
1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0061 横手市横手町字三ノ口７番地

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキカイシャ　　　 ムラオカグミ

株式会社　　村岡組

勤務地 横手市、秋田市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合建設業、一級建築士事務所 採用担当 村岡　志朗

設立 1939年（創業８１年） TEL 0182-32-3565

代表者 代表取締役社長　村岡　洋平 FAX 0182-32-3576

備考

資本金 ３０００万円 E-mail info@muraokagumi .jp

売上高 10億8000万円(平成30年度） URL http://www.muraokagumi.jp

従業員数
39人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（　男性　33人　/　女性　6人　）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ要普通自動車免許

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

技術職、総合職

2～3人

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

技術職、総合職

2～3人

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 ◆技術職は土木工事、建築工事を理解してもらう為、現場にて建設作業
や現場監督の助手を行いながら施工管理の基礎を学びます。数年の現場
経験を積み適正を考慮しながら必要な資格を取得し将来的には現場の長
として活躍してもらいます。
◆総合職は住宅建築の設計営業や事務職全般です。モデルハウスでの接
客やお客様対応、事務は社員の給料等の管理、各種伝票の処理です。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　不動産　　　　　　）

企　業　P　R

「ものづくり」が好きな人が集まる会社、それが村岡組が理想とする会社です。土木も建築も自分たちのつくっ
たものは、必ず人の役に立ちます。仕事をとおして、得た経験や知識を社会に還元する。この地域に住む誰
かのために、自分の持てる力を発揮する。それが、村岡組の仕事に対する考え方です。ものづくりのプロフェッ
ショナルになりたい方、会社の理念に興味がある方、学部学科は問いません。村岡組で一緒に仕事してみま
せんか！

勤務
時間

技術、事務職　午前8：00～午後5：00
住宅営業　　　 午前9：00～午後6：00
子育て介護時のテレワーク制度・実績あり

基本給
・手当

技術職：短大、高専、専修 190,000円
技術職：総合職：技術者、住宅設計営業 大卒  210,000円
事務職：大卒 180,000円　専修 160,000円
通勤手当、資格手当、遠隔地手当、決算賞与など

休日
・休暇

会社カレンダーによる休日（年間休日８９日）
有給休暇（最大20日）慶弔

福利
厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
子女養育支援制度、忘年会、レクリエーション行事、親睦会主
催の懇親会、横手市勤労互助会制度、資格取得に対する補助
制度（受験、学費、登録料全額支給）

mailto:info@muraokagumi%20.jp
http://www.muraokagumi.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

昭和４年創業の総合建設会社（建築工事、土木工事）です。
公共工事から商業施設、また一般住宅新築工事から営繕工事に至るまで幅広く業務を行っています。
当社は「信頼、創造」を社是とし、企業活動を通じて地域社会へ貢献することを目指し、あわせて社員の人材
育成にも力を入れております。
明るく元気で熱意のある方、お待ちしております。

勤務
時間

　8：00～17：00　（１日８時間勤務）
基本給
・手当

基本給：【大卒】180,000円、【短大・高専】167,000円、【専修】
150,000円、　賞与：年２回(８月、１２月）、通勤手当(月額
20,000円まで)、資格手当、世帯手当、営業報奨金

休日
・休暇

・日曜、祝日、その他会社で定めるカレンダー
による休日（年間105日）、年次有給休暇、
特別休暇（慶弔）、看護休暇、介護休暇

福利
厚生

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
・社内親睦行事(ビール大会,忘年会】社員旅行、社内貸付制度

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

〇建築、土木工事（公共・民間）における現場管理業務全般

　・工事現場における施工計画の立案及び監督指導

　・施工計画に基づいた施工管理、安全管理、品質管理及び

　　工程管理

　・発注者、関係行政機関との諸手続き及び連絡調整

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

人数

3
月
卒

3
0
年

募集職種

人数

3
月
卒

3
1
年

募集職種

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 2,000万円 E-mail kkyamato.soumu@vanilla.ocn.ne.jp

売上高 16億5,783万円(Ｈ30年） URL http://yamatogumi.jp/

従業員数
24名

対象
1　既卒可（卒業後　5年以内）

2　既卒不可（男　22名　/女　2名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ要普通自動車免許

設立 1965年4月 TEL 0182-32-3434

代表者 代表取締役　大和康範 FAX 0182-32-3499

勤務地 本社、他横手市及び県南地域の工事現場等(概ね横手市から車で通勤可能な範囲内）

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合建設業（建築工事・土木工事） 採用担当 総務部　石川雅史

本社所在地 〒013-0035 秋田県横手市平和町１０番３０号

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　ヤマトグミ

株式会社　大和組

建築技術職: 1名、土木技術職： 1名

建築技術職: 1名、土木技術職： 1名



内定者運転免許取得費用全額支援 ①　受入れ可 2　受入れ不可

本店所在地 〒013-0041 横手市大沢字西野25

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ミツマタケンセツ　カブシキカイシャ

三又建設株式会社

勤務地 横手本店、工事現場は横手市内

企　業　デ　ー　タ

事業内容 建設業・製材業・林業・環境事業 採用担当 総務部　 髙 橋 絵 美

設立 1948年（創業72年目） TEL 0182-32-4706

代表者 代表取締役　　下タ村 正樹 FAX 0182-32-4719

備考

資本金 2,000万円 E-mail info@cs-mitsumata.co.jp

売上高 5億円 URL http://cs-mitsumata.co.jp

従業員数
28名

対象
①既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可（男26名　/　女2名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

人数
土木監理技術職　1～2人　理系文系関わらず全ての学生対象

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数
土木監理技術職　1～2人　理系文系関わらず全ての学生対象

令
和

元
年
度
卒

募集職種

業　種 仕　事　内　容

①.建設　　2.製造　　3.情報通信 【入社当初】仕事の内容把握のため、現場において建設作業の補助や現
場監督の助手を行いながら、工事の施工管理の基礎を学びます。
【１年目以降】本人の希望や適性に応じて必要な資格を取得し、基礎測量
や記録写真の撮影、提出書類の作成などの監督業務の補佐を行う。
【将来的に】工事全般の監理を担う監理技術者として成長し、後輩を養成
できる人財になって欲しい。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

「働くってどういう事？」「今の自分に何ができるのだろうか？」「ブラックだったらどうしよう」というような不安を
たくさんお持ちの方も多いでしょう。就職される皆さん全員が考えることです。先輩社員やご家族のご協力によ
り、現在は全員が第一線で活躍しております。我が社はものづくりの会社です。社員が提供させていただいた
工事、製品、サービスにより、お客様からお声をかけていただく事が大きな励みとなって今日まで社業を続け
ております。我々と一緒にお客様と地域の笑顔のために仕事をしてみませんか？

勤務
時間

通常勤務選択者　8：00～17:00
※くじよじ出勤選択制（子育て・介護支援）
出勤8か9時、退勤16か17時、土曜休み選択

基本給
・手当

専修 150,000円､短大 150,000円､
大卒 170,000円、通勤手当上限なし、残業手当、
子育て支援手当（大学院卒まで）

休日
・休暇

年間休日85日（日曜祝日他当社カレンダーに
よる）　　GW、お盆、年末年始休暇、有給休暇
取得奨励（孝行休暇）、ネットによる休暇申請

福利
厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
加入　　忘年会、夏季レクリエーション、インフルエンザワクチン
接種会社負担　各種免許・資格試験費用全額負担、消防団活
動支援制度 等

mailto:info@cs-mitsumata.co.jp
http://cs-mitsumata.co.jp/


要普通自動車免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

・大正６年創業：１０２年
・建設業で県内初のユースエール（若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の優良な中小企業）認定
・秋田県女性の活躍推進企業受賞
・健康経営優良法人（健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人）２０１９認定

勤務
時間

・８：００～１７：３０（実働８時間）
基本給
・手当

・基本給　１８０，０００円（大卒初任給）
・賞与　年２回（７・１２月）
・資格手当、通勤手当、遠隔地手当

休日
・休暇

・完全週休二日制（土・日・祝）（年間休日１１
７日）
・年次有給休暇、特別（慶弔）休暇

福利
厚生

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
・退職金制度、財形貯蓄制度、団体生命保険制度、社内貸付
金制度
・忘年会、レクリエーション行事、インフルエンザ予防接種

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

■技術職：建築・土木工事の計画、監督・指導、管理
■営業職：工事に関わる企画・営業
■企画管理職：工事の積算、購買、安全・資材管理

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 ２人、１人、１人

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 技術職、営業職、企画管理職

人数 ２人、１人、１人

令
和

元
年
度
卒

募集職種 技術職、営業職、企画管理職

募集状況（募集予定含む）

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 ４，５００万円 E-mail kei@yokote-ken.co.jp

売上高 １７億円 URL http://www.yokote-ken.co.jp

従業員数
３６人

対象
1　既卒可（卒業後３年以内）

2　既卒不可（男性３１人・女性５人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 昭和24年8月30日 TEL ０１８２－３２－１６９７

代表者 代表取締役　武茂　広行 FAX ０１８２－３３－４８２１

勤務地 本社

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合建設業、一級建築士事務所 採用担当 常務取締役　山下　圭

本社所在地 〒０１３－００３７ 横手市前郷二番町７番１３号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヨコテケンセツカブシキガイシャ

横手建設株式会社



要 普通自動車免許（ＡＴ限定不可） 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

　当社は創立以来、県内は基より東北６県のダム・高速道路・トンネルに関する土木工事のスペシャリストとし
て幅広く仕事をしています。また、学校等の公共施設や一般住宅等の建築物においても、いろいろな種類の
工法にて施工しています。
　若いうちは県外にて自分の可能性を磨き、いずれは本社のある秋田で自分の力を発揮する。大海に出て
自分の力を発揮できるこの地域にはない特徴を持った会社です。

勤務
時間

　８：００ ～ １７：００
基本給
・手当

基本給　【大学院卒】180,000円、【大卒】177,000円、
　　　　　　【短大・高専・専修】160,000円
賞与年２回（8月、12月）計1.87ヶ月、　通勤手当（月額14,000
円まで）、家族手当、現場宿泊旅費手当等

休日
・休暇

会社カレンダーによる休日（年間１０５日）
有給休暇（最大20日）、慶弔

福利
厚生

健康保険・厚生年金・企業年金基金・雇用保険・労災保険、
労災上乗保険、退職金制度、財形貯蓄制度、資格取得制度
ボウリング大会、ゴルフ大会、バーベキュー大会、社員旅行等
各種親睦会、市内フィットネス企業会員

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 ■土木施工管理
　　一般道路改良、河川改修、ダム・トンネル関係、舗装工事、高速道路、
　　下水道等の土木施工管理全般（測量、品質、出来形等の管理）です。
■建築施工管理
　　建築一式工事、修繕工事、リフォーム工事、解体工事等の建築施工
　　管理全般（測量、品質、出来形等の管理）です。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 ６,７００万円 E-mail mail@sowa-kensetsu.co.jp

売上高 １９億 URL http://www.sowa-kensetsu.co.jp/

従業員数
７１人

対象
1　既卒可（卒業後　３年以内）

2　既卒不可（男　６４人　／　女　７人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 １９６４年 TEL ０１８２－３２－２６８０

代表者 小原　朗 FAX ０１８２－３２－７５００

勤務地 横手市、　秋田県内、　東北６県

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合建設業 採用担当 総務部総務課　吉田　健

本社所在地 〒０１３－００３６ 秋田県横手市駅前町１３－８

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ソウワケンセツ　カブシキガイシャ

創和建設株式会社

技術管理者 ２人

技術管理者 土木２人、建築２人

mailto:mail@sowa-kensetsu.co.jp
http://www.sowa-kensetsu.co.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

「想いを形に、想造設計。」
当社サンコーホームは昭和10年に宮大工として創業して以来、80年以上にわたり地元密着の家づくりを行っています。性能とデザイ
ン、そして「お客様ファースト」にこだわり、ハウスオブザイヤーは3年連続、全国設計デザインコンテストにおいては11年連続受賞、とと
もに県内における確かな着工実績とお客様からのご支持を頂いております。
また「人」を大切にする企業であり、社員の持つ可能性を最大限に開花できる育成環境も整っています。「人は企業の宝」サンコー
ホームの家づくりに関わる全ての人が、イキイキと輝く会社です！

勤務
時間

9：00～18：00（休憩１ｈ）
基本給
・手当

１８０，０００円（他業務手当・通勤手当・住宅手当・資格手当）

休日
・休暇

水曜日定休・他シフト制
福利
厚生

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 住宅営業》・展示場や見学会での接客・契約に向けたプラン、資金等のアドバイス
　　　　　　　・契約から引渡しまでのお客様フォロー・お客様のライフスタイル提案
　
工務(施工管理)》・契約後の工程･現場管理・予算管理・資材発注管理・品質管理

設計》・プランニングなどの設計業務・インテリアコーディネイト

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

設計

人数 2 2

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 営業・施工管理

施工管理

人数 2 1

令
和

元
年
度
卒

募集職種 営業・施工管理

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 １，０００万円 E-mail recruit@sanko-home.co.jp

売上高 ４８億（２０１９年度実績） URL https://www.sanko-home.co.jp/

従業員数
８３名（男性５５名・女性２８名）

対象
1　既卒可（卒業後　３　年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 １９９０年 TEL 0182-35-4779

代表者 代表取締役社長　後藤直生 FAX 0182-35-4778 

勤務地 横手市、大仙市、秋田市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 採用担当 人財開発課　橋本/高橋
注文住宅の販売及び設計施工／
住宅リフォーム・増改築／不動産関連事業

本社所在地 〒013-0064 横手市赤坂字館ノ下155

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　サンコーホーム

株式会社サンコーホーム

mailto:recruit@sanko-home.co.jp
https://www.sanko-home.co.jp/


要普通自動車免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

昭和41年創業の管工事・水道施設工事・空調設備工事等の請負、設計、施工、監理を営む会社です。大
規模な公共工事から一般住宅の修理まで幅広い業務を行っており、「水」という重要なライフラインを支える
仕事を通じて地域に貢献することを目指しています。
人材育成のための資格取得に向けたバックアップ体制も整えています。

勤務
時間

8：00～17：30（実働時間7,5時間）
基本給
・手当

基本給…大卒181,000円　　大卒以外160,000円
賞与…　年2回（6月、12月）
資格手当、扶養手当、精勤手当、通勤手当　等

休日
・休暇

・日曜・祝日、年末年始休暇、夏季休暇
（年間92日）
・年次有給休暇、特別休暇

福利
厚生

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
・退職金制度、財形制度
・社員旅行、生ビール会等

業　種

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
《施工管理職》
水道施設工事、給排水工事、空調設備工事等における現場管理業務
《営業職》
工事の受注業務、役所等への営業活動や申請諸手続き等

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

施工管理職　１～２名
営業職　　　１名

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

施工管理職　１～２名
営業職　　　１名

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 3,000万円 E-mail yokosui_1936@yahoo.co.jp

売上高 7億7,800万円（平成30年度） URL http://yokosui.jp

従業員数
33名

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可（男性26名・女性7名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1966年3月14日 TEL 0182-32-1936（本社）

代表者 代表取締役　栗林　徹 FAX 0182-32-6888（本社）

勤務地 工事部…横手市横手町字大関越179番地

企　業　デ　ー　タ

事業内容 建設業（管工事業および資材販売） 採用担当 本社　総務　　栗林　由里子

本社所在地 013-0027 横手市平城町6番20号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヨコテスイドウコウギョウ　カブシキガイシャ

横手水道工業　株式会社

施工管理職 １～２名

営業職 １名

施工管理職 １～２名

営業職 １名

mailto:yokosui_1936@yahoo.co.jp
http://yokosui.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒０１０－０９５１ 秋田県秋田市山王五丁目１番７号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヤマニシセツコウギョウ　カブシキガイシャ

山二施設工業株式会社

勤務地 山二施設工業株式会社　横手支店　横手市梅の木町１５番５号

企　業　デ　ー　タ

事業内容 建設業（管工事業） 採用担当 管理部　伊藤正敏

設立 昭和２６年４月 TEL ０１８ー８２３－８１４６

代表者 代表取締役社長　阿部公雄 FAX ０１８－８２４－２１６４

備考

資本金 80,000,000 E-mail yamani@yamani-s.co.jp

売上高 ４０億 URL http://www.yamani-s.co.jp

従業員数
１２３名

対象
1　既卒可（卒業後　３年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種
管工事・土木
監理技術者

人数 ２人（応募無し） ２人（応募無し）

管工事・土木
監理技術者

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種
管工事・土木
監理技術者

人数 ２人（応募無し） ２人（応募無し）

管工事・土木
監理技術者

勤務
時間

８：１５～１７：００（夏時間）
８：３０～１７：００（冬時間）

基本給
・手当

・大学　基本給190,000円　住宅手当10,000円　計200,000円
・高専　基本給180,000円　住宅手当10,000円　計190,000円
・通勤手当（上限３万円／月）
・取得している資格より資格手当支給の場合あり

休日
・休暇

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

・管工事現場における施工監理業務
・積算見積書の作成業務
・その他付随する業務全般

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

・週休二日制（第二・三・四土曜日・日曜日・祝祭日）
・一年単位の変形労働時間制（Ｒ２．年間休日110日）

福利
厚生

・退職金制度　・各種社会保険　・退職金制度　・共済会制度
・旅行会制度　・慶弔見舞金制度　・資格取得報奨金制度　・社
内貸付金制度　・社員旅行＆納涼会等

地元『あきた』で、一緒に頑張りましょう！

　当社は、株式会社山二のグループ企業（８社）の一社として、創業以来、建築設備（冷暖房空調衛生設
備）・上水道下水道施設・水処理プラント設備の設計・施工を事業としております。県内のトップカンパニーとし
て６８年余りにわたり地域に貢献するとともに、お客様に喜ばれる企業を目指しております。

企　業　P　R

mailto:yamani@yamani-s.co.jp
http://www.yamani-s.co.jp/


要普通自動車免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R
「納豆発祥の地」秋田県の納豆製造メーカーです。徹底した品質管理と独自技術による積極的な商品開発
で納豆を中心とした大豆加工食品を製造。『おはよう納豆』のブランド名で親しまれ日本全国で販売されてい
ます。
コンビニや回転寿司の納豆巻などに使用されている業務用納豆の分野では国内シェア第１位を誇ります。
新しいことにチャレンジしたい方、キャリアアップを目指したい方、納豆が好きな方、私たちと一緒に頑張ってい
きませんか。

勤務
時間

8:30～17:30　休憩時間1時間。計8時間。
※部署によってはシフト制となり、始業・終業時
刻が変化します。

基本給
・手当

基本給：[大学院]203,000円[大学]193,000円[短大・専門]178,000円
賞与：年2回（6月、12月）、通勤手当（上限15,000円）、役職手当、教育
手当、住宅手当、資格手当、地域手当(東京・茨城勤務15,000円)

休日
・休暇

完全週休2日制、年始休暇、特別休暇(慶弔
等)、有給休暇、育児休暇、介護休暇、育児・
介護短時間勤務制度あり。

福利
厚生

各種社会保険完備、業務災害補償保険、総合福祉団体定期
保険、各種慶弔見舞金制度、退職金制度（5年以上）、１時間
単位の有給休暇制度、財形貯蓄、クラブオフサービス（会員制
割引優待サービス）の利用

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 （製造）納豆、豆腐などの大豆加工食品の製造、管理業務（研究）納豆、豆腐など
食品の研究、新商品の試作、納豆菌の培養などの研究開発業務（品質管理）品質
保証業務、品質管理業務（設備管理）製品の製造ラインなどの社内設備、機械の
保守管理（営業）スーパーマーケットなど、お得意さまへの商品案内や営業フォロー
業務（商品開発）新商品の企画・開発業務（マーケティング課）マーケットの調査・分
析、販促等の業務(デザイン･制作)商品デザイン、販促物などの作成業務

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 9.800万円 E-mail k.sasaki@yamadafoods.co.jp

売上高 93億5,000万円(2019年8月期) URL http://www.yamadafoods.co.jp/

従業員数
580人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（ 男/ 288人  女/292人 ）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1954年 TEL 0182-37-2246

代表者 山田　伸祐 FAX 0182-37-2276

勤務地 横手市、美郷町、茨城県牛久市、宮城県仙台市、東京都足立区

企　業　デ　ー　タ

事業内容 食品製造業 採用担当 人事労務課　佐々木　広喜

本社所在地 〒019-1301 美郷町野荒町字街道の上279

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　ヤマダフーズ

株式会社　ヤマダフーズ

品質管理 若干名

営業・製造・設備管理・マーケティング本部(商品開発･マーケティング･デザイン) 各

研究 若干名



①　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒　019-0701

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヒノマルジョウゾウカブシキカイシャ

日の丸醸造株式会社

勤務地 横手市増田町増田字七日町１１４－２

企　業　デ　ー　タ

事業内容 酒類製造販売業 採用担当 佐藤　公治

設立 大正14年 TEL 0182-45-2005

代表者 佐藤　譲治 FAX 0182-45-2006

備考

資本金 2980万円 E-mail koji@hinomaru-sake.com

売上高 49000万円 URL https://hinomaru-sake.com

従業員数 対象
①　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可１８名

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

3
月
卒

3
1
年

募集職種 製造・事務 製造・事務

人数 若干 若干

3
月
卒

3
0
年

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　②製造　　3.情報通信

主に酒類製造全般に係る

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

創業１６８９年、清酒「まんさくの花」醸造元です。
モノづくりに携わりながら、様々な業務に挑戦したい方の応募をお待ちしております。

勤務
時間

7時間（８：３０～１７：００）
基本給
・手当

基本給＋手当　150,000円

休日
・休暇

年109日　有給休暇有り
福利
厚生

社会保険（健康保険　厚生年金　失業保険）完備

mailto:koji@hinomaru-sake.com
https://hinomaru-sake.com/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

「木」のぬくもり、魅力を大切にし、常にユーザーのニーズを把握した製品づくりを心がけています。
主に学校、病院等官公庁を中心に東北一円および関東の一部にて実績をあげております。

勤務
時間

8：10～17：30
基本給
・手当

230,000～

休日
・休暇

休日は月に、日曜日を含め7～8日程度。会
社カレンダーによる。

福利
厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

木製建具、特注木製家具、ユニボード家具　製作。
建築一般。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 0 0 0 0 1

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数 0 0 0 0 0

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 300万 E-mail

売上高 5億5千万 URL

従業員数
36人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　28人　/女　8人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1987年 TEL 0182-52-2149

代表者 小松　俊晴 FAX 0182-52-23107

勤務地 横手市、　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 家具・建具製造 採用担当 代表取締役　小松　俊晴

本社所在地 〒013-0306 秋田県横手市大雄字田村66-5

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｺﾏﾂﾓｯｺｳ

株式会社　小松木工



1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 194-0004 東京都町田市鶴間6-1-20

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ムツミトクシュキンゾクコウギョウカブシキカイシャ　ジュシジギョウブ・ショウケツジギョウブ

睦特殊金属工業株式会社　①樹脂事業部・　②焼結事業部

①0182-52-3216　②0182-38-8660

①0182-52-2019　②0182-38-8662

勤務地 ①横手市大雄字高津野175　　　　①②横手市柳田1-1

企　業　デ　ー　タ

事業内容 採用担当 ①高橋輝年　・　②山根裕也プラスチック製品製造・金属製品製造

設立 昭和21年（1946年） TEL

代表者 池田　修二 FAX

備考

資本金 9,040万円 E-mail ｙ－yamane@mutsumi-t.co.jp

売上高 URL http://www.mutsumi-t.co.jp

従業員数
企業全体　283名

対象
1　既卒可（卒業後　1年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

①樹脂秋田　99名、②焼結秋田　27名

22億円

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 技術・品証

人数 2

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

②焼結事業部…生産計画、生産管理、金型設計製作、プレス機による成
形,工作機械による部品加工、品質検査

人数 0 0 0 0 0

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

①樹脂事業部　　各種CNC工作機械による精密金型の設計・製作

　精密金型を用いた射出成形機による各種プラスチック部品の生産と販売

企　業　P　R

長年培ってきた高度な技術、ノウハウを基にお客様のニーズに応えています。国内では、本社を東京都町田
市に構え、秋田、山形、福島に6工場、海外に中国、ミャンマーとグローバルに事業を展開しています。

勤務
時間

①通常8時～17時　2交代及び変則3交代あ
り
②通常8時～17時、２交代制　夜勤20時～5
時

基本給
・手当

188,000円　住宅手当　2,500円　通勤手当（上限　15,000円）

休日
・休暇

年間休日数120日（会社カレンダーによる　概
ね週休２日制　　年末年始・GW・盆に大型連
休有り）

福利
厚生

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・退職金共済

http://www.mutsumi-t.co.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

1908年創業の弊社は、設計から鋳造・加工・組立・試験まで一貫した自社生産体制を有するポンプ
メーカーです。工業用うず巻ポンプ、水封式真空ポンプを主力商品とし、豊富な経験と多くのデー
タを基に過酷な使用条件を想定、厳重な品質管理の下で製作し全国の企業や自治体に納入していま
す。

勤務
時間

秋田工場：8：00～17:00（休憩1時間）
秋田支店：8:30～17:30（同上）
東京支店：9:00～18:00（同上）

基本給
・手当

基本給：【大卒】165,900円、【大卒以外】153,300円
賞与：年2回（夏季、年末 金額は業績による）
手当：通勤手当、家族手当、東京支店勤務の場合は別途地域
手当（20,000円）住宅手当（上限30,000円）支給

休日
・休暇

日曜、祝日、年末年始他会社カレンダーによ
る
一年単位の変形労働時間制（年間休日113日）
年次有給休暇（最大20日）、慶弔他特別休暇

福利
厚生

退職金制度、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険
転勤の場合は、借上げ社宅制度あり

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信【総合職】　技術業務や工程・資材・品質管理、法人向け営業など様々な職種
で実務経験を積み、将来は当社の管理スタッフとして中枢を担ってくれる人材
を募集します。営業職従事の場合は、東京支店で勤務していただきます。
【技術･製造業務】　設計･積算、工程･資材･品質管理、鋳造、機械加工、組
立、検査・試験、出荷など。入社後の一定期間、各部署で勤務していただき、
適性や本人の希望等を考慮し所属部署を決定します。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 1人

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 総合職 

人数 1人

令
和

元
年
度
卒

募集職種 総合職 

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 7,000万円 E-mail takahashi@masudapump.co.jp

売上高 6億円（H31年度） URL http://masudapump.co.jp

従業員数
57人（令和2年2月1日現在）

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可（男 50人 / 女 7人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1957年 TEL 0182-42-1352

代表者 代表取締役　雜賀匠 FAX 0182-42-3543

勤務地 横手市十文字町　　秋田市山王　　東京都中央区

企　業　デ　ー　タ

事業内容 はん用機械器具製造業 採用担当 総務グループ　髙橋

本社所在地 〒019-0505 秋田市山王六丁目11番3号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　マスダテッコウジョウ

株式会社　増田鉄工場

技術･製造業務 1人

技術･製造業務 1人



要運転免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0053 横手市外目字上桜沢12-1

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　アキタ・アダマンド

株式会社アキタ・アダマンド

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 光通信機器部品製造 採用担当 人事総務部　神谷政志

設立 1989年 TEL 0182-33-8055

代表者 柴田 正悦 FAX 0182-33-8070

備考

資本金 5,000万円 E-mail recruit-aa@ad-na.com

売上高 72.1億円（H30) URL http://www.akita-adamant.co.jp

従業員数
390人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男：263人　／　女：127人

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況（募集予定含む）

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 《技術職》
世界的にも認知されている、弊社の光通信機器部品（フェルール・光ケー
ブル等）において、◇新規開発に関する業務　◇工程改善・合理化推進業
務　◇生産設備の設計から組立および据付までの一連業務等、皆さんの
得意分野でチャレンジしていただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

光通信を用いた情報の伝送容量が飛躍的に増加している現代。アキタ・アダマンドはこの光通信を支えるキーパーツ「フェルール」を
製造するパーツメーカーです。1980年、フェルールの製品化に成功して以来、常にパイオニアとして品質の向上に尽力してきました。
目指す目標は「安定したハイクオリティーな製品を常に供給し続けること」。サブミクロン単位の精度を実現したアキタ・アダマンドの超
精密加工技術。この超精密加工技術を使用し、光通信分野をはじめ、医療機器など、幅広い分野でのキーパーツを次々に開発して
います。これまで手掛けてきた製品は500種類以上！今後も、あらゆる分野で私たちの「超精密加工技術」を発揮していきます。

勤務
時間

8：30～17：15（休憩：45分）
基本給
・手当

基本給：165,000～200,000円
賞与：年2回
通勤手当・家族手当・住宅手当・公的資格手当・作業手当等

休日
・休暇

年間休日：115日
　　　夏期休暇・年末年始休暇・慶弔休暇
　　　・有給休暇

福利
厚生

退職金制度・財形貯蓄制度・団体生命保険制度・確定拠出年
金・健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・社員食
堂・各種レクリエーション・社服貸与・親睦共済会

技術職1～3名

技術職3名



1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0081 横手市安本字南御所野10番１８

R02.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヨコテセイコウ　カブシキガイシャ

横手精工株式会社

勤務地 横手市、　秋田市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 電子機器組立、機械加工、他 採用担当 総務課　柳沢　健一

設立 1981年 TEL 0182-32-5211

代表者 佐々木　又英 FAX 0182-33-2580

備考

資本金 8,000万円 E-mail k-yanagisawa@ypi.co.jo

売上高 32億3400万円（H31年度） URL http://www.ypi.co.jp/

従業員数
301人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　212人　／　女　89人　）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

3
月
卒

２
年

募集職種 技術職 技術職

人数 2人 1人

3
月
卒

3
１
年

募集職種 技術職 技術職

人数 2人 1人

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
【大卒】　ハードウェア開発　（電子回路設計全般、アナログ・デジタル・マイコン周辺
回路、高周波など）
ソフトウェア開発　（ＣＧ・マイコンプログラム・通信系プログラムなどソフトウェア開発全
般）　Ｃ、Ｃ#、ＶＢＡ、ＵＮＴＹ(Ｃ＃）、VisuaiＳｔｕｄｉｏ
【専修】システム分析・設計、プログラム作成、ＤＢ操作、Ｃ＃必須

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

当社は1981年の創業以来、電子機器用プリント基板の実装、組立を主体に事業領域を拡大してきました。近年ではカー
ナビ基板の実装、医療機器、半導体用装置、航空機向け内装部品の生産を主力事業とし、さらに、お客様に提案をでき
る事業の一環として、水耕栽培、ＶＲ技術を活用したシミュレーションシステム、ＢＬＥモジュール、ＬＥＤ照明などの自社開
発も行っております。2017年4月にはグループ企業であるアーピーアイ株式会社、日本エス・エム・テー株式会社と合併
し、提案～設計～調達～製造までなんでもできるワンストップ型ものづくり企業を目指しています。

勤務
時間

8:00～17:00（本社・秋田、平鹿、金沢）、
8:10～17:10、8:30～17:30（秋田）

基本給
・手当

基本給【大卒】170,000円、【専修】150,000円
賞与：年２回（7月、12月）
通勤手当、家族手当

休日
・休暇

年間休日112日、稼働日数253日
GW（5月）、夏期休暇（8月）、年末年始（12～1月）
有給休暇（入社半年で10日付与～）

福利
厚生

退職金制度、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険



1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

★ ここ横手で、世界中の「ものづくり」に貢献する産業用ロボットを作っています ★
主力製品のチップマウンタは、各種電気製品の小型化を、製造現場で支える産業用ロボットです。

設計開発から、完成品製造まで、一貫生産が特徴。　「設計開発してみたい！」「ものづくりに携わりたい！」
「世界とつながる仕事がしたい！」「地元で働きたい！」　そんな方をお待ちしています！

平均勤続年数は約17年。男性、女性とも、仕事と家庭を両立しやすい環境です。

勤務
時間

8:00～17:00　実働8時間
基本給
・手当

[基本給]　大卒192,900円、専修卒162,200円　他規定による
[賞与]　　年2回　約3ヵ月
[手当]　超勤手当、通勤手当（全額）、家族手当

休日
・休暇

年間休日　115日（2019年度実績）
※休日は土日を中心とした会社カレンダーによる

有休、特別休暇（忌引き等）あり

福利
厚生

財形貯蓄制度、退職金制度、慶弔見舞制度
社員食堂、安比高原保養所、独身寮

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

［ 設計開発 ] 産業用ロボットの新規開発および既存機種の改良　等
［ 生産技術 ] 工程設計、治具設計　等
［ 製　　　造 ] 板金加工、機械加工

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

製造

人数 ３名 １名 ３名

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 開発設計・事務 事務

製造

人数 2名 1名 2名

令
和

元
年
度
卒

募集職種 開発設計 開発設計

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 30,000万円 E-mail bd.jtec.recruit.mail@ml.juki.com

売上高 157億円（2018年1月～12月期） URL https://www.jdkc.co.jp

従業員数
584人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　467人／女　117人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1973年 TEL 0182‐45‐4341

代表者 松本　潔 FAX 0182‐45‐2016

勤務地 横手市、　大仙市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 電気機械器具製造業 採用担当 人事総務部　人事課

本社所在地 〒019－0793 横手市増田町増田字石神西70

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ジューキサンキテクノロジー　カブシキガイシャ

ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社



1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

弊社が開発した従来よりも小型で高出力な高効率モータコイル『ASTコイル』は、自動車産業分野や航空宇
宙産業分野など幅広い分野で展開が期待されています。また、弊社独自技術で多くの国内外特許も取得し
ており、国内外の企業から引き合いも受けています。昨今、環境問題が叫ばれていますが『ASTコイル』は環
境にも優しいコイルです。
2020年8月より『ASTコイル』の量産がスタートする予定です。

勤務
時間

8:00～17:00
休憩1時間（12:00～12:50、15:00～15:10）

基本給
・手当

基本給　　　180,000円
通勤手当　　（月額上限　10,000円）

休日
・休暇

年間休日112日
（日曜日他 会社カレンダーによる）
GW、夏季休暇、年末年始休暇、出産休暇、
育児休暇、慶弔休暇　他

福利
厚生

健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険、
財形、定期健康診断、慶弔見舞金制度

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
『ASTコイル』の開発設計、シュミレーション技術
アスターコイル生産に必要な生産設備（メカ・制御）の設計、電着技術や排
水処理技術など、いろいろな技術の中で本人が得意とする分野、又は希望
する分野の技術を担当していただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 1名

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 技術職

人数 5名

令
和

元
年
度
卒

募集職種 技術職

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 9,000万円 E-mail rumi-harata@ast-aster.com

売上高 1億1,300万円 URL http://ast-aster.com

従業員数
100名

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男：　　59名　／　女：　　41名　）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 2010年1月 TEL 0182-38-8552

代表者 代表取締役　本郷　武延 FAX 0182-38-8553

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容
自動車関連部品、産業機械装置の開発・製造、医療機器
の製造、LED照明機器、融雪シートの開発・製造販売 採用担当 総務部  原田

本社所在地 〒013-0054 横手市柳田12-3

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　アスター

株式会社　アスター



要　運転免許所 1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0811 秋田県横手市安本字下御所野1-11

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アキタアツミコウギョウカブシキガイシャ

秋田渥美工業株式会社

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 輸送用機械機器製造業 採用担当 管理部　佐藤春樹

設立 昭和57年6月 TEL 0182-33-1711

代表者 代表取締役　渥美　覚造 FAX 0182-33-2770

備考

資本金 4000万円 E-mail haruki-@atsumi-kogyo.co.jp

売上高 23億円 URL https://www.atsumi-kogyo.co.jp/

従業員数
155名

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可(男120人/女31人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

2
年
度
卒

募集職種 製造技術職 製造技術職

人数 1 1 1

製造技術職

令
和

元
年
度
卒

募集職種 製造技術職 製造技術職

人数 1 1 1

製造技術職

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 【製造技術職】
①加工ライン工程設計・改善及びNC旋盤・MC等の加工プログラミングの
設計業務。
②加工専用機の設計・製作業務。
※各部署の教育実施し適正を見定めます。品質保証や機械メンテ実施
部署への配属もあり

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・保険

9.その他（　　　　　　　　　）

弊社は横手市誘致企業として今年で39年目を迎えます。親会社は静岡県浜松市、渥美工業㈱。自動車部
品エンジン回りの部品を切削加工している会社です。近年は燃費向上のため可変バルブ部品や直噴エンジ
ン燃料供給部の主要製品を増やし、現在はパワーステアリングや可変バルブの電動化製品などの加工も手
掛け始めております。

企　業　P　R

勤務
時間

8：00～17：00 (現場研修時　交代勤務有）
基本給
・手当

【大卒】基 本 給 185,000円
精勤手当・ 通勤手当・ 賞与年2回支給

休日
・休暇

週休二日制・GW、夏季、冬季9日程度の長休
福利
厚生

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険　　　　・
退職金制度

mailto:haruki-@atsumi-kogyo.co.jp
https://www.atsumi-kogyo.co.jp/


http://www.ohashi-akita.co.jp/

1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0054 秋田県横手市柳田12-1

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
オオハシテッコウアキタ　カブシキカイシャ

大橋鉄工秋田　株式会社

勤務地 横手市、愛知県北名古屋市（入社後3～５年）

企　業　デ　ー　タ

事業内容 自動車部品製造業 採用担当 総務課　佐藤　奈奈子

sato_nanako@ohashi-akita.co.jp

売上高 ３億6200万円 URL

設立 ２０１5年 TEL 0182-23-6186

代表者 大橋　雅史 FAX 0182-23-6187

資本金 500万円 E-mail

従業員数
41人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　37人/女　４人）

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

令
和

元
年
度
卒

募集職種 技術

人数 １人 １人

技術

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 技術

人数 １人

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 １.生産技術　　受注部品の生産に必要な設備、金型・治具設計及び製作、保全を計画し安全で安心し
てモノづくりが出来る工程づくりを行います。
2.VE設計Ｇ　　客先（ﾄﾖﾀ自動車）に対する品質、ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上の設計、提案を行い、価格競争
力、環境に配慮した製品図を作成します。
3.品質保証G  新製品の立ち上がりや設計変更時に製造工程を確認して品質確保のための取り組みを
実施します。
4.生産管理G  日々生産する部品の生産計画を立案し、計画に合わせた生産量を製造部に指示しま
す。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

2017年2月より操業を開始し、世の為、人の為になる良いモノづくりで社会に貢献する理念をモットーに秋田
のモノづくり、新技術開発にチームワークで取り組んでいます。
トヨタ自動車に直納する量産部品を高品質な生産方式で製造します。

勤務
時間

　8：30～17：15
基本給
・手当

基本給【大卒】188,000円
賞与：年２回（７月、１２月）　　平均2.7ケ月
通勤手当、家族手当、資格手当、役職手当

休日
・休暇

土・日（当社カレンダーによる)※年間休日１１
8日

年次有給休暇（入社6ｹ月後１０日付与）、長
期連休（ＧＷ約9日、夏期約9日、年末年始約

福利
厚生

退職金制度、健康保険、厚生年金、雇用保険、労
災保険

http://www.ohashi-akita.co.jp/
mailto:sato_nanako@ohashi-akita.co.jp


輸送用自動車部品製造

昭和33年2月

1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

1971年に秋田県と横手市の誘致企業として進出。親会社は日本発条株式会社（東証1部上場）。塑性加工技術・
熱処理技術・研磨技術の精密技術力で、企業のニ-ズにあった製品を作り出しております。これからも、地元、横手
から世界に羽ばたく日精工を合言葉に日々邁進していきたいと考えます。弊社の発展が秋田県全体の活性化につ
ながることを信じ、これからも頑張ってまいります。

勤務
時間

8：00～１６：４５
＊一部交替勤務あり

基本給
・手当

大卒：193,500円
高専卒：161,600円
技能職：161,600円

休日
・休暇

休日　土日、年間休日数　１２２日
有給休暇制度あり

福利
厚生

・雇用、労災、健康、厚生保険
・退職金、企業型確定拠出型年金
・財形、社内旅行補助、昼食代補助
・独身寮完備

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
総合職
①担当製品の生産・技術・品質の管理
②海外拠点の支援
技能職
①各製品の製造

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・保険

9.その他（　　　　　　　　　）

技能職

１名

総合職(技術系)

若干名

業　種 仕　事　内　容

3
月
卒

2
0
年

募集職種

人数

総合職(技術系)

若干名

技能職

人数 若干名 若干名 １名

総合職(技術系)3
月
卒

2
1
年

募集職種 総合職(技術系)

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 ４８０百万円 E-mail t_itou@nis.nhkspg.co.jp

売上高 50億円 URL http://www.nisseiko.co.jp/

従業員数
215人

対象
1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可（横手工場　157人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 TEL 0182-32-2020

代表者 長井　憲次 FAX 0182-33-4509

勤務地 横手市安本字南御所野108-2

企　業　デ　ー　タ

事業内容 採用担当 伊藤　勉

本社所在地 〒259-1126 神奈川県伊勢原市沼目2-1-49

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
日発精密工業株式会社　横手工場

mailto:t_itou@nis.nhkspg.co.jp
http://www.nisseiko.co.jp/


要運転免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

弊社は秋田を拠点とし、WEBを利用したシステム、スマートフォンやタブレット向けのモバイルアプリケーション
システムの設計・開発、またそれに伴うネットワークやサーバの構築～保守まで行っているIT企業です。ス
マートフォンやタブレット等のアプリケーション開発を得意としており、「MP:eMeeting」をはじめとする多くのアプリ
ケーションをお客様へ提供してまいりました。お客様のご要望にきめ細かくお答えするために、弊社は創立以
来、常に新しい技術を取り入れております。今後もお客様の満足のために最善を尽くしてまいります。

勤務
時間

10:00～19:00
基本給
・手当

基本給：165,000円
残業手当、通勤手当（条件付）

休日
・休暇

完全週休二日制、祝日、夏季、年末年
始

福利
厚生

各種社会保険完備、退職金共済、財形

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 SE：顧客の要望に応じて、業務上の問題点の解決や要求の実現を行う情
報システムの開発に係る作業
プログラマー：JavaScript/Java/PHP/Visual Basic .NETなどによる、プログ
ラム制作に係る作業

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

SE・プログラマー

人数 若干名 若干名

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 SE・プログラマー

SE・プログラマー

人数 若干名 若干名

令
和

元
年
度
卒

募集職種 SE・プログラマー

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 3000万 E-mail info@und-meer.com

売上高 1億8100万円（令和元年度） URL https://www.und-meer.com

従業員数
17名

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可（男　11名/女　6名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1999年6月 TEL 0182-33-5060

代表者 代表取締役会長　戸田和彦 FAX 0182-33-5060

勤務地 横手市、　東京都

企　業　デ　ー　タ

事業内容 ソフトウェア業 採用担当 総務　若松、小笠原

本社所在地 〒013-0028 横手市朝倉町6-20

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　デジタル・ウント・メア

株式会社デジタル・ウント・メア

mailto:info@und-meer.com
https://www.und-meer.com/


要自動車免許/IT系資格優遇 1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0061 秋田県横手市横手町大関越９２

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ワタケイジョウホウシステム　カブシキガイシャ

渡敬情報システム株式会社

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 ソフトウェア開発 採用担当 常務取締役　藤原弘樹

設立 平成３年８月 TEL 0182-32-3005

代表者 代表取締役　渡部尚男 FAX 0182-32-1224

備考

資本金 ２０００万円 E-mail somu@wisco.co.jp

売上高 ４億６０００万円 URL http://www.wisco.co.jp

従業員数
３６名

対象
1　既卒可（卒業後　２年以内）

2　既卒不可（男３０名/女６名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 SE/プログラマ/営業 SE/プログラマ/営業 SE/プログラマ/営業

人数 若干名 若干名 若干名

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 SE/プログラマ/営業 SE/プログラマ/営業 SE/プログラマ/営業

人数 若干名 若干名 若干名

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 営業職：顧客に訪問しシステム系の提案活動
ＳＥ：お客様とのシステム要件を打合せし設計書の作成
プログラマー：仕様書に合わせてプログラム開発
ＰＭ：お客様との打ち合わせやプロジェムと管理
インストラクタ：お客様に訪問しソフトウェアの導入指導
フィールドＳＥ：お客様に訪問してＩＴ関連機器の障害対応

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

受託ソフトウェア開発や自社パッケージ開発/販売、コンピュータ機器販売、保守サポート業務、ネットワーク
設計/導入、パッケージソフト販売、パッケージ導入/操作指導を行っています。東京都中央区に東京オフィ
スが、あり。首都圏業務も一部行っています。全体の６０％が秋田県内企業へのシステム導入、４０％が全国
各地の民間企業へのシステム提案と受託開発の仕事になります。秋田県に拠点を置いての活動になります
が、全国の協業先から多くの仕事の紹介をいただき、各地への導入実績を増やしております。ここ数年は、毎
年１３０％以上の業績アップを続けています。

勤務
時間

８：４５～１８：３０（実労働時間8時間）
基本給
・手当

・入社時基本給160,150円（別に時間外手当）
・通勤手当（通勤距離応じて）
・職能手当（入社６カ月以降）
・運手手当（一律）

休日
・休暇

土日、祝祭日、夏季、年末年始（年間111日）
福利
厚生

各種社会保険完備、退職金、財形、社員傷害保険



1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

当社は、大正5年10月24日横荘鉄道株式会社という、横手と本荘を結ぶ鉄道事業の会社として発足しました。
本年で創業104周年を迎える歴史ある運輸事業の会社です。
現在は、旅客バス事業を中心に、車両整備、観光旅行業、保険代理業等、多角的な企業活動を行っております。
皆様の足となり、地域に愛される会社として躍進しております。地元大好きな、活気ある人材を求めております。

勤務
時間

【羽後交通㈱】 　 　　8：40～17：00
【㈱羽後交通観光】　9：15～18：00
【㈱羽後交通興業】　8：30～17：30
                                        実働 概ね　7：20

基本給
・手当

【基本給】　大卒：164,000円　　短大・専修学校卒：153,000円
【賞与】　 　年二回・計1.00月分
【手当】 　　各職種有

休日
・休暇

【一般事務・営業事務・自動車整備士】日曜祝日
　　　年末年始（土曜は不定期）
【バス運転士・バスガイド】1週1日の法定休日
　　　及び調整休で概ね月7日の休日

福利
厚生

財形貯蓄制度、団体生命保険制度、各種社会保険

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 【一般事務】本社及び自動車営業所における接客、電話応対、その他事務全般
【営業事務】乗車券・空港券・宿泊施設の手配や団体旅行等自社商品の
　　　　　　　セールス、添乗業務他
【バスガイド】観光バスに乗車し、案内業務に従事
【自動車整備士】自動車の分解整備、板金塗装、車検整備他
【バス運転士】路線バスの運行とこれに付帯する業務

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　観光　　　　　　）

営業事務（観光）

人数 1

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数 1

令
和

元
年
度
卒

募集職種 営業事務（観光）

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 1億円 E-mail saiyo-jinji@ugokotsu.co.jp

売上高 15億7千万円（H30年度） URL https://ugokotsu.co.jp/

従業員数
340人（R2.3.1現在）

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　281人　/　女　59人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 大正5年10月24日 TEL （0182）-32-4153

代表者 取締役社長　　齋藤　善一 FAX （0182）-32-8146

勤務地 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、由利本荘市、秋田市　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 旅客自動車運送事業 採用担当 人事部長　髙貝　心斉

本社所在地 〒013-0037 横手市前郷二番町4番10号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
うごこうつうかぶしきがいしゃ

羽後交通株式会社

mailto:saiyo-jinji@ugokotsu.co.jp
https://ugokotsu.co.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

「総合物流サービスを通じて地域社会に貢献します」を経営理念として掲げ、お客様視点で「物の流れをプラ
ンニング」する会社です。事業領域を運送から物流サービスへと拡大しながら、常に新しいビジネスモデルを
考え「東北オンリーワンの総合物流サービス企業」を目指して日々邁進しています。

勤務
時間

8：00～17：00
基本給
・手当

　総合職　175,000円（諸手当別）

休日
・休暇

土日祭日（年間休日105日）
福利
厚生

各種免許取得支援制度　グループ会社親睦会　野球部（ヨコウ
ントラッカーズ）　マラソン同好会（YOKORUN）　自転車同好会
（YOKORIN）

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 総合的な判断を要する売上管理・業務管理・労務管理等の企業活動の中
心となる業務を担当します。弊社で考える「総合職」とは、将来的に管理職
になることを期待された幹部候補であるため、その仕事内容は多岐にわた
ります。将来的には、経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報・時間」をマネー
ジメントする側の立場になって、それぞれの部門を運営をしていただきま
す。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 1

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 総合職

人数 2

令
和

元
年
度
卒

募集職種 総合職

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 2,000万円 E-mail saiyo@yokoun-group.jp

売上高 41億7,575万円 URL http://www.yokoun.co.jp

従業員数
354名

対象
1　既卒可（卒業後2年以内）

2　既卒不可403名（ヨコウングループ）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 昭和26年2月 TEL 0182-32-3670

代表者 塩田　充弘 FAX 0182-32-5672

勤務地 横手市、秋田市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合物流サービス業 採用担当 管理部　山縣・佐藤

本社所在地 〒013-0072 秋田県横手市卸町8-14

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
よこうん かぶしきがいしゃ

ヨコウン株式会社

mailto:saiyo@yokoun-group.jp
http://www.yokoun.co.jp/


代表取締役　中村　清昭

1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0021 横手市大町５番１９号

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
イトウケンセツコウギョウ　カブシキガイシャ

伊藤建設工業 株式会社

勤務地 秋田県南地区（主に横手市）　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 総合建設業、一級建築士事務所 採用担当 総務経理部　小野　悟

設立 昭和21年10月25日 TEL 0182-32-3960

代表者 FAX 0182-32-3964

備考

資本金 7,000万円 E-mail satoru.o@ito-ken.co.jp

売上高 40億円（平成31年度見込み） URL https://ito-ken.co.jp

従業員数
85名

対象
1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可（男77名　、女8名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種 技術職（土木・建築）　―

２名―

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 技術職（土木・建築）　―

２名―

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
〇技術職：建築工事または土木工事
土木工事、建築工事の施工管理（計画、監督、指導、管理等）が主な仕事
になります。県内屈指の実績を築いてきた経験豊富な技術者の指導を礎
に資格を取得し、将来は現場代理人として活躍していただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・保険

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

当社は創業70年余、建設業を通じて地域と共に歴史を刻んでまいりました。これからも「地域に必要とされる
企業」を目指し、社員を大切にする社風を大事に歩んでまいります。学生の皆さん、物作りに対する探究心を
大切に「未来を造る仕事」を一緒にしてみませんか！！　（詳しくは、ＨＰをご覧ください）

勤務
時間

午前8：00～午後5：00　（休憩１時間）
基本給
・手当

・基本給   大学卒195千円　短大・高専卒182千円、
             専修卒175千円
・賞与    　年2回　（８月、１２月）
・通勤手当、住宅手当、家族手当他

休日
・休暇

休日：４週７休（年間107日：お盆、年末年始休暇
含む）※年次有給休暇、慶弔見舞、介護・看護休
暇

福利
厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
自社退職金制度、中退共制度（上乗退職金制度）、資格取得
費用助成、定年後雇用延長制度、インフルエンザ予防接種費
用助成、社内親睦会イベントあり

mailto:satoru.o@ito-ken.co.jp
https://ito-ken.co.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

　私たちは自動車をはじめ、除雪機なども含めた「部品」を扱う専門商社です。自動車は生活の必需品であ
り、私たちが営業所を展開する秋田は特に車社会。そうした日常の生活や地域の産業に欠かせないモノの部
品を扱う仕事ですから、ニーズがなくなってしまうということがありません。さらにそうした安定した業界の中に
あって、歴史がある会社だけに営業所も24拠点。お客様のあらゆるニーズにいち早く対応できる態勢を整え
ています。こうした磐石のビジネス基盤こそが、私たちの大きな事業優位性です。

勤務
時間

8：30～17：30
基本給
・手当

基本給148,000円 ＋ 営業手当25,000円
＋ 通勤手当7,000円～25,000円　＝　180,000円 ～
198,000円
　さらに毎月の目標手当（最大50,000円）

休日
・休暇

休日／日曜、祝日、毎月第2土曜日、第4土
曜日
休暇／夏季休暇、年末年始

福利
厚生

各種社会保険制度、財形貯蓄制度、資格取得支援制度

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
・外販営業
お客様である自動車整備工場・カーディーラー・鈑金工場・ガソリンスタンド
を訪問することで、商品やお客様の要望を勉強していただきます。当然すぐ
すべての商材・サービスを覚えることができませんから、1点1点確認しなが
ら、時にはお客様に成長の場をいただきながら、成長していきましょう。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数 1人

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 営業職

人数 2人

令
和

元
年
度
卒

募集職種 営業職

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 4,500万円 E-mail h-matsumoto@ypcp.co.jp

売上高 83億7,000万円 URL http://ypcp.co.jp/

従業員数
290人

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1963年10月1日 TEL 023-633-2266

代表者 代表取締役　五味　健一 FAX 023-633-2270

勤務地 横手市、大仙市、湯沢市、秋田市、由利本荘市、仙北市等

企　業　デ　ー　タ

事業内容 自動車部品・用品の卸売業 採用担当 総務課　松本

本社所在地 〒990-0071 山形県山形市流通センター3丁目9-3

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキカイシャ　ヤマガタブヒン

株式会社山形部品

mailto:h-matsumoto@ypcp.co.jp
http://ypcp.co.jp/


要運転免許 1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

　　年齢や役職にとらわれず、言いたいことを言えるフランクな社風です。
　　女性も活躍している職場で、女性が働きやすい環境づくりに力を入れており、女性の管理職者もおります。
　　定期的に研修会を開催しており、未経験の方でも安心してスキルアップが出来ます。

勤務
時間

8:30～17:30（休憩1時間）
基本給
・手当

140,000円～360,000円
賞与：キャンペーン等の成績に応じて報奨金があり
ます。
通勤手当・時間外手当・職務手当

休日
・休暇

土曜日（月1回出社）・日曜・祝日・年末年始・
お盆・年次有給休暇・慶弔休暇・産前産後休
暇・育児休暇・看護休暇・介護休暇

福利
厚生

財形貯蓄・退職金共済加入・退職金制度（勤続３
年以上）・資格取得支援・健康診断・社員旅行・互
助会・社内研修（就業時間内）・ブラザーシスター
制度

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 ■地域活性化コンシェルジュ：
　ルート営業スタイル（チーム営業）でお客様先へ訪問し、事務用品やＯＡ機器
　類の営業・販売を通し、お客様や地域のお困りごとを把握し、問題解決を図りな
　がら地元地域の活性化を行って頂きます。
■OA・IT技術エンジニア：
　お客様へ販売した事務機器（複合機等）が故障しないための日常メンテナン
　ス・故障した際の復旧メンテナンス、様々な機器の各種サポート、また、システ

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 850万円 E-mail tsurutac@po.tsuruta.co.jp

売上高 4億5千万円（H30年） URL http://www.tsuruta.co.jp/

従業員数
18名

対象
1　既卒可（卒業後　10　年以内）

2　既卒不可（男　13名　/女　5名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1934年 TEL 0182-32-0220

代表者 鶴田　眞理子 FAX 0182-32-0224

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 地域活性化・オフィス用品販売 採用担当 太田

本社所在地 〒013-0032 秋田県横手市清川町10番4号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャツルタック

株式会社ツルタック

地域活性化コンシェルジュ：2名・OA・IT技術エンジニア：1名

地域活性化コンシェルジュ：2名・OA・IT技術エンジニア：1名



1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0061 横手市横手町字大関越80

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヨネヤショウジカブシキガイシャ

よねや商事株式会社

jinji@yoneya-co.jp

0182-33-6310

勤務地 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 食品小売業 採用担当 照井/本間/加藤

設立 1956年 TEL 0182-33-1155

代表者 代表取締役　布施 正洋 FAX

資本金 3900万円 E-mail

従業員数
502名

売上高 98億円（2018年度） URL http://www.yoneyahimawari.com/

備考

1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

対象
（うち正社員　男：79名　女：64名）

要普通運転免許（AT限定可）

募集状況（募集予定含む）

大学院 大学 短大 高専 専修

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 販売

10名人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種 販売

10名人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
●商品化・パック詰め・品出し・接客等の一連の販売活動
●商品の仕入、在庫の管理、部門内人員の管理、売上の管理などの
　 マネジメント業務
●将来の幹部候補として、現場で店舗の運営に関わっていただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

　よねやが企業目的として掲げるものの一つに「毎日の食事のおかずを売るという食品スーパーの社会的使
命を果たす」というものがあります。地域の皆様の食卓の手助けとなれるよう、毎日来たくなるような店を目指
して、従業員一丸となって取り組んでいます。　食べることが好き、新しいものが好き、人と接することが楽しい
…そんな方は是非よねやで働いてみませんか？

勤務
時間

8時～17時15分（シフトによる変動あり）
休憩時間75分

基本給
・手当

基本給：大学卒…163,170円/短大・専修卒…150,590円
賞与：年2回（会社業績による）/昇給：年1回（会社業績による）
通勤手当：（会社規程による）上限25,000円/家族手当

休日
・休暇

シフト制による週休2日制/連続有休休暇制度
/特別休暇/育児・介護休業

福利
厚生

健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/退職金制度
財形貯蓄/団体生命保険制度/UAゼンセン加盟労働組合
ヤマザワ持株会/安比保養施設/従業員買物券制度

mailto:jinji@yoneya-co.jp
http://www.yoneyahimawari.com/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒010-0941 秋田市川尻町字大川反233-7

・当社は完全来店型営業です。訪問活動や車両の納車引取は行いません

・車両販売・点検の誘致活動・お客様フォロー・店舗イベント企画など

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アキタトヨペットカブシキガイシャ（カローラアキタグループ）

秋田トヨペット株式会社（カローラ秋田グループ）

勤務地 横手市、　大仙市、湯沢市他秋田県内

企　業　デ　ー　タ

事業内容 自動車販売、自動車整備、自動車ﾘｰｽ他 採用担当 管理部総務G 大高　真理子

設立 昭和31年11月 TEL 018-862-4170

代表者 伊藤　哲充 FAX 018-846-7200

saiyo@corollaakita.jp

売上高 104億3400万円（2019年3月期） URL

備考 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

資本金 1,000万円 E-mail

従業員数
212名

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男166名/女46名）

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

私共カローラ秋田グループが目指していることは①多くのお客様に必要なお店を作ること。②社員の皆が魅
力あふれる人間になること。この二つは車の両輪です。その先に「北東北で１番の企業になる」というビジョン
があります。私たちの仕事はお客様をサポートすることです。お客様に「安全」と「安心」を提供できるよう、共に
頑張りましょう。皆さまのご応募お待ちしております。

営業スタッフ

10名

営業スタッフ

10名

勤務
時間

カローラ秋田と同一になります
基本給
・手当

カローラ秋田と同一になります

休日
・休暇

カローラ秋田と同一になります
福利
厚生

カローラ秋田と同一になります

業　種 仕　事　内　容

mailto:saiyo@corollaakita.jp


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒010-0001 秋田県秋田市中通二丁目2番32号　山二ビル10F

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　ヤマニ

株式会社　山二

勤務地 横手市、秋田市、能代市、鹿角市、にかほ市ほか

企　業　デ　ー　タ

事業内容 小売・卸売 採用担当 経営管理部　佐藤丈夫

設立 1940年 TEL 018-833-6611　

代表者 代表取締役社長　西村 幸彦 FAX 018-833-6619

備考

資本金 6,000万円 E-mail yamani-recruit@yamani-grp.com

売上高 187億円（2019年3月期） URL https://www.yamani-grp.com/

従業員数
378名

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可（男性：259名　　女性：119名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 総合職として事業にかかわる店舗販売、企画営業、マーケット戦略、メンテナンス業務、メー
カー折衝、Web業務等の仕事を行います。
　・カーライフ事業部
　・ホームライフ事業部
　・エネルギー事業部
本人の希望を考慮し、適性を判断の上、いずれかの事業部に配属になります。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

私たちは、カーライフ・ホームライフ・エネルギーの3事業を主軸としたエネルギーサービス企業です。
秋田で創業し80周年を迎えます。身近で親しみの持てる企業をモットーに、安定成長しています。

勤務
時間

1ヶ月単位の変形労働制
※部門によって異なります。

基本給
・手当

初任給【院卒/大卒】186,000円　【短大/高専/専修】167,200円
賞与：年2回
昇給：年1回
通勤手当：月額上限15,000円まで

休日
・休暇

週休二日制（シフト勤務表に基づく）
※部門によって異なります。

福利
厚生

【諸手当】資格手当・通勤手当・時間外勤務手当
【加入保険】雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金
　　　　　　　 退職金制度（継続３年以上）

総合営業職

総合営業職

６名



1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

「豊かさと創造」すべてはお客様にという経営方針のもと、地域社会の皆様との出会いを大切にし事業を展開
しております。青少年を対象に携帯電話やインターネットの正しい使い方を啓蒙するｅネットキャラバンへの取
組など社会貢献活動にも力をいれております。
新しいことにチャレンジしてみたい、地域社会に貢献したいという思いをもっている方、一緒に仕事をしてみま
せんか？

勤務
時間

9：30～19：00(休憩90分)
基本給
・手当

大学卒：18万円
短大卒・高専・専修：16万円

休日
・休暇

シフト制による(年間休日108日)
福利
厚生

加入保険：雇用・労災・健康・厚生　退職金共済加入
携帯電話購入助成制度あり

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 携帯電話ショップにて接客対応のお仕事です。
・携帯電話の最新機種や料金プランのご提案、ご契約
・修理受付などのアフターフォロー
・使い方の説明・お店のディスプレイ、イベント企画など
様々な分野の商材を取扱い、お客様のニーズに合わせ提案を行う、
やりがいのあるお仕事です。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

販売職

人数 1 2 1

販売職平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 販売職 販売職 販売職

販売職

人数 1 2 1

販売職
令
和

元
年
度
卒

募集職種 販売職 販売職 販売職

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 5,000万円 E-mail jinji@aandc.jp

売上高 141億3,800万円(H31年) URL http://aandc.jp

従業員数
277名

対象
1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可(男性：119人　女性：277人)

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 昭和48年12月 TEL 023-647-1053

代表者 代表取締役　伊藤　芳明 FAX 023-647-1054

勤務地 横手市、能代市、秋田市　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 採用担当 人事部　部長　原田
ﾓﾊﾞｲﾙ事業(ドコモ・au・ソフトバンク)、TSUTAYA事業、ビ
ジネスサポート事業、保険事業、コインランドリー事業他

本社所在地 〒990-0831 山形県山形市西田5丁目26-1

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
株式会社　エイアンドシー

mailto:jinji@aandc.jp
http://aandc.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒010-0001 秋田県秋田市中通３丁目1-41

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
カブシキガイシャ　ホクトギンコウ

株式会社　北都銀行

勤務地 横手市ほか秋田県内本支店、県外支店（東京・仙台・酒田）

企　業　デ　ー　タ

事業内容 普通銀行業 採用担当 人事部　佐藤　光

設立 明治２８年５月３日 TEL 018-833-4211

代表者 取締役頭取　伊藤　新 FAX 018-831-1195

備考

資本金 125億円 E-mail hokuto-saiyo@fidea.co.jp

売上高 預金等残高　１兆2,406億円 URL http://www.hokutobank.co.jp/

従業員数
790名　2019年3月現在

対象
1　既卒可（卒業後　1　年以内）

2　既卒不可（パート・嘱託行員除く行員数）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 総合職 総合職 総合職 総合職

人数 0 17 0 0 0

総合職

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 総合職 総合職 総合職 総合職

人数 0 13 0 0 0

総合職

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

原則として営業店に配属し、預金・融資・渉外等基本的業務を習得後、本
人の適正に応じて、本部・支店の各部門で業務を担当していただきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

今、地域経済は日々目まぐるしく変化しています。地域が抱える課題を解決するために上質な金融情報サー
ビスを提供しつづけていくためには、従来の金融業に捉われない創造力と時代の変化に適応できる柔軟性、
そして秋田の未来を創るチャレンジングな行動力が必要です。仕事を通して地域のため、お客様のため、自
分の持っている可能性にチャレンジしてみたいという意欲のある皆さんとお会いできることを楽しみにしておりま
す。お気軽にお声がけ下さい！

勤務
時間

8:30～17:00（うち1時間休憩）
フレックスタイム制導入（一部店舗除く）

基本給
・手当

大学院修了：月給211,000円
大学卒：月給205,000円
短大卒：月給145,000円
通勤手当、社宅手当、家族手当ほか

休日
・休暇

年次有給休暇、連続休暇（5日）、ワークライフ
バランス休暇（年間6日）、慶弔休暇ほか

福利
厚生

企業内保育施設「ほっくんキッズハウス」
互助会制度、財産形成貯蓄制度、退職金制度、各種社会保険
（雇用・厚生・労災等）、企業型拠出年金制度　等

mailto:hokuto-saiyo@fidea.co.jp
http://www.hokutobank.co.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

横手市のみならず、県内各所にてアパマンショップを運営して不動産のトータルサービスをお客様へ提供して
おります。秋田ノーザンハピネッツ様・ブラウブリッツ秋田様の県内プロスポーツ球団とのコラボによる提供試合
も行っています。社員全員で仕事を楽しみながら、秋田県を元気にすることをモットーに活動しております。

勤務
時間

【アパマン勤務】9：00～18：00
【本社勤務】8：30～17：30

基本給
・手当

基本給153，000円～
職務手当、資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など各
種手当有

休日
・休暇

【アパマン勤務】定休日：水曜日
【本社勤務】定休日：日曜日
※当社カレンダーによる交代休

福利
厚生

企業年金基金・中退共・財形貯蓄・観桜会・夏冬レクレーショ
ン・社員旅行など

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

【営業】賃貸仲介営業（アパマンショップ窓口対応）による営業・案内など　　　　　　　　　　【事
務】経理事務・不動産賃貸管理事務（PCへの入力・帳票作成など）

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（不動産業）

営業・事務

人数 2 2 2 2 2

営業・事務平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 営業・事務 営業・事務 営業・事務

営業・事務

人数 2 2 2 2 2

営業・事務
令
和

元
年
度
卒

募集職種 営業・事務 営業・事務 営業・事務

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 8,800万円 E-mail tera@asahisogo.com

売上高 23億円（グループ全体） URL https://asahisogo.com

従業員数
130名

対象
1　既卒可（卒業後　3年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1981年 TEL 0182-32-6263

代表者 熊谷　邦夫 FAX 0182-33-3072

勤務地 横手市、大仙市、秋田市、能代市、由利本荘市、宮城県多賀城市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 不動産業 採用担当 総務室　寺田　航太

本社所在地 〒013-0064 横手市赤坂字館ノ下80-1ベッチモントyokote3階

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アサヒソウゴウカブシキガイシャ

朝日綜合株式会社

mailto:tera@asahisogo.com
https://asahisogo.com/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

勤務
時間

変形労働時間
7：00～16：00、9：00～18：00
12：00～21：00

基本給
・手当

225,000

休日
・休暇

年間108日
福利
厚生

雇用、労災、健康、厚生

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

フロント、営業、サービス

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 1,300万円 E-mail yokote@e-tetora.com

売上高 3,207,856,132円 URL

従業員数 対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

正社員189名、パート218名

設立 1980年 TEL 0182-23-8071

代表者 代表取締役　三浦　孝司 FAX 0182-23-8072

勤務地 横手市睦成字城付1-20

企　業　デ　ー　タ

事業内容 宿泊（ホテル） 採用担当 山道　剛

本社所在地 〒040-0015 北海道函館市梁川町17-16

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ホテルテトラリゾートアキタヨコテオンセン

ホテルテトラリゾート秋田横手温泉

mailto:yokote@e-tetora.com


要運転免許 ①　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0054 秋田県横手市柳田1-14　（横手第二工業団地内）

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名

カブシキガイシャ　ダスキンヨネヤ

株式会社　ダスキンよねや

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容

清掃用部、マット・モップ他生活環
境用品のレンタル、清掃管理、害虫
駆除管理、福祉用具のレンタル
化粧品、家庭学習教材・その他など
物品の販売
総合レンタル・倉庫業

採用担当 支店長　佐藤　厚

設立 昭和44年2月 TEL 0182-32-2296

代表者 代表取締役　木村　友光子 FAX 0182-32-7150

8001018oc@mail.duskin.co.jp

売上高 5億7,547万円（2019.3.31） URL https://ｗｗｗ.duskinyoneya.com

資本金 500万円 E-mail

従業員数
47人

対象
①　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　25人/女　22人）

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

■営業職／ダスキン商品ルート配送・ルート営業
　既存のお客様(企業･個人)を社用車(軽自動車がメイン)でお伺いし､モップやット等､
商品の交換業務、商品紹介をお任せします｡困ったことや不安があれば､気軽に相談
できる環境なので安心してスタートできます!

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

⑨.その他（清掃用具賃貸業）

企　業　P　R

ダスキンよねやでは、「ご家庭向けサービス」「事業所向けサービス」「プロのお掃除サービスマスター」「家事代行サービス
メリーメイド」「害虫駆除ターミニックス」「ドリンクサービス」「イベント用品レンタル」「高齢者生活支援サービス」と幅広いサー
ビスを用意しています。快適でさわやかな毎日をお届けするために、お客様にお掃除用品・快適グッツなどさまざまなサー
ビスを通じて「人とのふれあいを大切に。」をモットーにしています。

勤務
時間

　8：30～17：30
基本給
・手当

基本給：140,000～173,000円
賞与：年2回（6月、12月）※業績によります。
通勤手当（月額15,000円まで）、資格手当、家族手当

休日
・休暇

　土（土曜は月1回出勤）・日
　休日カレンダー

福利
厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、
退職金制度

営業職１名

https://www.duskinyoneya.com/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒 010-0976 秋田市八橋南二丁目１０番１６号

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アキタケンコウセイレン

秋田県厚生連（厚生連病院グループ）

勤務地 横手市、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田市、由利本荘市、大仙市、湯沢市　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 医療業 採用担当 総務人事部人事課長 小玉 義幸

設立 1948年 TEL 018-864-2627

代表者 代表理事理事長 小野地 章一 FAX 018-864-2675

備考

資本金 46億4000万円（H30年度） E-mail jinji@akitakouseiren.or.jp

売上高 633億3000万円（H30年度） URL http://www.akitakouseiren.or.jp

従業員数
3,695人（R2.1月末）

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　1,045人 ／女 2,650人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

平
成
3
0

年
度
卒

人数
7名程度
若干名

募集職種
事務職（一般）
事務職（社会福祉士）令

和

元
年
度
卒

人数
20名程度
若干名

募集職種
事務職(一般)
事務職(社会福祉士)

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
＜病院事務＞
○医療費請求事務
○総務・庶務
○経理事務
○資材・施設の購入・管理　など

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

県内各地区に9病院を配置し、医療法に基づく公的医療機関としての指定を受けるなど保健医療活動を積極的に展開
しています。各病院が基幹病院と位置づけられ、幅広い医療機能の分野において県内ではなくてはならない存在となっ
ています。秋田県厚生連の事務職員は、医療のプロフェッショナル集団と共にチーム医療の一員となり、病院運営全般
に係る業務を行うなど幅広く活躍の場面がありますし、チームで地域医療に貢献する大変やりがいのある仕事です。あな
たの柔軟な発想とその行動力を地域住民のために生かしてみませんか。

勤務
時間

8：30～17：00
（休憩60分　実労働時間7時間30分）

基本給
・手当

4年制大学卒：新卒(164,300円)
賞与（令和元年度実績）：年2回（7月、12月）、計4.0ヶ月分
通勤手当、家族手当、借家借間手当等各種手当

休日
・休暇

週休2日制（土、日）、祝日
年次有給休暇、慶弔休暇、夏期休暇・盆休暇
(計3日)、年末年始休暇(5日)
※年間休日120日程度

福利
厚生

退職金制度、団体生命保険制度、健康保険・厚生年金保険・
雇用保険・労災保険
慶弔見舞金制度、財形貯蓄制度、各種レジャー施設・保養施
設の利用割引制度

mailto:jinji@akitakouseiren.or.jp
http://www.akitakouseiren.or.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒０１０－１４１２ 秋田市御所野下堤五丁目１番地の１

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
しゃかいふくしょうじん　　　あきたけんしゃかいふくしじぎょうだん

社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団

勤務地 横手市（阿桜園・南部シルバーエリア）、秋田市、由利本荘市、大館市、湯沢市

企　業　デ　ー　タ

事業内容
障がい者（児）施設及び老人福祉
施設等の運営

採用担当 経営管理課長　　藤原　政広

設立 昭和39年4月25日 TEL ０１８－８８９－８３６０

代表者 理事長　　熊谷　　淳 FAX ０１８－８２９－３６７０

備考

資本金 １，０００万円（県出資金） E-mail mail@fukinoto.or.jp

売上高 ４６億７，０００万円 URL http://www.fukinoto.or.jp

従業員数 対象
1　既卒可（３５歳未満）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

７６０名

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 福祉職 福祉職 福祉職

５人 ２人

福祉職

人数

福祉職

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 福祉職 福祉職 福祉職

６人 ２人

福祉職

人数

福祉職

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

１．障がい者（児）施設及び老人福祉施設利用者への相談及び支援業務
２．障がい者（児）施設及び老人福祉施設での施設管理・事務業務
３．老人福祉総合エリアでの生きがい健康づくり事業に係る業務

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

１．創立５５年目、障がい者施設等１１施設を運営しており、秋田県内では最大規模の社会福祉法人です。
２．事業団のモットー　『 安心と豊かな生活（くらし）をまごころで　』　『利用者ファースト』心がけてます。
３．事業団独自の人材育成プログラムがあり、各種研修やセミナー等に参加し『自分磨き』ができます。
４．充実した福利厚生があります。
５．施設の見学やインターンシップ随時受入中。希望される方は事業団事務局（藤原）までご連絡ください。

勤務
時間

勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分
１．早番・遅番・夜勤勤務があります。
２．施設の勤務表により勤務して頂きます。

基本給
・手当

１．大学卒業者　　　　　　　　１７４，３００円（賞与年４．２ヵ月）
２．短大・専門学校卒業者　１６０，０８６円（　上記と同じ）
　※職務を経験してきた方は、職務内容により加算あり。
３．各種手当（通勤・住居・扶養・資格・処遇改善・時間外等）

休日
・休暇

１．年間休日　１２１日（平均）
　※施設の勤務表により勤務して頂きます。
２．休暇（年次・病気・特別休暇・育児他）

福利
厚生

１．退職金制度あり　（社会福祉施設職員等退職共済等）
２．社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
３．職員互助会制度あり

mailto:mail@fukinoto.or.jp
http://www.fukinoto.or.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

○当法人は、「誰もが自らの可能性を最大限に活かせる地域社会をめざして」という理念のもと、ご利用者の支援をしています。
○「地域貢献」「ご利用者第一」「信頼」「チームワーク」「向上心」の意欲があり、横手の地域と共に歩み、ご利用者の安心した暮らしの
ために頑張りたい人を求めています。
○各施設で一人で業務（日勤・早番、遅番、夜勤）ができるまで、担当の職員が丁寧に指導します。
○資格取得のための法人独自の助成制度や希望休・年次休暇を活用しながら、資格を取得してキャリアアップをすることが可能で
す。

勤務
時間

・シフト制（実働８時間、早番、日勤、遅番）
・夜勤（１６：３０～９：３０）

基本給
・手当

・基本給：【大卒】146,700円　【短大】142,200円
・処遇改善手当：10,000円　　・特定処遇改善手当（年度末支給）

・夜勤手当：1回5,000円　・通勤手当：上限15,800円　等

休日
・休暇

・週休２日制　　・年間休日１２０日（月１０日）
・年次有給休暇初年度１０日（最大４０日）

福利
厚生

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険
退職金制度（計2制度）
法人からの助成で、各施設趣向を凝らした職員懇親会を行って
います。

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

ご利用者の生活支援業務

（食事介助、入浴介助、排泄介助、服薬介助、レクリエーション等）

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 １００万円 E-mail s-tateai@family-care-service.or.jp

売上高 １７億円 URL http://family-care-service.com/

従業員数
３５０人

対象
1　既卒可（卒業後　３年以内）

2　既卒不可（男性：９３名　女性：２５７名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 平成５年７月 TEL ０１８２－４５－４４１１

代表者 理事長　阿部　脩二 FAX ０１８２－４５－４４８８

勤務地

企　業　デ　ー　タ

事業内容 社会福祉事業 採用担当 いきいきの郷　佐藤　公法

すこやか横手（横山町）、すこやか森の家（婦気大堤）、すこやか大雄、いきいきの郷（増田）、すこやか館合（雄物川）

本社所在地 〒０１３－００４４ 横手市横山町１－１

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
シャカイフクシホウジン ファミリーケアサービス

社会福祉法人ファミリーケアサービス

介護職員 ２名

介護職員 ２名

mailto:s-tateai@family-care-service.or.jp
http://family-care-service.com/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0105 横手市平鹿町浅舞字福田207番地4

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
シャカイフクシホウジンヒラカフクシカイ

社会福祉法人ひらか福祉会

勤務地 横手市、羽後町　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 社会福祉事業 採用担当 統括施設長　　畠山　尚弥

設立 39020 TEL 0182-56-3002

代表者 理事長　　畠山　博 FAX 0182-56-3003

備考

資本金 E-mail ayame-en@bz03.plala.or.jp

売上高 3.5億円（平成30年度） URL http://www.flh1.net

従業員数
95名

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男性　24名、女性　71名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 【プランナー】法人本部のスタッフとして、福祉全般に係る地域の課題解決
に取り組む法人の企画開発業務を専門に行います。
【介護職員】利用者さまがその人らしく生活できるよう、その人に応じた日常
的な支援をします。また、将来の幹部候補としてチャレンジすることもできま
す。　　　　　　　　【保育職員】お子さまが心身共に健やかに成長できるよ
う、その人に応じた生活支援や療育をします。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

◎法人理念「その人らしく。」の言葉どおり、職員も自分らしく成長できる企業を目指しています。中で
も「職員には長く勤めていただきたい」ことから、働きやすさへの取り組みに力を入れています。具体
的な内容は私たちのブースでお知らせいたします。ぜひ「ひらか福祉会」のブースへお立ち寄りくださ
い。皆さんの仕事選びのお役に立てれば幸いです。

勤務
時間

【プランナー】　8：30～17：30
【介護職員・保育職員】　シフト制（実働8時
間）

基本給
・手当

【プランナー】　180,000円　　【介護職員】　145,200円
【保育職員】　156,000円
・共通手当／資格手当、役職手当、通勤手当等
・介護職員は夜勤手当や処遇改善加算あり

休日
・休暇

・年間休日107日＋誕生日休暇1日
・有給休暇は昨年度実績で年間取得平均11
日、入社後すぐに使えるように規程を変更しま
した

福利
厚生

・退職金制度、財形貯蓄制度、傷害保険・死亡保障保険加入
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

プランナー1

プランナー1

介護職員・保育職員 各2名

介護職員・保育職員 各2名



1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-0036 横手市駅前町14-9

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
シャカイフクシホウジン　ヨコテフクシカイ

社会福祉法人　横手福祉会

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 老人福祉介護事業 採用担当 事務局長　中山　美雪

設立 2010年 TEL 0182-38-8033

代表者 佐々木　兼光 FAX 0182-38-8035

備考

資本金 E-mail yokotefukushikai@pony.ocn.ne.jp

売上高 URL www.yokotefukushikai.or.jp/ 

従業員数
96人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（男　26　/　女　70）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ介護福祉士

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

3
月
卒

2
年

募集職種 介護職

人数 2人

3
月
卒

3
1
年

募集職種 介護職

人数 2人

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
高齢者介護
・食事、入浴、排泄、外出等、利用されている方がさくらで安心して生活で
きるような支援をします。また、レクレーションなどの余暇活動のお手伝いも
します。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・保険

9.その他（老人介護i）

企　業　P　R

　法人理念を基にした目標「やさしさ、くらしやすさ、あなたらしさ」を大切にした支援を心がけています。
利用者様が優しく穏やかに過ごせるよう、職員もできるだけ一緒に様々な出来事を過ごせるよう
努めています。

勤務
時間

 7時00分～16時00分
 8時00分～20時30分の間8時間
13時00分～22時00分
22時00分～7時00分

基本給
・手当

短大卒・専修学校卒
　　　基本給139,800円　資格手当6,000円
　　　通勤手当（15,000円まで）
　　　深夜手当1回5,000円（月4回程度）

休日
・休暇

　年間休日数　105日
                    （シフト制･月8日休みあり）
　有給休暇　　 6ヶ月経過後　10日

福利
厚生

雇用保険　労災保険　健康保険　厚生年金　退職金制度あり

mailto:yokotefukushikai@pony.ocn.ne.jp
http://www.yokotefukushikai.or.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

積極的な新卒採用を行っており、毎年の採用実績があります。既卒者・転職希望の方の応募も大歓迎です。
福利厚生が充実し、職員の方が安心して長く働ける環境を整えてます。
新しい事にも挑戦し続けており、法人の情報発信もホームページ・Facebook・Twitter・CM・Youtube等で行ってます。
常に前進し続ける法人で、あなたの力を思う存分に発揮してみませんか？
まずはお気軽に、当法人のブースにお越し頂きお話しだけでも聞いてみてください。お待ちしております。

勤務
時間

シフト制（実働8時間）
基本給
・手当

・介護【基本給】大卒：143,100円、大卒以外：137,100円
・保育【基本給】大卒；143,100円、大卒以外：138,900円
介護・保育共に別途手当支給（資格・通勤・住宅・扶養　等）
介護は夜勤手当、処遇改善手当て等の支給もあり。

休日
・休暇

年間休日108日（月平均9日）
年次有給休暇（10日）　※半年経過後
結婚・出産・服忌休暇等の休暇制度あり。
また育児休業・介護休業制度あり。

福利
厚生

就職支度金制度（新卒：70,000円、中途：50,000円）
退職金制度（2種類の退職金制度）
資格取得支援制度（初任者研修費用の全額を法人負担）
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
◆介護職員…ご利用者が自分らしい生活を送れるよう、快適な暮らしのお
手伝いをして頂きます。

◆保育職員…保護者の代わりに子どもの年齢に応じた生活全般にわたる
指導を行い、心身の健やかな発達を促して頂きます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 8,890万円 E-mail masashi-t@sowakai.jp

売上高 13億8400万円（平成30年度） URL https://sowakai.jp/

従業員数
268人（令和2年2月1日現在）

対象
1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可（ 男：59人 ／ 女：209人 ）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ無資格での応募も可能です（介護施設）

設立 昭和42年 TEL 0182-36-1211

代表者 萱森　眞雄 FAX 0182-36-1235

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 老人福祉・児童福祉業 採用担当 田畑　真志

本社所在地 〒013-0821 秋田県横手市上境字館133-5

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
シャカイフクシホウジン　　ソウワカイ

社会福祉法人　相和会

介護職員・保育士 各4名

介護職員・保育士 各4名

mailto:masashi-t@sowakai.jp
https://sowakai.jp/


①　受入れ可 2　受入れ不可

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 【介護職員】訪問系は直接家庭に訪問し、家事援助・身体援助から入浴サービス等、
施設内では食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護（支援）業務全般を行って頂きま
す。
【看護職員】ご利用者様の健康管理及び機能訓練を主体とした看護業務全般を行って
頂きます。
【本部事務職員】理事会・評議委員会や運営に係わる会議等の事務作業など、総務事
務業務全般。

企　業　P　R

今回、新卒者の皆様への教育・バックアップ体制が整ったことにより、満を持しての参加です。当法人は、「自分が楽しく
なければ利用者さんも楽しくない！」をコンセプトに充実した日々を過ごしております。温泉施設や遊漁船との連携で（無
料）、休日の過ごし方には法人職員から定評があります！また、「釣った魚を施設で食おう！」企画により、昨年は釣った
本マグロと真鱈を施設で捌き、利用者さんと楽しく食べました。このように、どうせ大変な仕事だったら、楽しくやろう！とい
う理念のもと、職員・利用者様一人一人と向き合い「あなたとともに」運営する法人を目指しております。
Ｐ．Ｓ．今年は更に面白い企画をご用意いたしました。気になった方はゼヒ当ブースへ☆

勤務
時間

シフト制（実労働時間8時間）
基本給
・手当

【基本給】介護職員（短大卒以上）148,400円～
看護職員（専門・短大卒以上）180,100円～
本部事務職員（大卒以上）143,300円～※それぞれ別途（通
勤・扶養・職能・役職・夜勤・待機　等）職種に応じた手当あり

休日
・休暇

　　112日（月平均　9　日）
年次有給休暇※半年経過後
特別休暇８日※半年経過後
結婚・出産・服忌休暇等の休暇制度あり。また育児休業・
介護休業制度あり。

福利
厚生

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
退職金（掛け金は法人負担）
連携企業様による温泉施設、遊漁船利用の優遇

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

⑧医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

人数

平
成

3
0

年
度
卒

募集職種

令
和

元
年
度

卒
募集職種 介護職員・看護職員・本部事務職員

各３名～４名人数

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 E-mail tukinisakuhana0301@ivy.ocn.ne.jp

売上高 URL www.avec-toi-jumonji.net/

従業員数
126名（令和２年　２月　現在）

対象
①　既卒可（卒業後　4年以内）

2　既卒不可（男性37名　女性89名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ無資格の方でも大歓迎です

５３６，４３５，２４３　円（平成３０年度）

本社所在地 〒019-0509 横手市十文字町梨木字羽場下10番地115

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
シャカイフクシホウジン　アヴェク・トワ

社会福祉法人アヴェク・トワ

設立 平成27年 TEL 0182-42-5577

代表者 佐藤　真由香 FAX 0182-42-5578

勤務地 横手市、

企　業　デ　ー　タ

事業内容 老人福祉・障がい者（児）福祉 採用担当 鈴木　誠

mailto:tukinisakuhana0301@ivy.ocn.ne.jp
http://www.avec-toi-jumonji.net/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒018-3454 北秋田市脇神字藤株囲の内14番地

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
株式会社　虹の街　横手営業所

勤務地 横手市、大仙市、由利本荘市、秋田市、能代市、大館市　

企　業　デ　ー　タ

事業内容 医療・福祉 採用担当 人事総務　田原・大町

設立 平成元年 TEL 018-838-4511

代表者 代表取締役社長　遠藤　久 FAX 018-883-0450

備考

資本金 3800万円 E-mail tahara@nijinomachi.co.jp

売上高 19億円 URL http//www.nijinomachi.co.jp

従業員数
437人

対象
1　既卒可（卒業後　３　年以内）

2　既卒不可（男性109名　女性328名）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ要普通運転免許、介護職員初任者研修

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 総合職

人数 ２人

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 総合職

人数 ２人

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 ■総合職：入社時は介護の仕事を通し経験を積んで戴き、将来の幹部社
　　　　　　　員をを目指して戴きます。
　　　　　　　【幹部社員として：営業所のマネージメント業務】
■介護職：お客様の自立に向けた支援、介護目標の達成に向けてチーム
　　　　　　　で介護サービスを提供します。将来的には、介護サービスのス
　　　　　　　ペシャリストとして、教育指導、品質管理等を担って戴きます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

秋田県で30余年、おかげ様で民間会社では県内最大級の事業展開をさせて戴いております。平成27年か
ら
は東証一部上場のセントケア・グループの一員として職員の待遇改善、より良い職場環境作りを目指して成
長
を続けております。常に成長を目指し続ける会社で、あなたの力を発揮してみませんか？
10代、20代の社員も各部門で活躍中。地元就職は勿論、卒業を機に新天地でお仕事を開始してみたい方

勤務
時間

シフト制（モデル時間：8：30～17：30）
※夜勤がある場合のモデル時間
　　16：00～翌10：00（休憩２時間）

基本給
・手当

基本給【大卒】170,000円～　【大卒以外】160,000円～
総支給【大卒】191,750円～　【大卒以外】181,750円～
賞与：年２回（６月、12月）計2.50ヶ月
昇給：年１回（７月）
手当：各種資格手当、処遇改善手当、夜勤手当、家族手当　等々

休日
・休暇

・週休二日制
・年次有給休暇　　入社半年後に10日付与
・リフレッシュ休暇　年間３日付与
・他、慶弔休暇、看護休暇　等

福利
厚生

・退職金制度　・財形貯蓄制度　・健康保険　・厚生年金保険
・雇用保険　　 ・労災保険
・ＩＹＡＴＡＫＡ　ＧＲＯＵＰとの企業提携（結婚式費用社員割等）
・クラブオフ会員登録（全国各種店舗での割引特典等）

介護職 ２人

介護職 ２人

mailto:tahara@nijinomachi.co.jp


1　受入れ可 2　受入れ不可

企　業　P　R

JA秋田ふるさとは、横手市全域・美郷町の一部を管内とする、県内有数の大規模JAです。
県内一の複合産地として、様々な形で農業者に寄り添うことで、元気な地域社会や農業の維持・振興を目指
しています。
「頭は低く、足は軽く、心は熱く」生まれ育った地元に貢献したい！という熱意のある方をお待ちしています。

勤務
時間

8:30～17:00(実働7.5h)
※変形労働時間制適用の部署あり

基本給
・手当

大卒162,500円、短大・専修卒150,300円、高卒141,600円
通勤手当、家族手当、時間外手当、職務手当、資格手当等

休日
・休暇

日曜・祝日・週3回土曜日休み
採用初年度に有給休暇付与(10日)
特別休暇、慶弔休暇、産休・育休等あり

福利
厚生

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
退職金制度、各種部活動

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信

営農指導事業、販売事業、購買事業
信用事業、共済事業
福祉事業、担い手支援事業ほか

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（複合サービス業）

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

備考

資本金 85億5100万円 E-mail wg-jinji@akita-furusato.or.jp

売上高 237億7600万円 URL http://www.akita-furusato.or.jp

従業員数
約600名

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可(男性55％、女性45％)

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 1998年4月 TEL 0182-35-2638

代表者 代表理事組合長　小田嶋 契 FAX 0182-35-2701

勤務地 横手市駅前町６－２２

企　業　デ　ー　タ

事業内容 農協法に基づく総合事業 採用担当 総務人事部 次長　渡部 美紀子

本社所在地 〒013-0036

R2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アキタフルサトノウギョウキョウドウクミアイ

秋田ふるさと農業協同組合(JA秋田ふるさと)

総合職 25名程度予定(既卒者、中途採用者含む)

mailto:wg-jinji@akita-furusato.or.jp
http://www.akita-furusato.or.jp/


要運転免許（ＡＴ限定可） 1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒010-0061 秋田市卸町四丁目９番２号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アルソックアキタカブシキガイシャ

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社

勤務地 横手市、大仙市、由利本荘市、能代市、秋田市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 警備業 採用担当 人事課長　袴田　敏浩

設立 2009年 TEL 018-888-2340

代表者 辻本　光雄 FAX 018-888-1110

備考

資本金 3,000万円 E-mail aki-info@alsok.co.jp

売上高 URL https://akita.alsok.co.jp

従業員数
266人

対象
1　既卒可（卒業後３年以内）

2　既卒不可（男　241人　/女　25人）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況（募集予定含む）

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 警備職、営業職 警備職、営業職

人数 警備5名、営業2名 警備5名、営業2名 警備5名、営業2名

警備職、営業職

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 警備職、営業職 警備職、営業職

人数 警備4名、営業2名 警備4名、営業2名 警備4名、営業2名

警備職、営業職

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 【機械警備職】お客様の施設に警報装置・各種センサーを設置し、警報や通報によって施設に駆けつけ、異常の原因究
明や状況に応じた的確な対処を行い、被害の拡大防止に努めます。
【常駐警備職】空港、本社工場、商業ビル、火力発電所などの大型施設に常駐し巡回、出入管理、各種設備機器など
の管理業務を行います。
【現金輸送・貴重品運搬警備職】現金、有価証券、貴金属などを輸送する業務です。２人体制で現金輸送車に乗務し
ます。
【営業職】各種セキュリティシステムの導入をご家庭から店舗、企業、学校等に新規開拓する業務です。既存のお客様
の管理等も行います。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（サービス業）

企　業　P　R

ＡＬＳＯＫ「綜合警備保障」のグループ企業として、経営理念である「ありがとうの心」で地域の皆様へ業界トッ
プクラスの警備サービスを提供しています。
生まれ育った地域で仕事が出来るので、仕事に対しての充実感が得やすいところも当社の魅力のひとつで
す。地元出身者が多いため、社員同士の仲間意識が強く、明るく元気な職場です。

勤務
時間

・警備職　1か月単位の変形労働時間制　8：30～
17：30、17：30～8：30他交替勤務制
・営業職　1年単位の変形労働時間制　8：30～
17：45

基本給
・手当

基本給：【大卒】147,500円【高専卒】141,500円【専門卒】140,000円
賞与：年２回（6月、12月）
通勤手当（月額28,000円まで）、家族手当、地域手当、職務手当または営業手当等

休日
・休暇

年次有給休暇、慶弔休暇
・警備職　４週４日以上の休日
・営業職　1年単位の変形労働時間制休日数115
日

福利
厚生

健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制
度、財形貯蓄制度、企業年金基金制度、各種団体グループ保
険等



1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1　麹町大通りビル14階

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名

カブシキガイシャ プレステージ・インターナショナル アキタビーピーオーヨコテキャンパス

株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPO横手キャンパス

勤務地 【秋田県】横手市・秋田市・にかほ市　【県外】山形県酒田市・富山県射水市・東京都など

企　業　デ　ー　タ

事業内容 採用担当 横手管理部 採用担当 大内、渡部BPO （ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業

設立 1986年10月 TEL 0182-27-1111

代表者 代表取締役社長 玉上　進一 FAX 0182-27-1112

備考

資本金 14億8,666万円 （2019年3月31日時点） E-mail yokote_kanri@prestigein.com

売上高 371億円（2019年3月31日時点） URL http://www.prestigein.com

従業員数

連結 ： 3,671人 （2019年3月31日時点）

対象
1　既卒可（卒業後3年以内）

2　既卒不可横手：247人（2020年1月31日時点）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 管理者候補

5

カスタマーサービススタッフ

5人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 管理者候補 カスタマーサービススタッフ

10 10人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信 ■カスタマーサービススタッフ（国内外のクライアント企業から幅広い業務を受託しており、お客さまの

「お困りごと」をサポートしています）

・コンタクトセンターでのオフィスワーク（デスクワーク）※研修制度あり。ノルマ/セールスなし。

・クライアント企業のご契約者さまからの電話受付・各種手配

・パソコンを使用する専用システムへの入力、レポート作成、事務業務

・管理補佐業務　※ヤル気と能力で評価。スキルアップ・キャリアアップが可能です。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　その他サービス　）

企　業　P　R

2019年4月横手市第二工業団地内に「秋田BPO横手キャンパス」をオープン！カフェテリア、保育園、トレーニングジムを併設し福利

厚生施設・制度を充実させた「横手市で一番居心地のいい働く環境」を目指し、将来的に500名体制へ業務を拡大しております。

現在の従業員数は約240名。地元採用者での管理職登用や運営などを担っていただくべき、新社屋で一緒に活躍するスタッフを募集い

たします。

勤務
時間

シフト制　(実働8時間/休憩1時間) 基本給
・手当

大学卒：月給174,000円 / 短大・専門卒：月給163,000円

（賞与年2回）

時間外手当、休日出勤手当、通勤手当、深夜シフト手当など

※マイカー通勤可能、無料駐車場有

休日
・休暇

当社休日カレンダーによる

※休日は月間土日祝日と同数（年間122日）

※年次有給休暇：３ヶ月経過後12日付与

福利
厚生

年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休業、育児休業、育児短時間勤務制度、

通院休暇、介護休業、永年勤続表彰制度、企業内保育園、社内カフェテリ

ア、無料駐車場、持株会制度、団体割引保険、カーリース等社内割引制度、

社内イベントあり。

mailto:yokote_kanri@prestigein.com
http://www.prestigein.com/


要普通運転免許 　受け入れ可

企　業　P　R

　警察業務は、地域住民の相談をはじめ、悪質・凶悪化、ハイテク化、国際化するあらゆる犯罪捜査から交通取締りや交通事故抑止
活動、地域の安全安心まちづくり支援活動、要人警護、災害時の救助活動等、多岐にわたり、県民の生活を支えています。警察官の
仕事は華やかに見えますが、その陰には「地道な苦労」と「努力の積み重ね」があり、それを乗り越えた時に、言葉では言い表せない
「充実感・達成感」が生まれるのです。
　警察官は、ほかの職業とは違う「誇りとやりがい」がある仕事です。

勤務
時間

日勤制勤務(8：30～17：15)
交代制勤務

基本給
・手当

初任給(平成31年４月現在)
警察官A(大学卒・大学院卒)：２０６，７３９円
警察官B(高校卒業以上、大学卒業以外)：１６７，２４５円
その他　賞与年２回、住居手当、通勤手当、寒冷地手当等

休日
・休暇

週休２日制(交替制勤務は12週24日制)
年次休暇(20日)、夏季休暇(５日)、
結婚休暇(７日)、妊娠・出産・育児に関する休暇や
制度が充実しています。

福利
厚生

結婚・出産等祝金給付、健康増進事業、制度保険事業、観光・
文化施設等の利用助成、共済事業、職員宿舎の整備

業　種 仕　事　内　容

■警察官：採用試験に合格後、秋田県警察学校に入校し、警察官に必要な教養・訓練を受
　　　　　　　けます。(警察官Aは６か月、警察官Bは10か月入校、この間も、給与が支払われ
　　　　　　　ます)警察学校卒業後に各警察署等に配属となります。
■警察行政職員：会計手続、予算管理、福利厚生、各種統計業務、遺失・拾得届出等
　　　　　　 (大卒・大卒以外に分け募集、いずれも若干名)

その他（地方公務員）

人数

警察官B(高校卒業以上、大学卒業以外の方)警察官A

(男性２９名、女性５名) (男性２０名、女性１２名)

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

令
和

元
年
度
卒

募集職種

募集状況（募集予定含む）

大学院 大学 短大 高専 専修

人数

警察官A 警察官B(高校卒業以上、大学卒業以外の方)

(男性３１名、女性１９名) (男性４４名、女性１１名)

備考

資本金 ー E-mail ー

売上高 ー URL http://www.police.pref.akita.jp

従業員数
約２，３００名

対象
　既卒可
　（採用試験受験時に年齢制限あ
り、男女とも３５歳まで）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

設立 ー TEL ０１８２－３２－２２５０

代表者 ー FAX ０１８２－３２－２２５０

勤務地 秋田県内の警察署等

企　業　デ　ー　タ

事業内容 地方公務 採用担当 横手警察署　警務課

本社所在地 〒０１３－００４３ 横手市安田字越廻７１番地

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
アキタケンケイサツ

秋田県警察

http://www.police.pref.akita.jp/


1　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒013-8601 横手市中央町8番2号

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ヨコテシヤクショ

横手市役所

勤務地 横手市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 地方公務 採用担当 総務企画部人事課　最上

設立 平成17年10月合併 TEL 0182-35-2111

代表者 横手市長　髙橋　大 FAX 0182-33-6061

備考

資本金 E-mail jinji@city.yokote.lg.jp

売上高 URL http://www.city.yokote.lg.jp/

従業員数
2,128人

対象
1　既卒可（卒業後　　年以内）

2　既卒不可（非常勤職員含む）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募　集　状　況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種

人数

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種

人数

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
一般行政職の場合は特定の部門や分野に限らず、市政の様々な業務に
幅広く従事します。事務職として福祉、税務関係、観光、農政、教育など、
その範囲はあらゆる分野にわたります。約３年～４年周期で部署を変わり、
様々な仕事の経験から、広い視野と知識を備えた行政のプロへと成長して
いきます。

4.運輸　　5.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・保険

9.その他（　地方公共団体　）

企　業　P　R

横手市は、肥沃な土壌が生む様々な農産物、日本らしい四季を感じられる気候、歴史と文化の入り混じる情
緒あふれる町並み等、暮らす魅力にあふれるまちです。平成２８年に策定した「第２次横手市総合計画基本
構想」のもと、企業・創業支援、企業誘致などによる「雇用機会の拡大」、保育料や医療費の軽減、福祉医
療制度の拡充による「子育てしやすい環境作り」の2つの重点目標を掲げ、人と地域が燦（かがや）くまちを目
指しています。

勤務
時間

一般行政職の場合　8：30～17：15
基本給
・手当

大卒181,928円、短大卒162,396円、高卒149,610円※職務
経験により加算有り
賞与年2回（6月、12月）、年合計4.35か月分
通勤手当、扶養手当、寒冷地手当等

休日
・休暇

休日：土日、祝日、年末年始
休暇等：年次有給休暇20日、夏季休暇、慶
弔休暇、結婚休暇、その他特別休暇あり

福利
厚生

退職金制度、健康保険（秋田県市町村共済組
合）、健康診断、各検診事業等

行政：13人、建築・土木2人 行政：2人、建築・土木2人

行政：10人、建築・土木2人

職務経験者：6人、保健師2人、介護士2人、学芸員1人

行政：2人、建築・土木2人

職務経験者：6人、保健師2人、介護士1人、管理栄養士2人

mailto:jinji@city.yokote.lg.jp
http://www.city.yokote.lg.jp/


①　受入れ可 2　受入れ不可

本社所在地 〒018-3102 能代市二ツ井町小繋字恋の沢77-1

Ｒ2.3.26横手市合同企業説明会

企 業 概 要 シ ー ト

事業所名
ミクニショウジ(カ

三国商事株式会社

勤務地 横手市、　大仙市、由利本荘市、秋田市、能代市、北秋田市、弘前市

企　業　デ　ー　タ

事業内容 燃料小売 採用担当 総務　二階堂利弘

設立 1971年 TEL 0185-73-3311

代表者 代表取締役　三國節子 FAX 0185-73-4959

備考

資本金 1,000万円 E-mail y.nikaido@sm-mikuni.co.jp

売上高 120億円 URL http://mikuni-energy.co.jp/

従業員数
160人

対象
①　既卒可（卒業後　5年以内）

2　既卒不可

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

募集状況

大学院 大学 短大 高専 専修

令
和

元
年
度
卒

募集職種 営業 総務

人数 1 1

スタンドスタッフ

2

平
成
3
0

年
度
卒

募集職種 営業 総務

人数 2 1

業　種 仕　事　内　容

1.建設　　2.製造　　3.情報通信
スタンドスタッフ：給油、タイヤ交換やオイル交換、来店客の接客等を
行います。車の好きな方、外仕事が好きな方、接客が好きな人が向
いています。
営業　：運送会社等大口の顧客へ燃料を販売します。
総務　：本社事務所で労務・経理・受注事務を担当します。

4.運輸　　⑤.卸売・小売

6.金融・保険　　7.飲食店・宿泊

8.医療・福祉

9.その他（　　　　　　　　　）

企　業　P　R

国道7号線と13号線沿いに秋田県9カ店、青森県2カ店のガソリンスタンドを展開しています。
「笑顔で　明るく　元気よく」がモット－です。
勤務先は11拠点および3部門から選べ、希望者以外の転勤はありません。

勤務
時間

スタンドスタッフ：シフト制(実働7.5時間)
営業・総務：8:00～17:00(実働7.5時間)

基本給
・手当

大卒：165,900円
資格手当・帰省手当・通勤手当・扶養手当他

休日
・休暇

年間休日：95日
有給休暇(10日～最大40日)
出産・育児・介護・看護・慶弔

福利
厚生

退職金制度：確定拠出年金401k

mailto:y.nikaido@sm-mikuni.co.jp
http://mikuni-energy.co.jp/

