務に当たっ

ています。

　時には昼食が取れないほど忙しいときもあ

　安全で正確な保管・運搬には、統制員や資金精査員の支援

が欠かせません。統制員は隊員が運転する警備輸送車両の位

置をGPSを用いて愛媛県下全車両分管理しており、専用設備

で安全な運行を統制管理し、適宜適切にオペレーションします。

持ち帰った現金などは、資金精査チームによって正確に精査、

保管、管理され、出荷時にはその準備も行います。お客様との

信頼関係を守り続けていく上で、非常に頼りになる存在です。

本社 警送部 係長

清水 善行
Yoshiyuki Shimizu

2003年４月入社

輸
送
警
備
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保安検査チーム

人の力を駆使し、空港などでのトラブルを未然に防ぐ

は決して気分の良いものではなく、時折厳しい

お言葉を頂くこともあります。しかし、以前年配

のご婦人に言われた「しっかり検査してくれて

ありがとう。これだけしてくれていると安心ね」

という言葉は、10年を超える検査員経験の中

でも非常に嬉しく、辛いとき私の心の支えと

なっています。

　何事もなく飛行機が離発着を繰り返す…。

その当たり前の日常を守るため日夜仕事に取

り組む、見えない誰かの何気ない日常を忘れ

てはなりません。

　AIや機械では気付くことができない微細な

異常に対応するため、人の力を駆使して施設

を守るのが常駐警備です。愛媛県では伊方発

電所や松山空港、いよてつ髙島屋、県民文化

会館など多数の重要施設で出入管理や巡回

業務に当たっており、不審者・不審物を早期発

見することでトラブルを未然に防ぎます。

　その中の少し特殊な警備として、空港保安

検査業務を紹介します。搭乗前の保安検査は、

不法行為未然防止のために必要不可欠で、

「安心して飛行機に乗れる環境を提供するこ

と」を最大のサービスとしています。

　しかしお客様の安全のためとはいえ、持ち

物を制限されたり荷物や体をチェックされるの

　飛行機に関わる事故や事件は、テロのような遠い外国

の話ではありません。私たちの日常にも使い方や保管の

仕方で危険物と成り得るものはたくさん潜んでいます。

上空で何か起きても逃げ場がないからこそ、飛び立つ前

にその危険性を最小限にしなければならないのです。愛

媛を旅立つすべての方々に、「いってらっしゃい」「お気を

付けて」の気持ちとともに、確かな安全を提供します。

本社 常駐警備部 係長

川村 友里之
Yurino Kawamura

2005年４月入社

常
駐
警
備
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県内外の警備会社が集結する
警備統括本部

目標なくして成功なし。失敗を恐れず、仲間と協力！

へも感謝の気持ちでいっぱいでした。

　私自身が、警備を成功させる上で特に大事に

していることは、「目標を持つこと」です。「目標が

ないと行動することができないので成功はな

い」という言葉があります。失敗を恐れず、目標

を持って仲間と協力することで、必ず成功に近

づくと思います。

　仕事は一人で行うものではありません。私た

ちと一緒に、100年続く会社を目指して、頑張り

ましょう。

　スポーツや音楽イベント、地域の祭りや各種

催し物において、人・車両の誘導のほか、不審者

や不審物のチェックを行い、状況に応じた冷静

な判断で事故や混乱の発生を防ぎます。イベン

トに関わるすべての人に安全・安心を提供し、笑

顔で帰っていただくことが、我々の使命です。

　2019年に愛媛で行われた「G20サミット」の

警備は、9ヵ月前から準備を始めましたが、さまざ

まなシチュエーションを想定して関係各所と打

ち合わせを重ね、それでも発生するイレギュ

ラーに何度も警備計画書を修正しました。県内

初の国際会議ということでプレッシャーが大き

かった分、成功の喜び、達成感、安堵感は何倍に

も感じられ、計画通りに業務を行ってくれた隊員

　大型イベントでは、１日数百人の警備員が必要になること

もあります。このような規模の警備を成功させるには、県内外

の警備会社の協力が欠かせません。えひめ国体では、54社、

6,000人の警備員を束ね、何度も協議を重ねて警備計画を

立て、訓練を繰り返すことで無事に警備に関わる事故ゼロを

達成することができました。イベント成功という１つのゴール

に向かって、時には会社の垣根を越えて警備に当たります。

本社 常駐警備部 係長

舛岡 和雄
Kazuo Masuoka

2000年４月入社

イ
ベ
ン
ト
警
備
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C S R 活 動  / 地域の方々に支えられ、ともに歩んでいくためにCareer Up
［キャリアアップ］

「経験」を武器に、更なるCareer Up を目指して

準備、計画の大切さを感じました。

　そして現在、私は営業マンとして働いています。人

との出会いを大切にし、まだまださまざまなことに挑

戦し、成長していきたいと思っています。

　新しいことを始めるときは不安でいっぱいになり

ますが、すべての経験が必ず人を成長させます。ぜ

ひ愛媛綜合警備保障で一緒に学び続け、キャリア

アップを目指していきませんか？

　人は経験することで成長します。私にも成功と多く

の失敗がありました。最初の配属の機械警備部では、お

客様から感謝されることもあれば叱咤されることも度々

ありました。しかし現場での隊員経験が私の原点です。

　その後、隊を管理する業務に当たりましたが、ここ

ではさらに隊員を守る責任、指示する難しさや協調

性についても学ぶことができました。

　次に私が配属されたのはえひめ国体準備室。会

社としても初めての業務で、メンバーと連日試行錯

誤を繰り返しました。ゼロから作り上げた大会の成功

に皆で涙したことは今でも忘れません。あらためて

■ あんしん教室・防犯セミナー

Career１［ 警備員 ］

まずは現場の経験から
　警備の本質を身に付けるため、現場で

さまざまな経験を積みます。この経験が、

将来のキャリアに大きく活きています。

Career２［ 班長、副隊長、隊長へ ］

警備を管理する立場に
　数人をまとめる班長、隊の責任者である

副隊長、隊長へ。業務のみならずリーダー

としての人間性も磨く必要があります。

Career３［ 管理部門 ］

現場での経験を活かして活躍
　現場での経験を基に管理部門（警備

管理、営業、総務、支社など）の仕事に

チャレンジ。自身の裁量も広がります。

■ 愛媛県警備業協会の活動に貢献警備員指導教育責任者／機械警備業務管理者／空港保安警備業務検定／施設警備業務検定／雑踏警備業務検

定／交通誘導警備業務検定／核燃料物質等危険物運搬警備業務検定／貴重品運搬警備業務検定／セキュリティ

プランナー／防犯設備士／消防設備士／消防設備点検資格者／防火対象物点検資格者／防災管理点検資格者／

電気主任技術者／電気通信主任技術者／工事担任者／各種危険物取扱者／電気工事士／特殊無線技士／運行

管理者／衛生管理者／上級・普通救命技能検定／高度医療機器販売管理責任者／損害保険募集人資格／防災士

取得可能な

資格
　1972（昭和47）年の協会設立当初より、県内最大手

の警備会社として関わり、協会主催の各種講習会での講

師派遣や 「警備の日」の啓蒙活動などを行っています。

■ 森のあるまちづくり活動に参加

　2010（平成22）年の活動開始当初から積極的に参加

しています。その後も松山外環状道路や愛媛県立中央病

院の植樹を行いました。

■ クリーン作戦

　2004（平成16）年の８月から、毎週水曜日の始業前約

30分を「ALSOKクリーン作戦」とし、本社周辺の路上の

ゴミ拾いを行っています。

　学校からの要請によって、小学校で実施している

「分かりやすく」をモットーにした児童向けの防犯教

室です。当社の社員が自主練習や社内での合同練習

を積んで、「隊長役」「講師役」「不審者役」を演じる
本社 営業本部 営業第一部 課長代理

渡部 晋平
Shinpei Watanabe

2007年４月入社

ロールプレイング形式で行っています。それぞれのセ

リフや動作から、「防犯とは何か」に気づくきっかけに

なればと、2006（平成18）年９月から取り組んでい

ます。
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空手・ボクシング部
国体などの全国大会で好成
績を収める部員をサポートす
るため、2017（平成29）年度
に新設しました。

野球部
学生時代に活躍した選手も
多数在籍しています。さまざ
まな大会に積極的に出場し、
好成績を残しています。

サッカー・フットサル部
子どもも交えたアットホーム
なサッカー愛好家の集まりで
す。初心者・経験者を問わず
楽しく活動しています。

陸上部
2016（平成28）年に「お城
下リレーマラソン」に参加し
たことがきっかけで発足した
新しい部です。

剣道部
「楽しく、厳しく」剣道を通じて企業

スポーツの推進と、社会貢献を

モットーに、自主性を持って取り組

んでいます。

柔道部
警備員に必要な礼節や忍耐力を

養うため有志で結成し、部員10

人で活動しています。各大会で優

秀な成績を残しています。

綜警防護術部
防護術とは、己の肉体と護身用具

で戦う競技です。警備業務におい

て、いざというときに適切な行動

で、受傷事故を未然に防ぎます。

福 利 厚 生  / 心も体も健全に、明るく働きやすい職場が明日の安全・安心の原点 先 輩 の１日 / 誇りとやりがいを感じているから、オンもオフも充実！

スポーツ活 動  / 心技体を鍛錬することで、人として成長できる

　機械警備隊の業務は本当に多種多様です。入社前

には想像していなかった業務もあり、やりがいを持っ

て毎日の業務に励んでいます！

17：10 出社／装備チェックやアルコールチェック

18：30 事故現場駆けつけサービスによる緊急出動

20：00 休憩／待機所で仲間と夕食

22：00 各種警報受信による緊急出動

  5：30 待機中は書類作成など

10：00 日勤者に引き継ぎを行ってから退社

Night Shift /  夜  勤

　お客様の貴重品を正確に届けるため、相方と車両に

乗り込み業務に当たっています。お客様と接する機会

が多いため、人と人との繋がりを大切にしています。

  7：30 出社／装備チェックやアルコールチェック

  8：30 金庫から備品などを車に積み込み出発

12：00 昼食／手作りのお弁当でパワーチャージ

13：00 午後の業務／同乗者と効率の良い道順を検討

16：30 15件訪問し帰社。金庫に入庫し日報を締める

17：30 明日のコースを確認して退社

　空の安全を守るため、従業員をはじめすべてのお客

様の手荷物検査とボディーチェックを行っています。お

客様と接する機会が多く、やりがいのある仕事です。

  6：10 朝礼／始発便が迫っているため時間との勝負！

  9：20 休憩　※１時間半～２時間ごとに１回休憩あり

12：00 昼食／空港の社食にてランチ♪

13：00 午後の業務／メンバーと力を合わせて！

17：30 ラストスパート／最終の東京便でやや混雑！

19：30 勤務終了／メンバーと終礼

Day Shift /  日  勤

毎日飛行機を見ているせいかよく旅行に行くようにな

りました！スノーボードなどアクティブ系が大好きです♡
Private
Time

休日は各地のイベントに参加したり、スポーツジムで汗を流し

たりと積極的に活動しています。最近は料理を楽しんでいます！
Private
Time

帰宅後は仮眠をとり、午後から友人たちと会うことが多いで

す。買い物に行ったり飲みに行ったりと楽しく過ごしています。
Private
Time

松山空港警備支社 副隊長

石川 まなみ
Manami Ishikawa

2013年４月入社

本社 警送部

白石 アキオ
Akio Shiraishi

2018年４月入社

本社 機械警備部

高橋 一真
Kazuma Takahashi

2019年４月入社

■ 有給休暇 ［ 夏期休暇制度有り ］

■ 特別休暇

■ 産前・産後休業

■ 育児休業

■ 介護休業

■ 出産手当

■ 結婚手当

■ 子供手当

■ 赴任手当

■ 転勤時の諸費用・住宅費用負担

■ 人間ドッグ受診補助

■ キャリアコンサルタントによる各種カウンセリング

■ ALSOKグループ保険への加入

■ ALSOKベネフィット

■ 社員旅行 ［ ２～３年に１回 ］

■ 独身寮 ［ 男性専用寮 ］  etc.
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Ｏｆｆ Shot
［オフショット］

Recruiter
 ［リクルーター］

就活生の皆さんの窓口となる採用担当者。

分からないことがあればこの２人に、何でも気軽にお聞きください♪

歓送迎会などの社内行事も充実。

業務を離れているからこそ、上司や先輩のいろんな姿が見えてくる！？

1

4

5

2

3

6

仕事という「魔法のお酒」に魅せられて

る…。これが魔法のお酒に酔った私。素面の私、

魔法のお酒に酔った私、両方とも本当の私。皆さ

んもALSOKの魔法のお酒を一緒に飲んでみま

せんか？お酒が強い人も弱い人も大歓迎です。

　私にとって「仕事とは？」と聞かれたら、「魔法

のお酒」と答えます。休日明けは体が重く、休日

前は軽やか。これが素面の私です。

　ただ、ふと気づくと仕事に夢中になっている

自分がいます。アイデアが浮かんだ時は朝早く

出勤し企画書を書き、アイデアを形にします。成

果が出ればまた新たなことにチャレンジしたくな

光陰矢の如し

　皆さんも未来の充実を掴み取るため、「今」に全

力でぶつかってみてください。愛媛綜合警備保障で

一緒に「光陰矢の如し」が体感できることを楽しみ

にしています。

　「時は金なり」とか「一寸の光陰軽んずべからず」

という言葉があります。どちらも時間は貴重で価値

あるものという意味を持っています。少し似た意味

で「光陰矢の如し」。私の経験では、辛い時間は長く

感じ、楽しい時間はあっという間に過ぎていきます

が、「矢」どころか「銃弾」だったのかと錯覚してしまう

ほど、これまでの社会人生活は充実していました。

本社 総務部 課長代理

工藤 公弘
Kimihiro Kudo

2005年４月入社

本社 総務部 係長

八塚 誠治
Seiji Yatsuduka

2003年４月入社

しらふ

本社  総務部  採用担当  工藤・八塚
〒790-0054  愛媛県松山市空港通二丁目6番27号（本社）

TEL089-971-2010/080-1990-6018
 ［ 9：00～18：00 ］

https://www.alsok-ehime.co.jp

担　当
連絡先

     大学時代の友人とシンガポール旅行へ　  上手に飲めました（笑）　    ライヴ後の打ち上げで某有名骨付鳥に喰らいつく！！幸せ～♪

　  部活メンバーで楽しくワイワイ★　     休日は家族サービス。仕事もオフも充実！！　     就職合同説明会の休憩中の1コマ。ついつい

“おもしろい”に走ってしまいます。　     就活応援団結成記念！？ 私たちリクルーターが楽しい社会人生活をサポートします♡

1

3 4

6

5

2

17　/ BEST PARTNER 18


