
 

１５ 

株式会社 クックガーデン 食料品製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちクックガーデンは、畜産加工品をメインに製造・販売を行う

食品製造と、大分県にある唐揚げ専門店『元祖中津からあげ もり山』

のフランチャイズを展開している外食事業も行っている会社です。 

皆さんがスーパーやコンビニの惣菜コーナーでよく目にする、唐揚

げやパン粉をまぶした食肉製品などを製造しています。また、登米市

内で唐揚げのお店『元祖中津からあげ もり山』を運営しています。 

「安心・安全な」、「おいしい」、「価格以上の価値のある」商品の提

供を目指し、笑顔あふれる食卓を、お届けできたらと考えております。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 会社には、製造部、外食事業部、広告事業部の 3 つの部門があります。 

新入社員は、まず製造部に配属されます。その後、外食事業部に移動する場合もあります。 

① 製造部は、その名のとおり製品を作る部門ですが、一口に「作る」といっても、以下のようにさ

まざまな工程を経て、製品ができあがります。異物混入を防ぐため、検査や検品を細かく行います。 
 
原料解凍・目視検査→ カット作業 → 味付け → 加熱 → 冷凍 → 箱詰め →  出荷！！ 

 
② 外食事業部は、『元祖中津からあげ もり山』の店舗内で仕込み・味付けをし、

注文が入ってから、フライ調理し、温かいできたてのから揚げをお客様にお届

けしています。 

宮城県内のイベント等にキッチンカーで回っています。 

③ 広告事業部は、資材・機械等を仕入、販売をしています。          
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

Ｍ・Ｔさん（入社 4年目／迫桜高校出身） 

 食品製造に興味があり、製造部で働いていま

す。一つ一つの製品製造に責任を持ちながら楽

しく働いています。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？ 

Ａ．職場の皆さんと年齢関係なく、いろいろな

話をしながら、毎日楽しく仕事をしていま

す。 

Ｍ・Ｓさん（入社 3年目／迫桜高校出身） 

入社当初は製造部に配属されましたが、外食事業

に興味があり、現在は、外食事業部の『元祖中津から

あげ もり山』で接客・仕込み・販売をしています。 

Ｑ．これから就職する高校生へメッセージは？ 

Ａ．最初は覚えることがたくさんあり、大変なこと 

もありますが、楽しくやりがいのある仕事です。 

上司の方も優しく笑顔と元気のあふれる職場で

す！ぜひ一緒に頑張りましょう！！ 
 

福利厚生はどう？ 

・ 勤務体制は、シフト制です。希望休日やお正月、ＧＷ、お盆等もシフトでお休みが取れます（年

間所定労働日数２６０日・所定休日日数１０５日）。 

 健康診断は、年１回定期健康診断があり、社内で実施します。 

・ 月に１度、『元祖中津からあげ もり山』のお弁当を昼食に社員の皆さんに提供しています。 
 

■従業員数※/４5 人（正社員３7 人、パート 8 人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：0 人，R 元：2 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市若柳字川南上堤３４５ 

■勤務地/栗原市若柳、登米市迫町 

■ＵＲＬ/http://www.cookgarden.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－２１―１８５０（担当：伊藤） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、明るく元気に根気強く働いてくださ

る方を求めています。採用に必要な条件は特にあ

りません。 

畜産加工食品を製造する部門とからあげ店を

展開する部門のある会社ですので、食に興味のあ

る方、おいしいものを作りたい方、やる気のある

方大歓迎です。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.cookgarden.co.jp/


 

１６ 

栗原食肉 株式会社 食料品製造業 

 

何をしている会社なの？ 

↑枝肉 

私たちは、１９７７年の誕生以来、食肉加工を手がけています。東

日本大震災で工場が大きな被害を受けたため、２０１３年から現在の

場所で事業をしています。 

主に、豚肉・牛肉を枝肉（大きな塊）で仕入れ、それをブロック肉

や部位別小割（ロース肉・バラ肉等）にしてから、スーパーなどで売

っている状態や、飲食店などから注文のあった大きさにスライス・カ

ットし、御要望に応じてパック詰めを行っています。 

食を扱うため衛生管理を徹底しており、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）と

いう国際的にも認められた管理方法を採用しています。 

製品は、東北６県や北関東・関西等に出荷しており、皆さんの食卓

へ安全・安心なおいしさを届けています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 会社には、主にこんな仕事があります： 

 ■原料となる枝肉の仕入れ 

豚肉・牛肉を、仙台中央食肉卸売市場（株）より、枝肉で買い付け・  

仕入れています。 

 ■枝肉のカット処理 

枝肉から骨・脂を取り除き、ブロック状態や部位別小割にし、梱包して 

出荷します。 

 ■アウトパック 

注文に応じて、部位別ブロック状態にした肉をスライス加工し、パック         

詰めにした上で、配送センターや各スーパーへ納品します。 

また、これ以外にも、農場視察などによる生産地の確認や、お客様の御要望へ

の対応や新たな販売先の開拓などを行う販売の仕事があります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

菅原救人さん 

（入社 2 年目／登米総合産業高校出身） 

整形担当として、小分けされた肉の脂部分を、

お客様のニーズに合わせ指定された厚さに整

形・カットする作業をしています。カットレーン

の流れ作業なので最初は付いていけるか不安で

したが、先輩方にしっかりと教わることができ

安心しました。作業中は、周りに合わせて行動す

ることが大切なため、日々周りを見て、自分から

行動することを目標に頑張っています。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．入社２年目で感じたのは、後輩に、社会人とし

ての基本的なマナーが不足していることでした。

お客様や上司、先輩への挨拶・言葉づかい、また、

新社会人としての自覚は、高校生活の中で使った

り持ったりすることはないかも知れませんが、社

会に出て恥ずかしい思いをしないように、スキル

アップとして身につけて欲しいと思います。就職

活動は大変ですが、自分のやりたいことをしっか

りと決めて悔いのないように頑張ってください。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 就業時間は８：２０～１７：００です。交替制勤務はありません。 

・ 年間行事として、慰安旅行・新年会等があります。 

・ 休日は、当社の規定によりますが、月に６日間はきちんと休むことができます。 
 

■従業員数※/４０人（正社員３7 人、パート 3 人） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：3 人，R2：3 人，R 元：3 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市築館字築館新八ツ沢３０－５０ 

■勤務地/栗原市築館 

■ＵＲＬ/https://kurihara-meat.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－２３―１１２９（担当：長谷部） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、食の安心・安全をモットーに仕事を

しています。 

優れた品質の製品を作り、効率良く安定的に供

給することで、お客様の満足と、社員の幸福、そ

して会社の成長を実現していくというのが、私た

ちの基本理念です。 

食に興味のある方、ぜひ一緒に働いてみません

か。私たちは若い力を待っています。 
※Ｒ４．１０．１時点 

https://kurihara-meat.co.jp/


 

１７ 

株式会社 新栄商事 繊維工業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちは、スポーツウェアやカジュアルウェアを作る会社です。 

皆さんは、ＹＯＮＥＸ（ヨネックス）というスポーツ用品メーカー

の名前を聞いたことがあるかもしれません。私たちは、主に、その  

ＹＯＮＥＸのスポーツウェアを作っています。 

またＪリーグに、柏レイソル（千葉）、アビスパ福岡（福岡）という

チームがありますが、選手のユニフォーム、サポーター用のレプリカ

ユニフォーム、どれも私たちが作っているんですよ。 

 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 服を作るには、布を切る→縫うという作業をしますが、私たちの仕事でも同じ作業をします。 

布を切る   →     縫う    →  アイロンをかける →    完成 

 

ただ、１人で１着の服を完成させるのは大変なので、布を切る作業はもちろん、袖
そで

を縫う・襟
えり

を縫

う・脇を縫うなど、作業を細かく分けて、皆で分担しています。 

布は機械で切りますが、切る前に布をセットするのは人の手で行います。ロゴマークや模様がきち

んと揃わなければならないので、担当の社員同士が相談し自ら考えながら、置き方に工夫をします。 

縫う作業はミシンを使います。ミシンを使ったことがない人もいると思いますが大丈夫。入社時は

ほぼ全員がミシン初心者ですが、入社後に練習ができ、どんな人でも１週間かからずに、スムーズに

使えるようになりますよ。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

K さん（入社８年目／一迫商業高校出身） 
 ２本針ミシンという、伸縮性のある服を作ると
きに使われているミシンを使い、スポーツウェア
の裾上げをしています（縫うと縫い目が２本にな
ります！）。入社して初めて、２本針ミシンを使い
ましたが、１か月くらいで慣れることができまし
た。自分でできることが増えたり、製品が綺麗に
できあがったりすると楽しいし、とてもやりがい
を感じます。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？  
Ａ．とてもアットホームな職場で、テレビなどで
私たちが作った服を見かけたときは、この仕事
していて良かったと、皆で盛り上がります！ 

  社内の雰囲気は明るく、優しい人が多いの
で、忙しく大変なときでも乗り切ることができ
ます。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 日曜と祝日、年末年始は必ずお休みです。また、お盆期間は連続して休めるようにしています。 

・ 残業はほとんどありません。 
・ 子育てで一度仕事を離れた方も、子育てが一段落してから、復帰して再び働くことができます。 
・ 社員自らがお花見や紅葉狩り、バーベキューなどのイベントを率先して企画しています。コロナ
前はパークゴルフ大会を行ったことも。出席率はいつも１００％！ 

 

■従業員数※/２４人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：２人，R2：２人，R 元：２人） 

■直近３年の大卒採用の求人数の有無/無 

■所在地/栗原市志波姫南八樟１６－３ 

■勤務地/栗原市志波姫 

■URL/https://www.big-advance.site/c/144/1873  

■問合せ/０２２８－２５―２３２２（担当：髙橋） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
仕事は難しいのかな、失敗したらどうしよう、

不安に思っている人はたくさんいると思います。
けれども、そんなに難しく考える必要はありませ
ん。仕事は社員皆でするものだからです。 
私たちの企業では、離職率が低く、残業が少な

く、また休暇も取りやすくしています。一緒に働
いてみませんか。元気とやる気がある方なら誰で
も大歓迎です。 

※Ｒ４．１０．１時点 



 

１８ 

葵工業 株式会社               プラスチック製品製造業 

 

何をしている会社なの？  

私たちは、主に、車の部品やパソコンなどに使われるコネク

ター（機器同士やケーブルを繋ぐための部品）を作るための精

密金型と、その製造をしております。 

コネクターと言っても、その用途によって、大きいものから

微細なものまで、何百もの種類があります。 

これからの時代、私たちが乗る自動車も、ガソリン車から電

気自動車に変わっていきます。それに伴い、使われるコネクタ

ーの種類もどんどん増えていき、私たちの生活により欠かせな

いものになっていきます。 

「製品」を作るとともに、「これからの未来」を作る仕事です、

一緒にチャレンジしましょう！   
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

私たちは、主に次のような仕事をしています。 
 

① 精密プラスチック成形金型の設計・製作 

・お客様からの注文内容をもとに、金型製作の図面を作成します。 

・図面をもとに、金型部品（パーツ）を製作します。 

・金型部品（パーツ）を組み立てます。→成形金型（試作品）の完成です。 

・完成した成形金型を使って、製品加工の試作をします。 

→お客様に、これでＯＫか確認をお願いします。 
 

② 精密プラスチック成形金型を使っての量産加工（大量生産） 

・お客様からＯＫが出たら、成形機に、原料である樹脂を流し込み、製品を量産！ 
 
先輩たちは、精密な加工機などを駆使して、一つ一つの製品を作り上げる喜びを持って、ものづく

りを楽しんでいます。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

水野達希さん（入社７年目／一迫商業高校出身） 

 私は、精密金型を使って、成形機にて、各種の

コネクターを量産しております。何百種類もあ

る製品の中、これが、何に使われるコネクターな

のか？と考えながら製作していると、夢が広が

ります。また、車のエンジン部分の中や、電化製

品の中にコネクターを見つけると、こんな形の

物もあるのかと、新しい発見もあります。 

 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうですか？ 

Ａ．私が今、携わっている職場は、コネクターの量

産部隊ですが、諸先輩が忙しく働いている中、よ

く指導、面倒を見てくれます。中には、長年のベ

テラン先輩もおり、少し、職人気質で、おっかな

いところもありますが、その分、勉強になります。 

もちろん、一から十まで教わるだけではなく、技

を盗むことも必要ですね（笑）。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 現在は、会社カレンダーによりますが、土曜日と日曜日が休日です。 

・ ゴールデンウィーク、お盆休みは連続して休めるようにしています。 

・ 年１回、巡回医療診断車にて、健康診断を実施しています。 
 

■従業員数※/５３人（正社員４４人、パート等９人） 

■インターンシップ受入/可（事前連絡をお願いします） 

■高卒採用の求人数（R3：０人，R2：１人，R 元：１人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市金成大原木鶴田３７－２ 

■勤務地/栗原市金成 

■ＵＲＬ/http://www.aoi-inc.com/ 

■問合せ/０２２８－４２－１２６７（担当：鈴木） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちの会社は、精密金型の製作と、その金型

を使っての製品の大量生産をしています。 

ものづくりが好きな、やる気のある社員を求め

ています。先輩に、あるときはいろいろ教えても

らい、またあるときは共に学びながら、一緒にも

のづくりの喜びを味わいましょう！ 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.aoi-inc.com/


 

１９ 

株式会社 宮城化成 プラスチック製品製造業 

 

何をしている会社なの？  

私たちの会社では、強化プラスチック製の車のボディやバンパーを

作っています。例えば、右の写真は光岡自動車のビュートという車で

すが、この車のフロントボディやボンネットは私たちが作っていま

す。強化プラスチックは軽量で強度があるので、今後普及が見込まれ

る電気自動車のボディなどには最適です。 

私たちが作っている製品は、お客様が目にする場所に取り付くもの

が多いので、外観の品質が大変厳しくなっています。私たちは、一つ

一つに丁寧に心をこめ、ものづくりを行っています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 強化プラスチック製品は、下の写真のような工程で作られます。工程の一つ一つが、手作業で行っ

ている部分が多く、技能を要する仕事となります。新入社員の場合は最初に、②の、材料を塗り重ね

成形（積層）していく工程、具体的には、ガラス繊維と樹脂を使って製品を形づくる作業に配属され

ることが多いです。 

 作業工程は、全工程をできるようになってもらうために、定期的に異動します。どの工程も、最初

は先輩社員と一緒に作業を行い、技能を習得していきます。全工程ができるようになったら、強化プ

ラスチック成形技能士の試験合格を目指します。 

①       ②       ③       ④      ⑤       ⑥ 

     

 

 

 

 
型に塗料樹脂 材料を塗り重ね  型から抜く  不要部分の除去   組立て    仕上げ 

を塗る    成形（積層）          （トリミング） （アセンブリ） 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

三浦久人さん（入社４年目／一迫商業高校出身） 
 私はＨＬ※製造１グループに所
属し、車のスポイラー（フロンバ
ンパーやリアバンパー等）を仕上
げる仕事をしています。私は一つ
一つの製品を丁寧に仕上げ、お客
様に良い製品が届くよう品質に気をつけています。
今は作業手順をしっかりと覚え、作業時間の短縮を
心掛けています。 
 ※ ハンドレーアップ。積層などの工程を手で行う場合を

指します。 

Ｑ．上司や先輩からどんな助言や指導を受けて
いますか？ 

Ａ．スポイラーにはいろいろな形の製品があ
り、まだ技能が足りない私は毎日苦労してい
ます。分からないところがあれば、グループ
リーダーや先輩方に質問し、それに対して皆
さん優しく丁寧に教えてくれます。おかげで
だんだんと技能が身に付きレベルアップで
きています。 

 

福利厚生はどう？ 

・勤務時間：８：２０～１７：２０（日勤のみ）  

・休  日：年間休日１０５日（年末年始、お盆、ＧＷなどは連続して休めるようにしています。） 

・親 睦 会：社員同士の親睦を深めるため、親和会という会を作り、レクリエーション、旅行、忘年    

会や花見など各種イベントを行っています。 

・資格取得：スキルアップのための技能検定、資格試験、外部研修会などの費用を補助します。 
 

■従業員数※/４６人（正社員３９人、パート７人） 

■インターンシップ受入/可（御連絡ください） 

■高卒採用の求人数（R3：２人，R2：３人，R 元：３人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市一迫北沢半金沢１８－３ 

■勤務地/栗原市一迫 

■ＵＲＬ/http://www.miyagi-kasei.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－５２―３９３１（担当：小山） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
ものづくりが好きな方、技能を身に付けたい方

は大歓迎です。専門的知識や技能は、入社してか
ら先輩社員の指導のもと身に付けることができ
ますので、心配はいりません。 
私たちは、強化プラスチック成形メーカーの中

でも国内トップクラスの技能と品質を持った技
能集団です。 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.miyagi-kasei.co.jp/


 

２０ 

株式会社 コマテック ゴム製品製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちは、建設機械・農業機械に使われるフロアマットや、幼稚園・学

校・公園などの公共施設に使われるゴムチップ製床材の製造販売をしてお

ります。 

フロアマットは、建設機械や農業機械など、働く機械の足元を支える商
品で世界各国で使われています。また、ゴムチップ製床材は、主に遊具回
りに使われており、転倒した際の衝撃を和らげるものや競技場などの人工
芝の下に敷き、足への負担を軽減してくれるものです。 

 
 
 

 
 

 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

製品はプレス成型で作ります。具体的には、①ゴム生地の準備 ⇒ ②離型剤（型から離れやすくす

る薬剤）を塗る ⇒ ③材料を入れる ⇒ ④圧力をかけ成形 ⇒ ⑤仕上げ の手順を踏みます。 

 入社するとまず、①から④の作業を通して行ってもらうことになります。製品の形を決める大事な
作業ですが、覚えられるまで先輩が丁寧に指導を行います。ベテランになれば⑤に携わることも。 

   

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

千葉智弘さん（入社６年目／迫桜高校出身） 

 私は、ゴム製品をプレス機で成形する仕事を

しています。初めは私でもできるのかと不安で

したが、先輩たちの指導もあり効率良く作業で

きるようになりました。自分が作った製品が誰

かの役に立っていると考えるとやりがいを感じ

ます。 

Q．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

A．最初は何もわからず戸

惑うと思いますが、先輩

たちがきっと力になっ

てくれるので頑張って

ください。          

   
 

福利厚生はどう？ 

・勤務時間：８：００～１７：００（日勤）、２０：００～５：００（夜勤）／１週間交代 

・休  日：年間休日１１０日（ＧＷ、お盆休み、年末年始は連続しての休暇があります） 

      週休２日（土曜、日曜）  ＊当社独自カレンダー有 

・保  険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険  

・社 員 食：会社からの一部補助があります。 

・そ の 他：労働組合 有 （労働諸条件など労使で協議して決定しています。） 

      退職金制度、慶弔見舞制度、介護・育児休暇制度、メモリアル休暇制度 
 

■従業員数※/３６人（正社員２２人、契約社員１４人） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：３人，R2：３人，R 元：３人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市栗駒稲屋敷沼田１５ 

■勤務地/栗原市栗駒 

■ＵＲＬ/https://www.komatec.jp/ 

■問合せ/０２２８－４５－２４５６（担当：三塚） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、建設機械、農業機械、ゴムチップ製床材

など業種にとらわれずさまざまな製品を生産してお
ります。 
私たちは製品のリサイクルを推進し環境に配慮し

ながら、ものづくりを通して社会貢献していきます。
また、転勤がなく家族のもとから安心して通うこと
ができます。 
ものづくりに興味のある方、元気とやる気のある

方、一緒に働いてみませんか。 
※Ｒ４．１０．１時点 

https://www.komatec.jp/


 

２１ 

筑波ダイカスト工業 株式会社 宮城工場 非鉄金属製造業 

 

何をしている会社なの？  

 私たちの会社名にある「ダイカスト」とは、溶かした合金を精密

に作った金型に注入し、瞬時に圧力をかけて成形する、生産性の高

い鋳造
ちゅうぞう

方法のことをいい、私たちは、国内３工場（埼玉・岩手・宮

城）にて、アルミニウムやマグネシウム合金などを使ったダイカス

ト製品を、金型の設計・製作から、鋳造、機械加工、表面処理、塗

装、組立てまで一貫して生産しています。また、ベトナムにも３つ

の工場があり、国内とほぼ同様の生産を行っています。 

 宮城工場では、１００～１，２５０トンのダイカストマシンを使

い、マグネシウム製の超薄肉のパソコン部品、業務用のビデオカメ

ラ部品、車載機器などの製品を生産しています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 
 
例えば、カーナビゲーションの筐体

きょうたい

（機械や電気機器などが入っている外側の部分）を作るには、

次の工程があります。新入社員がこの工程に配属された場合、男性は①工程でマグネシウム（Mg）製

造工程を行うことが多いです。また、女性は②や⑥の検査工程を主に行っております。 

 

①Mg 部品製造     ②一次検査     ③不要部分の     ④機械加工     ⑤表面処理&塗装       ⑥出荷検査 

                   除去・研磨 

 

 

 

 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

工藤鮎夢さん（入社４年目／迫桜高校出身） 

私は、電動自転車のモーターカバーを、マグネシ

ウムで鋳造しています。 

ダイカストマシンに鋳造金型を取り付けて、生産

段取りからダイカスト品

の品質確認まで１人で行

っております。 

生産の方は、３交替体制

でものづくりをしていま

す。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？ 

Ａ．特に安全関係は、先輩から丁寧に指導を受け

ております。人間関係は風通しの良いアット

ホームな雰囲気で、楽しく仕事ができていま

す。これから、先輩たちがダイカスト技能検定

１級又は２級の資格を取得しているので、私

も取得できるよう、準備をしているところで

す。ものづくりが好きなので日夜頑張りたい

と思います。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 基本的には土日休みで、工場の方は３交替勤務となっていますが、土日出勤する場合は、シフト

を組んで休みが取れるようにしてあります。 

・ ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始の連続しての休暇があります。 

・ インフルエンザの予防接種等は、会社の方で費用を全額負担しています。 

・ 毎年、会社の慰安旅行又は忘年会等を実施しています。（2020年度よりコロナ対策の為未実施） 
 

■従業員数※/132.5 人（正社員７9 人、嘱託 9 人、 

パート１人、技能実習生 7 人、派遣社員３６．５人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：5 人，R2：5 人，R 元：5 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市金成沢辺前門沢１２７－２ 

■勤務地/栗原市金成 

■ＵＲＬ/http://www.tsukuba-dc.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－４２―３９１１（担当：柵木
ま せ き

） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちのものづくりの先には、お客様の満足

があります。 

お客様の要求・満足にお応えするために、国内

外で常に新しい技術の開発に努めております。 

ものづくりに興味のある方、お客様が求める

高品質の製品を、一緒に作りませんか。 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.tsukuba-dc.co.jp/


 

２２ 

細倉金属鉱業 株式会社 非鉄金属製造業 

 

何をしている会社なの？  

【会社全景】 

当社は、三菱マテリアル株式会社のグループ会社で、大きく分け
て２つの事業を行っています。 
１つ目は、非鉄金属の製造です。例えば、自動車や産業用（工場

設備等）の使用済みバッテリー等から鉛を取り出し、電気鉛や鉛合
金の生産を行い、また、銅や貴金属を製錬したときに発生する物質
から金・銀を回収する事業などを行っています。 
２つ目は、旧細倉鉱山の管理です。旧鉱山から湧き出る水は、重

金属が含まれているため、１つ目の事業で出る廃水と一緒に、きれ
いな水に処理する坑廃水処理を行っています。 
他にも、水力発電所３か所、浄水場１か所を所有しており、その

維持管理をしています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

鉛の製造工程を御紹介します。①使用済みの鉛バッテリーから、鉛が含まれている電極を取り出し、

溶鉱炉に投入します。②熔鉱炉で粗鉛をつくります。③鉛の品質を高めるため、電気分解を行い純度

９９．９９％に上げます。④ ③の鉛を型に入れ完成。⑤完成品をチェックし出荷となります。 

①巣
す

鉛
なまり

の挿入  ②粗鉛の取り出し   ③電解工程   ④電気鉛の完成品 ⑤品質チェック 

 

 

 

 

 

 鉛製造、坑廃水処理場等の監視業務は、 

交替制の２４時間体制で操業しています。 

 また、日々安全操業を行うため、設備の 

 メンテナンスを行う社員も働いています。 
 

坑廃水処理場管理 電気・機械設備のメンテナンス作業 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

二階堂勝也さん（入社６年目／迫桜高校出身） 

私は、電気鉛の製造工程で仕事をしています。 
身体を使う仕事なので大変なときもあります
が、純度の高い電気鉛を製造することに誇りを
持ち、日々仕事に励んでいます。 
先輩からの指導を受けながら、クレーンやフ
ォークリフトの資格も取得し、現在では、クレ
ーン運転を任されるようになりました。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

A．入社当時は覚えることがたくさんあり大変でし

たが、自分の努力が確実に

身に付いていることが実感

でき、とてもやりがいのあ

る仕事です。ぜひ、私と一緒

に仕事をしてみませんか？ 
 

福利厚生はどう？ 

・各種休暇：有給休暇（入社時に社内規定に従って付与・４月入社の場合は１０日付与、最大２１日、 

２０２１年の取得率は９２．４％！）、忌引休暇、結婚休暇 等 

・財形貯蓄・三菱マテリアル（株）持株会 

・健康保険：インフルエンザ予防接種補助、家庭常備薬斡旋
あっせん

（安価） 

・自己啓発支援：各種資格取得、研修費用補助、資格取得に対し、奨励金を支給 
 

■従業員数※/１５２人（正社員１３６人、パート他１６人） 

■インターンシップ受入/可（御連絡ください） 

■高卒採用の求人数（R3：１人，R2：２人，R 元：０人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市鶯沢南郷荒町４８ 

■勤務地/栗原市鴬沢 

■ＵＲＬ/http://www.hosokura.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－５５－３１４３（担当：舟山） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
当社は、多種多様な事業を行っていますが、入

社後に必要な教育や研修を行い、公的資格も取得
できますので専門知識がなくても大丈夫です。 
当社は、長年培ってきたリサイクル技術を駆使

し、これからも循環型社会に貢献していきます。 
皆さんも、ものづくりを通して社会に貢献して

みませんか。 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.hosokura.co.jp/


 

２３ 

三晃工業 株式会社 金属製品製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

ビルや工場の空調装置や生産設備を動かす配管を加工しています。 

３Ｄ-ＣＡＤ（コンピューターで３Ｄ図面を描くシステム）を活用

して、ロボットを使って配管の溶接を行っており、他社にない技術で

製品を作っています。 

更に、細やかな作業は技術者が人の手で行うことで、より高い品質

と高い精度の製品を生産しています。 

また、配管加工技術と私たちが持つ独自設計の力を駆使して、オー

ダーメイドの溶接加工製品を作ることもできます。 

材料を加工して、お客様の要望を“そのままカタチ”にできる会社

です。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

① 配管加工    ：金属金物製作（サポート部材）、樹脂配管の加工を行います。 

② 工作物の設計  ：３Ｄ-ＣＡＤを利用して加工図を作成し製作します。 

③ 装置の設計   ：養殖等の生き物を扱う飼育用設備を設計・製作します。 

④ ポンプユニット装置の設計 ：ビル等に設置する運転供給装置の設計・製作をします。 

⑤ 装置の制御設計（電気制御）：各種バルブの動作を制御・管理運転するプログラムを作成します。 

⑥ 装置の見積り、管理業務、経理事務業務 

 

希望する職種によりますが、会社に入るとまず、製作現場の加工の補助作業から覚えてもらうこと

になります。 

①の作業及びＣＡＤは、全員が社内研修を受け、図面を読む力を身に付けてもらいます。 

その後、溶接技術と加工技術の習得を、先輩に指導を受けながら行います。 

 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

渡邉貴也さん（入社４年目／岩ケ崎高校出身） 

 私は架台製作などの仕事をしています。鋼

材加工から溶接、塗装までの一連の作業をこ

なしています。どの工程にも、難しい部分が

ありますが、とてもやりがいのある仕事だと

実感しています。 

今後も、より高品質な製品を作れるように

先輩方のアドバイスを活かし、積極的に資格

習得に努め日々成長していきたいです。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうですか？ 

Ａ．初めてする作業の時は、マンツーマンで指導者

が付いて丁寧に教えてもらっています。時には注

意を受けることもありますが、社内の雰囲気は明

るく、優しい人が多いので、旅行や飲み会への参

加率も高く、笑顔のあふれる楽しい会社です。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 休日は、土曜日、日曜日、祝日、及び年末年始、お盆休み、リフレッシュ休暇です。 

・ 親睦会行事としては、新年会、ＢＢＱ、芋煮会、忘年会、慰安旅行などがあり、コミュニケーシ

ョンを取り、リフレッシュできる行事が多くあります。 

・ スキルアップのための技能講習、資格試験の費用は、会社が全額負担します。資格を取った場合

は、給与に反映・考慮されます。 
 

■従業員数※/９人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：1 人，R 元：1 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市若柳字大林西千刈３３－７ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/http://www.sankokogyo.com/ 

■問合せ/０２２８－３２－７７７８（担当：千葉） 

会 社 か ら の メ ッ セ ― ジ ！ 
 
私たちは、製品加工を行う製造職（溶接加工）、

製品設計管理を行う設計管理要員（ＣＡＤ技術

職）を特に募集しています。 

向上心を持った、やる気のある人、歓迎いたし

ます。 

※Ｒ４．１０．１時点  

http://www.sankokogyo.com/


 

２４ 

株式会社 チューオー 若柳工場 金属製品製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

＜事務棟・工場外観＞ 

私たちは、住宅の屋根・壁に使用される外装

材「サイディング」のうち、金属を原材料とす

る「金属サイディング」の開発・製造を行って 

います。 

窯業
ようぎょう

系サイディング※業界のトップシェア、 

ニチハ株式会社（東証一部上場）のグループ企業でもある私たちは、

金属サイディングの分野では、日本では先駆け的な存在です。 

目指すは業界 No.１企業！！ 

※ サイディングには、金属以外の原材料（セメントやガラスなど）を使

うものがあり、これを「窯業系サイディング」と言います。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 金属サイディングは下記の工程で生産します。１ラインは５人が担当し、①鉄板の供給部に１人、

③ウレタン液の注入部に１人、⑤梱包部に３人の配置で生産を行っています（②と④の作業は完全に

機械化しています。）。 

新入社員は⑤梱包部での梱包作業から仕事を覚えてもらいます。その後、経験を積みながら①鉄板

の供給部及び③ウレタン液の注入部の仕事へとステップアップしていきます。 
 

①        ②        ③        ④       ⑤ 

 

  

 

 

鉄板の供給   成形機による成形  ウレタン液の注入   製品の切断    製品の梱包 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

T・T さん（入社２年目／大崎中央高校出身） 

私は、壁の外装材を作るラインで、製品の梱包作

業を行っています。まだまだ、

たくさんの仕事を覚える必要

がありますが、先輩からしっ

かりと指導を受けることがで

きるので不安はありません。

日々、１人前になれるよう頑

張っています。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？ 

Ａ．入社後は、わからないことばかりで戸惑いも

ありましたが、先輩方が声をかけてくれたの

ですぐに職場に慣れることができました。分

からないことがあったときもすぐに質問でき

る環境なので助かっています。 

 

 

福利厚生はどう？ 

・勤務時間 ： ８：３０～１７：３０ 

・休  日 ： 週休２日制（土曜、日曜、祝日）、１２０日／年間 

・保  険 ： 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

・福利厚生 ： ニチハグループ共済会（慶弔金、保養施設） 
 

 

■従業員数※/３２人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：２人，R2：２人，R 元：２人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市若柳字川北荒町前１－６ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/http://chu-o.com/ 

■問合せ/０２２８－３２－３８１１（担当：小野寺） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
当社では、一つのことに打ち込める人・健康管

理がしっかりとできる人を求めています。 

社内は風通しが良く、財務内容も良好で堅実な

社風の会社です。やる気のある方であればどなた

でも大歓迎です。なお、業務に必要な資格は入社

後に会社が費用を負担し取得していただきます

ので、応募時は特に必要ありません。 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://chu-o.com/


 

２５ 

株式会社 成田製作所 宮城工場 金属製品製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

 最近、新聞やテレビなどで人手不足の話題がよく取り上げられて

います。ものづくりの世界では、この問題に対応するため「自動機」

を導入しているケースがあります。 

 「自動機」とは、今まで人がしていた作業を人の代わりに行う機

械で、導入により、今までその作業をしていた人が別な仕事、人の

手や目がどうしても必要な仕事を担当できるようになります。 

 「自動機」は多くの部品からできていますが、このうち、医療・

電子部品・半導体分野などで使われている金属製部品を設計・加工

するのが、私たちの主な仕事です。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

自動機の部品を作る私たちは、「自動機」を使わずものづくりをしていま

す。仕事は、大きく言うとこのようなものがあります： 

① 仕入れた金属の塊を、設計どおりの形になるよう、切ったり削っ 

たり、穴を開ける 

② 表面を磨く 

③ 注文どおりにできているか検査し、合格したものを出荷する 
 

ただ、私たちが作っている部品は大きさ・重さ・形・穴や溝
みぞ

の有無などが全て違うため、例えば①

の「切る」「削る」についても、旋盤やフライス（金属を切削する機械）を操作しながら手で行う場

合、装置にプログラムを入力して機械にやってもらう場合などさまざまです。 

 それぞれの作業にはコツが必要ですが、入社後にしっかりと研修をします

ので、ものづくりに興味があれば上達は容易です。 

 また、設計、プログラミングや検査については、男性はもちろん、女性で

も活躍できます。プログラミングは、どのように入力すれば正確に効率良く

材料を削れるか考えながら組むのが腕の見せどころです。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

佐々木大輔さん（入社７年目／米谷工業高校※出身） 

 入社してすぐは、基本的な旋盤で、比較的形が単

純な金属の加工をしましたが、現在ではより複雑な

加工ができるコンピュータ制御の旋盤や、ボール盤

（穴を開ける機械）を任されています。自分が狙っ

た寸法に加工できたときや、仕上げが綺麗にできた

ときは、特に面白さを感じます。 

 ※現登米総合産業高校 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージ

は？ 

Ａ．私は工業高校出身ですが、入社して普通高

校でも工業高校でもスタートラインは同じ

だと感じました。 

大切なのは、仕事への興味を持ち、悪戦苦

闘してもいいので、まずは１年２年と働き続

けてみることです。月を重ねるごとに、周り

の見え方も変わってきますよ！ 
 

福利厚生はどう？ 

・ 休日は会社カレンダーで決めていますが、日曜祝日はお休みです。また、GW、お盆、年末年始

は長期の連休になります。 

・ 工場内の温度を常に一定にしています。夏は涼しく、冬は暖かい中で仕事ができますよ。 

・ 不定期ではありますが、社員同士での懇親会あり。参加は自由です！ 
 

■従業員数※/５1 人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/御相談ください 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：2 人，R 元：0 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市高清水忽滑沢３５－２２ 

■勤務地/栗原市高清水 

■ＵＲＬ/http://www.narita-works.com/ 

■問合せ/０２２８－５８―３１２７（担当：兵藤） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちの作る部品は、皆さんの目に触れることは

ありませんが、これからの日本のものづくりを支え

る力になっていると自負しています。 

私たちはチームでものづくりをしています。チ 

ームで大切なのは「報
ほう

・連
れん

・相
そう

」、その意識を持っ 

ていただける方ならどなたでも大歓迎です。 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.narita-works.com/


 

２６ 

モリタ宮田工業 株式会社 栗原工場 はん用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

 

 

 

 

【アルテシモⅡ（MEA10B）】 

“みやぎ優れ MONO・認定“ 

私たちは、消火器や消火設備を作っている会社です。特に消火器は、

赤い色が目立つこともあり、見かける機会も多いと思います。▶消火器

は、粉末薬剤で消火する従来からの製品から、お酢を主成分にした消火

薬剤を使った身体と環境に優しい開発製品など、用途に応じたさまざ

まなタイプの消火器を作っています。▶また、消火設備は、火をいち早

く感知し自動消火を行うもので、病院やグループホームなどに設置さ

れ、火災事故の初期消火に役立っています。 

私たちは、製品を通じ、皆さんの生活の安全・安心を守るという強い

責任と誇りを持って仕事をしています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 消火器は、①原料のアルミをボトル型に成型、②洗浄、③塗装、④消火薬剤の充てん、⑤圧力ゲー

ジの取付け、⑥ガスの充てん、⑦ラベル貼り、⑧レバー・ホースの取付け、で完成となりますが、作

業はほぼ自社で企画した機械設備で行っています。 

各種機械設備を動かす「人」（亻＋動⇒働）の役割が重要です。キーワードは「自働化」。新入社員

の方にもオペレーターの仕事や自動化設備の開発～導入までを担当する生産技術の仕事に取り組ん

でもらっています。何だか難しそう、という方も大丈夫。私たちは人財育成に力を入れており、 

 ・指導員（メンター）制度……先輩が１人付いて、マンツーマンによる相談・指導 

 ・他工場（神奈川県）や外部機関などで行われる、技術研修や講習会への積極的な派遣 

などのようなスキルアップの機会を数多く設けています。 

 また、キャリアを積んでいくと検査担当になることもあります。消火器は国家検定を受け合格しな

ければ製品として出荷できません。多くの厳しい検査基準をクリアする必要があり、製品の構造を知

る熟練社員の目が光ります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

及川美沙さん（入社９年目／登米高校出身） 

 私は、築館の東北職業能力開発大学校卒業後

にこの会社に入社し、現在は生産設備の開発や

立ち上げ、メンテナンスなどを担当していま

す。現場の皆さんが安全に作業できる環境を整

えることが私の役割です。これからも、機械の

知識を身に付け、スキルアップを図っていきた

いです。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうですか？ 

Ａ．入社時は、先輩が年が離れている方ばかりだった

ので、人見知りな私は途方に暮れていましたが、消

極的になってはいけない！と、先輩がお昼を食べ

ている中に自分から入って

いくなどコミュニケーショ

ンを取りました。今では良

い雰囲気の中で仕事ができ

ています。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 土日以外に、年末年始・ＧＷ・お盆に１週間程度のお休みがあります（休日年間１２５日）。 

・ 社員のスキルアップを支援するため、入社１年目・３年目・５年目に研修を行っており、それぞ

れの段階に合ったキャリア形成やコミュニケーション力向上が図れます。 

・ １食当たり２５０円の食事手当やインフルエンザの予防接種などの一部補助も行っています。 
 

■従業員数※/１１０人（栗原工場） 

（正社員 35 人、パート等 75 人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R３:０人、R２:2 人、R 元:０人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市志波姫南郷蓬田西３－２ 

■勤務地/栗原市志波姫 

■ＵＲＬ/https://www.moritamiyata.com/ 

■問合せ/０２２８－２５―２１１１（担当：野島） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
栗原市には第１工場（１９７２年創業）と第２工

場（２０１３年創業）があり、蓄圧式消火器『アル

テシモ』を部品製作から消火器完成まで一貫生産す

る弊社の主力工場になっています。 

「消火器生産日本一」なのが私たちの誇りです。 

これからも全員の創意工夫で“東北 ｍａｄｅ”の

「ものづくり」にトライしていきたいと考えていま

す。「一緒にお仕事してみませんか。」 
※Ｒ４．１０．１時点 

https://www.moritamiyata.com/


 

２７ 

株式会社 ＤＧテクノロジーズ 栗原工場 生産用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

初めまして！私たちＤＧテクノロジーズは、半導体製造装置用の消耗

部品を作っている会社です。茨城県に本社があり、２０２１年６月から

は栗原工場（栗原市若柳）でも生産活動を始めました。 

半導体は、電子部品、トランジスタや回路を指し、スマホやパソコン、

ゲーム機などの重要な部分に使用されています。そのため、半導体製造

装置用の消耗部品を作るときも、温度管理やゴミなどに細心の注意が必

要になります。主に石英ガラスとシリコンを使用して、半導体製造に近

い環境で消耗部品を作り、国内外にお届けしているのが私たちです。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

右の写真が私たちの製品です。大きさは直径３０～４０センチほどの円形で、半導体製造装置の

中にはいろいろな形状の部品がたくさん組み込まれています。 

この「円形の消耗部品」を作るために、私たちは以下のような作業をします。 

（１）材料の厚さを調整する 

（２）機械を使って石英ガラス・シリコンを削り、形状を加工する 

（３）削り出し、研磨が終わったものを洗浄する 

（４）寸法が合っているか，傷が付いていないかを装置や目視で検査する 

（５）クリーンルーム（ゴミが入らないようにした部屋）で洗浄する 

入社後は（１）～（５）を経験してもらった上で、どの仕事を担当してもらうかを決定します。 

 

 

 

 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

 今回は、本社の若手社員を御紹介します！  

Ｎ・Ｋさん 

（入社２年目／茨城県立鉾田第一高校出身） 

 製品の外観検査をしています。まだ覚えること

がたくさんありますが、社会人として責任を持

ち、仕事に取り組みたいです。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰  

囲気はどうですか？ 

Ａ．上司や先輩方がとても話し

やすく、分からないことがあ

っても相談しやすいです。 

Ｓ・Ｉさん 

（入社４年目／茨城県立波崎高等学校出身） 

 製品の研磨加工をしています。きれいに加工で

きると達成感が得られるのが魅力です。 

Ｑ．これから就職をする高校生

へのメッセージは？ 

Ａ．仕事は、一人一人が協力す

る気持ちを持って取り組む

ものです。信頼される社会人

になれるよう、一緒に頑張ろう！ 
 

福利厚生はどう？ 

・ 年間休日が１２０日あります。 

・ 有給休暇の取得率は６５％、平均すると年間１人当たり約１２日有給休暇を取得しています。 

・ 健康診断だけでなく、ストレスチェックや産業医の健康相談など、職場の健康づくりに取り組ん

でいます。 

・ 工場内は温度が一定に保たれているため、夏冬問わず、快適に仕事をすることができます。 
 

■従業員数※/１７人（正社員８人、パート等９人） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：３人，R2：０人，R 元：０人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市若柳武鎗字花水前１－１ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/https://dg-tec.jp/ 

■問合せ/０４７９－４０－１６６６（担当：石川、松本） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
半導体は、私たちが便利に生活するために、今

や欠かせないものになりました。パソコンやタ

ブレット、スマートフォンだけでなく、テレビや

冷蔵庫をはじめとした電化製品や自動車など、

さまざまな場面で使われています。たくさんの

人の便利で快適な生活に繋がる仕事です。私た

ちと一緒に働きませんか。 
※Ｒ４．１０．１時点 

https://dg-tec.jp/


 

２８ 

株式会社 小松製作所 仙台工場 業務用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

私たちは、気象観測機器の製造・販売を行っている会社です。気象観

測機器といってもイメージが難しいと思いますが、よくお天気ニュー

スで、「昨日の雨量は○○mm でした。」や、「最大瞬間風速は○○m/s

でした。」と耳にすると思います。私たちは、その雨を測る雨量計や、

風を測る風向風速計をはじめとした製品を作っています。 

風が強くなってきたり、雨がたくさん降ってきたり、気温が下がって

きたりなど気象状況の変化を観測し、注意を促すことにより安全な暮

らしができるよう、私たちの製品はさまざまな場所で活躍しています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 仙台工場では、主に、風向風速計・雨量計を製作しています。 

私たちの製造現場はライン作業ではなく、作業者それぞれが製品の組立て・加工・調整を行ってい

ます。製造の一部分だけでなく、作業全体に関わるため、製品や製造に関する総合的なスキルも身に

付きます。また、製造を行うだけでなく、東京本社（東京都目黒区）と連絡を取り合い、製品の納期

の確認や納期の調整、さまざまな問題解決のための打合せなども行います。 

 

 

 

 

 

 

       

風車型の風向風速計   転倒ます型※の雨量計組立て  転倒ます型雨量計の調整 
 

※機械の中に”シーソー”があり、雨が溜まってシーソーが交互に傾く回数で雨量を測ります。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

C・K さん（入社４年目／古川工業高校出身） 

 現在は、風向風速計の指示器（メーター）の製

造（部品組込み・配線）を行っています。最初は、

難しい部分もありましたが、今 

では一人で指示器の製造ができ 

るようになり、上達を実感でき 

ます。今後はミスなく効率良く 

製造できるよう心掛けています。 

Ｑ．上司や先輩からどんな助言や指導を受けていま

すか？  

Ａ．今の作業では、部品の扱いや配線の取り回しな

ど、気を遣う部分も多いですが、そのような気を

付けるべき点は、先輩がいつも分かりやすく教え

てくれるので楽しさを持って仕事に就けていま

す。また、自ら質問することで日々のスキルアッ

プを実感しています。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 就業時間は８：３０～１７：００で、土日祝日は休みです。 

・ ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始休み等も、全社一斉休暇で、連続した休暇を設定して

います。 

・ インフルエンザの予防接種を受けた場合、その費用を一部補助しています。 

・ 個人旅行の宿泊代を一部補助しています。 
 

■従業員数※/8 人（正社員 5 人、パート等 3 人） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：1 人，R 元：０人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市瀬峰上沢田１０３ 

■勤務地/栗原市瀬峰 

■ＵＲＬ/http://www.komatsuins.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－３８－３０００（担当：髙橋） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちの製品は、一般的にはなかなか目に触れ

るものではありませんが、実は私たちの生活を支

えているものです。仕事は入社後に先輩から丁寧

に教わることができます。 

ものを作ったり、組み立てたりすることに興味

がある方、気象に興味のある方、明るく元気な方、

ぜひ、私たちの仕事に興味を持っていただければ

嬉しく思います。 
※Ｒ４．１０．１時点 

 

http://www.komatsuins.co.jp/


 

２９ 

株式会社 宮城光学 業務用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちはプリズムやレンズ、平面ガラスを製造しています。プ

リズムは、左の写真のようなガラスでできた多面体です。私たち

のプリズムは主に視力検査機器や内視鏡に使われています。プリ

ズムは、光を正確に屈折・反射させることで、正しい画像やデー

タなどを伝える役割を果たしています。 

また、平面ガラスはスマートフォンのスクリーンガラスなどに

使われています。落としても壊れにくく丈夫なのが、私たちの製

品の特徴です。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 例えば、皆さんに身近なスマートフォンのスクリーンガラスは、次のように作ります。 

  ① 材料となるガラスを機械にセットする 

② 注文を受けたサイズや精度などに合わせてガラスを削り、磨く 

③ 一つ一つ機械や自分の目で見て検査をし、合格したものを出荷する 

 ②のうち「削る」「磨く」作業は機械がやってくれますが、①と③、それから②で、サイズや精度の

データを入力する作業は人の手で行います。 

 これらの作業は、最終的には一人で行うことができるようになります。 

 

 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

後藤純一さん（入社１５年目／小牛田農林高校出身） 

 私は、上で御紹介した一連の仕事を全て一人でこ

なしています。高校生の皆さんから見ると大分ベテ

ランの域に入りますが、

今より高精度の製品を作

りたい、周囲と協力しも

っとたくさんの仕事をこ

なせるようになりたいな

ど、思いは尽きません。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージ

は？ 

Ａ．自分がどんな仕事をしたいのかをしっかり

考えた上で就職先を選びましょう。 

  また、仕事の面白さややりがいは、仕事で

試行錯誤している中で初めて見つけられる

ものです。私も、作り方や精度の出し方を考

え、一つの製品ができあがったときに、この

仕事の魅力を感じました。ここと決めた職場

で頑張ってみることが大切です。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 休日は、取引先に合わせて年ごとに決めていますが、日曜日は必ずお休みです。 

・ お盆や年末年始は長く休めるようにしています。 

・ 健康診断を年１回実施しています。有機溶剤を使う社員は、これに加えて年２回の健康診断を行

っています。 
 

■従業員数※/１７人（正社員１６人、パート１人） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：３人，R2：３人，R 元：３人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市瀬峰清水山２２ 

■勤務地/栗原市瀬峰 

■ＵＲＬ/https://miyagikougaku.jimdofree.com/ 

■問合せ/０２２８－３８―３６２１（担当：山田） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、１９７６年に創業して以来、ずっと

この地でものづくりを行ってきました。長年培っ

たノウハウを使い、時代のニーズに合った製品を

今も作り続けています。 

物理などの知識は必要ありません。「目」に自信

がある方、ものづくりに興味があり、私たちと一

緒に元気に働いてくださる方を求めています。 
※Ｒ４．１０．１時点  

https://miyagikougaku.jimdofree.com/


 

３０ 

イワサキ通信工業 株式会社 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちは、いろいろな機器に使われているケーブルを、オーダーメイド

で作っています。ケーブルは、電気を使うところには必ず使用されている、

重要な電子部品です。 

例えば、病院で使われている内視鏡、スマートフォンやパソコンなどの

半導体を検査する装置、それらの半導体を製造する装置、自動車や建設機

械。また、スーパーコンピューター“京”のケーブルは全て、私たちが生

産しました。さまざまな電子部品に、私たちの製品が使われています。 

 

会社にはどんな仕事があるの？ 

ケーブルの製造の仕方は次のとおりです。新入社員の方にも、まずこの作業をしていただきます。 

（１）長い状態で納品されたケーブルを、指定された長さにカットします。 

（２）（１）を、レーザー光線などを使い、ビニールの部分をカットし、中の導線をむき出します。 

（３）むき出した導線をコネクター（機器などを繋ぐ部品）に、はんだ付けを行って取り付けます。 

（４）カバーなどを組み立てた後、電気検査、外観検査を行い完成となります。   
ケーブルの太さは、髪の毛よりも細いものから、手首くらいの太さのものま

であります。左の写真は、カメラやディスプレイなどに使用されているケーブ

ルです。中央の黒い棒は、0.5mm のシャープペンの芯です。細いですよね！ 

 

 また、製造のほかにも、営業部門（お客様を訪問し仕事の打合せを行う）、資材部門（材料の購入）、

生産管理部門、品質管理部門（常に良いものが作られているかなどを検査）、技術部門（生産に必要な

機械などの設計製作）、総務部門（事務）など、毎日各部門が協力し合って仕事を行っています。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

三浦彩花さん（入社 3 年目／迫桜高校出身） 

 私は、内視鏡のカメラケーブルの製造を主に行っ

ています。とても細い線なので丁寧に扱わないとす

ぐに切れてしまいます。病院で使われ人命に関わる

ことがあるので品質

第一で仕事をしてい

ます。やりがいのあ

る楽しく綺麗な職場

です。制服がかわい

いのでとてもお気に

入りです。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？ 

Ａ．たくさんの先輩方と一緒に仕事ができて、分

からないところやポイントなどを的確に優し

く指導してくれます。休憩時間はいろいろな

話をして楽しくゆっ

くりと過ごしていま

す。特に年数回ある懇

親会は余興などがあ

るそうで楽しみにし

ています。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 会社にて決められたカレンダーどおりに出勤しています。ほとんどの土日は休日です。 

・ ゴールデンウィーク・お盆・年末年始は大型連休になっています。 

・ 春・夏そして年末に全員参加の懇親会が盛大に開催されます。 

・ 毎年約 2 か月間を費やして各作業のセミナーが行われます。これを受けると作業の基本が身に付

き、さまざまな仕事が分かるようになっていきます。 
 

■従業員数※/９9 人（正社員５7 人、パート等４2 人） 

■インターンシップ受入/可（御連絡ください） 

■高卒採用の求人数（R3：10 人,R2：5 人,R 元：10 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市志波姫南堀口５７ 

■勤務地/栗原市志波姫・栗駒、東京都品川区 

■ＵＲＬ/https://www.ici-iwasaki.com/ 

■問合せ/０２２８－２３－６８８１（担当：庭野、佐々木） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
入社時は皆さん素人です。しかし、セミナーを

受けることによりいろいろな仕事がスムーズに

できるような指導・支援体制が整っています。数

年後には、セミナーの講師を務めるほど実力を

付けている先輩方もたくさんいます。 

皆さん明るく元気な雰囲気で、とても楽しく

仕事をしていますよ。 
※Ｒ４．１０．１時点 

https://www.ici-iwasaki.com/


 

３１ 

大成エレクトロニクス 株式会社 宮城工場 
電子部品・デバイス 

・電子回路製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

 

 

 

 

私たちは、ノートパソコンやゲーム機などに接続する、アダプタ

や電源装置などを作っています。これがないと、電子機器は動作し

ないので、とても大切な製品です。 

他にも、ＬＥＤ基板・充電器やレストランの店員呼び出し用ボタ

ン、フードコートでの呼び出し装置など、私たちの生活に欠かせな

い製品を製造しています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

【製造部門】 

部品のはんだ付け・電気検査・機械での部品実装などの作業 

をしています。 

【生産管理部門】 

部品の購入や出庫など、スケジュール通りに製造部門が製品 

を生産できるように、部品の管理を行います。 

【品質保証部門】 

生産した製品が、基準どおりの品質を満たしているか確認し 

ます。 

【開発部門】 

  新製品の開発や図面作成や発行を行っています。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

トラン ティ アンダオさん 

（入社 6 年目／築館高校出身） 

 ＡＥＤに使用される基板の生産・目視検査・梱

包作業を担当しています。３００種類以上ある機

種のうち携わった機種はごく一部ですが、先輩方

に教わりながら協力し合い、出荷に間に合わせる

ことに達成感を得ています。 

Ｑ．これから就職する高校生へのメッセージは？ 

Ａ．社会人になっていろいろな壁にぶつかること

もあると思いますが、先輩が教えてくれますの

で大丈夫です。お互い頑張りましょう。 

狩野 萌々子さん 

（入社 2 年目／築館高校出身） 

ＬＥＤ直管型※防犯カメラの組立・検査工程に

携わっています。「照明一体型防犯カメラ」という

ことで、自分の組み立てた製品がお客様の元に届

き、皆さんの安全を守るお手伝いができると感

じ、とても誇りに思います。 

Ｑ．これから就職する高校生へのメッセージは？ 

Ａ．社会人になると、はじめは身体的・精神的に

疲れてしまうこともあります。不安になったら

頼ること、疲れてしまったら休むことも忘れず

に！応援しています！ 

※蛍光灯と同じ形をしたＬＥＤ照明のこと 
 

福利厚生はどう？ 

【就業時間】８：３０～１７：３０ 

【休  日】年間休日１２３日（令和３年度） 

週休２日制（年末年始・ＧＷ・お盆は、まとまった休みがあります） 

【慶弔関係】結婚祝金・出産祝金・疾病見舞金・慶弔金 等 

【休  暇】有給休暇・計画有給・特別休暇（結婚・出産・育児・忌引 等） 

【年間行事】慰安旅行や忘年会等があります。参加は自由です。 

【そ の 他】年１回健康診断を社内で実施、退職金制度あり 
 

■従業員数※/４９人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：2 人，R2：2 人，R 元：2 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市一迫真坂字清水西浦１ 

■勤務地/栗原市一迫 

■ＵＲＬ/http://www.taiseie.com/index.html 

■問合せ/０２２８－５７―７８８８（担当：高橋） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
仕事は入社してから覚えられるので、心配はい

りません。先輩たちも、与えられた仕事に責任と

誇りをもって、やりがいを感じて働いています。 

ものづくりに興味がある方、やる気がある方、

地元栗原で成長したい方、ぜひ、私たちと一緒に

日本のものづくりを盛り上げていきましょう！ 
※Ｒ４．１０．１時点  

http://www.taiseie.com/


 

３２ 

ジオマテック 株式会社 金成工場 電気機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

 皆さんが普段使っているスマートフォン。タッチパネルに触れると操

作ができるのはどうしてでしょうか？タッチパネルに触れるとき、指と

画面との間には微弱な電流が発生します。その電流をセンサーで感知す

ることで、触れた位置が分かるのです。 

このような仕組みを成り立たせるには、当社で作っている「薄膜」が

欠かせません。「薄膜」は見えないほどに薄い膜ですが、世の中のあら

ゆるモノを便利にし、くらしを支えている大切な技術なのです。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 「薄膜」を作るには、大きく分けると３つのステップがあります。①まず、膜を付けるガラスやフ

ィルムなどをきれいに洗浄します。②きれいにしたガラスやフィルムを装置にセットし、薄膜でコー

ティングします。③キズ・汚れがないかなどさまざまな検査を行い、お客様のもとへ発送します。 

「製造」部門に配属された場合には、このような業務を担当していくこととなります。 

 そのほか、製品を販売する「営業」、生産計画を管理する「生産管理」などさまざまな部署があり

ます。各部署の業務に応じて、技術、営業、事務などのスタッフが活躍しています。 

 

 

 

①基板の洗浄         ②薄膜を作成         ③検査 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

坂本昂介さん（入社 7年目／古川工業高校出身） 

 入社後、主に成膜装置（薄膜でコーティング

する装置）のオペレーター業務をしてきました。

製品の加工条件に合わせて成膜条件を決め、装

置にプログラムを設定して加工する仕事です。

難しい加工条件のときに、教わってきた知識を

使って良い製品が作れると達成感とやりがいを

感じます。しかし、特に難しい条件のときには、

まだまだ先輩方の助けが必要です。先輩のよう

に成膜に関して更に詳しくなり、「真空成膜のプ

ロ」になりたいです。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．就職する際、最初は不安でいっぱいでしたが、

先輩方に教えてもらい徐々に仕事ができるよう

になりました。「分からない点は聞く」という前

向きな気持ちで臨んでもらいたいです。 

自分もコミュニケーションは苦手な方ですが、

リーダーが定期的に相談に乗ってくれたこと、職

場の雰囲気も良かったことから、次第に自分から

発言できるようになりました。当社には、そんな

先輩が身近にいます。 

困ったことがあったときには、ぜひ気軽に相談

してみてください！ 
 

福利厚生はどう？ 

・ 入社後は新入社員研修を行い、社会人の基礎や当社について学んでいきます。 

研修後は各部署に配属され、先輩社員と一緒に業務を行いながら知識と経験を積んでいきます。 

・ 自宅からの通勤が難しいとき、転勤を伴う異動のときに入居できる寮・社宅を用意しています。 

・ 効率的な資産形成をサポートする制度があります（財形貯蓄、持株会、確定拠出年金など）。 

・ 産休・育休、子どもふれあい休暇など、家族が増えても安心して働ける制度があります。 
 

■従業員数※/２５１人 

（正社員２36 人、パート等１５人） 

■インターンシップ受入/可 

■高卒採用の求人数（R3：1 人，R2：5 人，R 元：2 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市金成金生５１ 

■勤務地/栗原市金成 

■ＵＲＬ/https://www.geomatec.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－４２―３００１（担当：千葉） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 

 「ちゃんと仕事ができるか」「知らない土地で

暮らせるか」さまざまな不安があると思います。

当社では、未経験から専門知識を身に付けられま

す。転勤のない「エリア職」という働き方もあり

ます。 

「ものづくりに興味がある」「栗原市を盛り上

げたい、地元で長く働きたい」、そんな想いをお

持ちの方、ぜひ一緒に働きましょう！ 

※Ｒ４．１０．１時点 

https://www.geomatec.co.jp/


 

３３ 

デンソー工業 株式会社 宮城工場 電気機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 
 

機械は、精密になればなるほど、「このように動け」という命令

（信号）の数が増えますが、この数に比例して、それを伝えるケー

ブルも大量に必要になります。ただ、一つの機械に大量のケーブル

が使われると、機械の中がごちゃごちゃするので、ケーブルを何本

も束ねたもの（ワイヤーハーネス）がよく使われています。 

私たちは、このワイヤーハーネスを作っています。私たちの製品

は、スマートフォンの液晶画面を作る装置や、半導体を作る装置に

使われていて、世界の産業を支える一員として活動しています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

会社には次のような仕事があります。 

【生産管理部門】製品の生産方法や工程などを管理 

【資材部門】材料の在庫を管理し、足りなければ注文の依頼 

       在庫から、作業で使う部品をセットにする。 

【製造部門】揃った部品を使って製品を作る（電線の被覆除去、接続用部品の取付け） 

【検査部門】規格どおりにできているかチェック 

  【梱包出荷部門】箱詰めして出荷 

私たちは“会社”というチームでものづくりをしており、それぞれの部門が滞りなく仕事ができる

よう、社員１人１人が責任感を持って仕事をしています。 
 

【生産管理】      【倉庫】        【製造】       【検査】 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

小田切悠衣さん（旧姓：菅原） 

 （入社 3年目/築館高等学校出身） 

お客様から受領した図面を仕様確認し、CAD 等

を用いてワイヤーハーネス用のフォーマットで

図面を描いています。 

図面は製品を作るため、検査をする為にとて

も重要なものなので、誰が見てもわかりやすい

図面を描くように心掛けています。 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．分からない事だらけで不安だと思いますが、 

先輩方が優しく指導してくれます。  

メモをするだけでなく自分なりに  

整理することが大切です。また、 

分からないことをそのままにせず、  

沢山質問をして自分のものにして  

いきましょう。         
 

福利厚生はどう？ 

・ 基本的には土日はお休みです。また、ゴールデンウイーク、お盆や年末年始は連休にしています。 

・ 残業もそれほどなく、交替制勤務もありません。 

・ ２０１８年１１月に施設の一部を新しくしました。工場内は冷暖房完備！また、ほとんどの仕事

は座って行うため、快適に作業ができます。 
 

■従業員数※/５４人（正社員４１人、パート等１３人） 

■インターンシップ受入/可（御相談ください） 

■高卒採用の求人数（R3：１人，R2：１人，R 元１人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市一迫柳目字天王下５６ 

■勤務地/栗原市一迫 

■ＵＲＬ/http://www.denso-k.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－５２―３１３５（担当：熊谷） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは若手育成に力を入れており、入社後は

先輩がマンツーマンで指導を行います。また、最

初は製造部門に配属しますが、どの仕事が向いて

いるか時間をかけて見極め、最終的に本人に適し

ている仕事に配属できるよう努めています。 

明るく元気があって、ものづくりが大好きな

方、ぜひ、私たちと一緒に働いてみませんか。 
※Ｒ4．10．１時点 

http://www.denso-k.co.jp/


 

３４ 

東北部品 株式会社 宮城本社工場 電気機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

私たち東北部品は、自動車・農業機械・建設機械のワイヤー

ハーネス（W/H）を造っています。W/H とはクルマの部品と

部品を繋ぎ、電力と信号を伝えるための電線の束で、クルマの

神経・血管とも言えます。 

矢崎グループの W/H は、日本をはじめとした世界各国の主

要自動車メーカーから高い評価を受け、現在では世界トップク

ラスのシェアを誇っています！ 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 ◆メーカー図を基にW/Hを製造するための社内図面を作成する設計部門 

◆生産計画や部品調達などを行う工務部門 

◆品質管理や量産化の工程を考える技術部門 

◆自動機による電線の切断・端末加工や、組立、導通検査、 

外観検査を行い、W/Hを造り上げている製造部門 

◆労務管理、環境整備、収益計算などを行う管理部門があります。 

・新入社員の皆さんは、入社後３か月間の座学と現場研修を 

社内外で行っていただきます。会社概況や専門的な知識や 

スキル、社会人としての心構えを習得する内容となっています。 

配属後も先輩社員から丁寧に仕事を教えてもらえます！ 

・キャリアアッププランとして、本人の希望を考慮しながら将来的には部署異動や矢崎グループ内

の他拠点（海外を含む）へ出向し、働くことも可能です！ 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

菊地みずほさん(入社６年目/登米総合産業高校出身)  

私は現在、自動車用ワイヤーハーネスで使用する電線の加工を行っています。作業の中で、信号ノ

イズを防ぐために電線を撚る作業があります。これは、電線 1 本 1 本を組み合わせて、それを機械

にセットし、決められた回転数で電線を撚ることです。回転数を間違えてしまったり、強く巻きすぎ

てしまうと電線が切れてしまいます。切れてしまうと、不良に繋がるので、日々ルールを守りながら

作業をしています。仕事へのやりがいを感じる瞬間は、自分たちで製造した部品がお客様の大事な車

に取り付けられ、実際に走っている姿を見たときに実感しています。 
 

福利厚生はどう？ 

◎充実した福利厚生で、働く環境だけでなく生活する環境の充実を図っています。 

・ 基本的に土日がお休みです。ＧＷ、お盆、年末年始は長期連休があり、各休暇制度もあります。 

・ 毎年開催される矢崎グループの体育大会や小中学生のお子様は国内・海外のサマーキャンプに

参加することができます。 

・ 生命保険、自動車保険の団体割引があります。 

・ イベントとしてはクリスマスケーキの配布や感謝を込めた年末大抽選会などを行っています。 

・ 新卒入社 6か月後には、東京スカイツリーの景色を楽しみながらテーブルマナーを学ぶと 

いった新たな計画を日々検討しています！ 
 

 

■従業員数※/３０３人（正社員１４５人、準社員５５人、

嘱託３６人、パート等１人、派遣社員６６人） 

■インターンシップ受入/可（御連絡ください） 

■高卒採用の求人数（R3：4人，R2：8 人，R元：5 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市築館字下待井３６－２ 

■勤務地/栗原市築館 

■ＵＲＬ/無 

■問合せ/０２２８－２３―６８６８（担当：工藤） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 

 社是：「世界とともにある企業」 

「社会から必要とされる企業」 

私たちは 【～10 年後の東北部品の為に～ 子

供たちが、お父さんお母さんの会社に就職したい

と言われる会社になろう！】をスローガンに

日々、人財育成、製品づくりに取り組んでいます。   

皆さんの新しい発想と知恵で、私たちと一緒

に、地域の皆さまに貢献できる会社づくりをして

みませんか！ 
※Ｒ４．１０．１時点 


