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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 



 

３5 

株式会社 北光 電気機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

車載電装品という製品を主に作っています。例えば車のエ

アコンを操作するコントローラー、窓を開けるスイッチや車

の鍵、エンジンをかけるエンジンスタートスイッチなど、運

転手が快適に車に乗ってもらえるような機能を持つ製品をた

くさん作っています。 

私たちが作っている製品は、国内メーカーはもちろん、海

外メーカーの車種にも使われており、地元にいながらグロー

バルなモノづくりに関わることができます。 

 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 当社は一貫生産という方式でものづくりをしています。聞きなれない言葉かと思いますが、製品を

作るための部品作りから最終的な組立てまでを全て一社で行う、県内でも珍しい生産方式です。 

そのため社内にはたくさんの仕事があり、製造職を希望して入社した場合の例として以下のような実

際のものづくりに関わる仕事をして頂きます。他にもパソコンを使った設計のお仕事や事務系の仕事

もあり、皆さんの（やりたい仕事）を見つけることができます。 

①部品加工（プレス・成形）   ②基板実装工程    ③組立て      ④出荷検査 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

古関裕太さん（入社 6年目／登米高校出身） 

私は組立課に在籍し、車の鍵に使われるスイ

ッチ部分の生産に関わる仕事をしています。 

小さな製品ですが、車に使う製品はどれも命に

関わる為使う人のことを考えて丁寧に仕事を

することを心がけています。実際に自分の生産

した製品が使われているのを見ることが多く、

やりがいを感じます。                                          

Q.入社を決めた理由は? 

A.車に興味があり、地元で車

の製造に関わる会社を探し

ていたところこの会社を見

つけました。引っ越しが必要

な転勤もなく、地元で長く働

き続けられると感じたのも

大きな理由です。                
             

福利厚生はどう？ 

・ 基本的に土日祝日はお休みです。年末年始、ＧＷ、お盆期間は１週間～１０日の長期リフレッシ

ュ休暇もあります。 

・ 小さいお子さんのいる女性社員は夜間勤務を免除しており、結婚後も育児をしながら継続して働

ける会社です。育児休業取得率は８割以上で、ほとんどの女性社員が出産後も仕事を続けています。 

・ インフルエンザの予防接種を受けた場合、その費用の一部を助成しております。 

・ 社員の誕生月には、会社より誕生日ケーキをプレゼントしています。 

・ 釣り大会やお花見などの親睦会など企画しております、もちろん無理な参加はさせません。 
 

■従業員数※/４75 人（有期契約社員、パートを含む） 

■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，R2：10 人，R 元：5人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市高清水下佐野２３ 

■勤務地/栗原市高清水・築館、大崎市古川、登米市南方町 

■ＵＲＬ/http://www.t-hokkoh.com/ 

■問合せ/０２２８－５８―３１５１（担当：総務 井上） 

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、専門的

な知識は必要ありません。皆さんの先輩も入社

５年目くらいでリーダーとなり現場を引っ張っ

ている人や、３０代でも管理監督者として活躍

している人もいます。地元でものづくりに関わ

る仕事に興味のある皆さん、是非一緒に働いて

みませんか？ 
※Ｒ4．10．１時点 

http://www.t-hokkoh.com/


 

３6 

株式会社 エスティシー 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちＳＴＣ（エスティシー）は、自動裁断機による裁断と各種ミシ

ン設備を使い、乗用車からトラックまで、多くの車種、車型のシートカ

バーを製造しております。自動車シートカバーの製造は、工業用ミシン

を操作し、各工程を経て完成されます。その確かな技術力が職人技とな

って、高い評価を頂いております。 

完成された製品は毎日、関東方面にトラック輸送で出荷され、自動車

に取り付けられて、皆さんとともに日本中を走ります。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 シートカバーを製造するには、大きく分けて①～⑤までの製造工程があります。特に製造部門に配

属となった場合は、③、④、⑤の工程に携わることが多いです。③は、自動延反機（生地をカットす

る機械）により重ねられた原材料を各部位に裁断する工程です。④は、裁断されたものをミシンで縫

い合わせ、製品とする仕事です。⑤は、完成された製品を品質基準に従い検査する工程です。 

このほかにも、材料の調達や生産、出荷を管理する工務部門や取引先との営業、従業員の管理など

を行う管理事務部門、品質を保証する品質部門などの仕事に携わっている先輩方もおります。 
 

①       ②        ③         ④         ⑤ 

 

 

 

 

     

材料調達、保管  裁断型入れ   自動裁断工程      縫製工程     検査工程 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

高倉春奈さん（入社７年目／岩ケ崎高校出身） 

私はミシンを使い自動車のシートカバーを

縫製する仕事をしております。ステッチという

工程があり、すばやくきれいに縫うのが難しく

苦労しておりますが、縫った製品を乗せた車を

見かけると充実感と達成感があり、この仕事に

やりがいを感じています。 

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうですか？ 

Ａ．初めてやる工程や、うまくい

かないことがあるとリーダー

や先輩方に親身になって教え

ていただいています。気さく

に話しかけてくれる方が多

く、社内の雰囲気が良いため、

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？ 

・会社全体の行事として、新年会、新入社員歓迎会、旅行などがあり 

 ます。５年前には北海道旅行に行ってきました。 

・誕生日に花鉢のプレゼントがあります。 

・社員食（ケータリング）があり、会社からの補助があります。 

     （１食２８０円） 

・慶弔関係（結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、弔慰金等）      
 

■従業員数※/149 人 

（正社員 97 人、準社員・実習生 52 人） 

■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，R2：1 人，R 元：0 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市栗駒岩ケ崎三島２８７ 

■勤務地/栗原市栗駒、岩手県一関市花泉町 

■ＵＲＬ/http://www.stc-sew.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－４５－３１１１（担当：菅原） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
ＳＴＣの社名は、Sewing.Technical.Crafts の

略で『縫製の専門的な特殊技術を持った職人た

ち』という意味です。自分たちが携わった車を、

テレビのＣＭや自動車のカタログなどで見かけ

ると、「私たちが作ったものが使われている」と自

然と達成感を覚え、仕事に対して自信が付いてく

ると思います。ぜひ、この喜びを体験してみませ

んか。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.stc-sew.co.jp/


 

３7 

太平洋工業 株式会社（栗原工場、若柳工場） 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

当社は、1930 年に自動車用バルブコアの国産化で創業し、自

動車用プレス・樹脂製品、電子機器製品、TPMS 等をグローバル

で開発・生産しています。 

中部・九州地区に次いで、東北地区として 2010年に栗原市に

て操業を開始しました。現在は市内 2 工場で、ハイブリッド自動

車用のバッテリーケースや、ホイールキャップをはじめとしたプ

レス・樹脂製品を生産しています。 

今後も地域に根ざした事業活動と、環境にやさしい製品・技術・

工法の開発を推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

●プレス製品の製造（栗原工場） 

 プレス、溶接工程で自動車用ボデー部品等を 

製造します。 

●樹脂製品の製造（若柳工場） 

成形、塗装、組付工程で自動車用外装品等を 

製造します。 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

N・M さん（入社 2 年目／迫桜高校出身） 

 私は、入社してから溶接業務を担当してい

ます。トヨタ車のボディ骨格部品やハイブリ

ッド用バッテリーケースなど車を造るのに

欠かせない重要な部品の生産を任されてい

ます。先輩社員に仕事を教わったり、新人技

能員に指導したり充実した日々を送ってい

ます。不具合品の流出は人の命に関わるので

自覚と責任をもって仕事をしています。 

Ｑ．これから就職をする高校生にメッセージを！ 

Ａ．入社当初は分からない

ことばかりで戸惑いまし

たが先輩方に優しく指導

いただき自信を持って仕

事ができるようになりま

した。忙しい時期は残業

もありますが年間休日も

多くワークライフバランスも充実しています！ 
 

福利厚生はどう？ 

【休 日】年間休日１２１日（完全週休２日制）、ＧＷ・夏季・年末年始に長期連休あり 

【有給休暇】年間最大２０日間 ※全社員が必ず年間で１２日以上取得するよう推進 

【制 度】各種社会保険加入、持株会、財形貯蓄、確定拠出年金制度、個人年金、貸付金等有 

働く人々が夢を抱き、仕事にやりがいを持ちつつ充実した私生活とバランスを取りながら、自分が

持っている能力を最大限に発揮できるような環境・風土づくりに取り組んでいます。 

また、「ものづくりはひとづくり」をキーワードとして、社内教育や社外研修への派遣、資格取得者

の表彰、自己啓発の支援など、人財育成にも力を入れています。 
 

■従業員数※/国内１，９８０人、グループ全体４，７６０人 

（栗原工場１３９人、若柳工場１７人） 

■インターンシップ受入/大卒のみ受入（Web でも実施） 

■高卒採用の求人数 R3：２5 人（2 人），R2：２4 人（2 人）， 

R 元：50 人（2 人）※括弧内は東北エリア採用数 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/岐阜県大垣市久徳町 100（本社） 

■勤務地/栗原市栗駒（栗原工場）・若柳（若柳工場） 

■ＵＲＬ/https://www.pacific-ind.co.jp/ 

■問合せ/0584－93－0120（担当：人事部 柳沢） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
仕事に関わる知識やスキルは、入社してから

先輩社員にしっかりと丁寧に教えてもらえま

す。作業手順が決まっているので、工業高校出

身者の方のみならず、普通科や商業科出身の方

も安心して働くことができます。 

ものづくりに興味のある方、車が好きな方、

地元で働きたい方、ぜひ私たちと一緒に、太平

洋工業で働いてみませんか？ 

※Ｒ４．１０．１時点 

ホイールキャップ 

バッテリーケース 

https://www.pacific-ind.co.jp/


 

３８ 

タカハター 株式会社 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちは１９８９年に創業し、長くジーンズやジャケットなどを製

造してきましたが、数年前からは、培った縫製の技術を活かし、自動車

のシートカバーを生産しています。 

シートカバーは、よく見ると大小さまざまな生地を縫い合わせてで

きています。車の種類やグレードによって、大きさや色、サイズ、形が

異なるので、お客様の要望に応じて製品を作ります。 

私たちの製品は普通乗用車に使われているので、皆さんが乗ってい

る車にも、私たちのシートカバーが使われているかもしれませんね。 

ジーンズからシートカバーへ、作る物は変わりましたが、創業から変

わらず、皆さんが快適な生活を送るお手伝いをしています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 シートカバーができあがるまでには、次のような手順を踏みます： 

  ① 入荷した、長い反物
たんもの

状の材料を、型紙どおりに機械で裁断します。裁断したパーツは、種類 

ごとに倉庫で保管しておきます。 

  ② お客様からの注文に沿って、①のパーツから必要なものを揃え、縫製の担当に渡します。 

  ③ 仕様に合わせてパーツを縫い合わせ、製品を作ります。 

  ④ 製品に不具合がないか検査します。 

  ⑤ できあがった製品を、オーダーどおりの種類・数量ごとに梱包し、出荷します。 

 新入社員はまず必ずこの仕事から、ということは決まっていませんが、③の仕事からスタートする

ことが多いです。経験を積み、別な仕事に異動になることもあります。 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

Y・Ｋさん（入社２年目／一迫商業高等学校出身） 

 私が担当してしているのは、

縫い終えたカーシートカバーの

検査の仕事です。その中で、不

具合が無い事がもちろん良いの

ですが、不具合を見つけた時は、

お客様に出る前に食い止めた

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．初めてこの仕事に携わる方がほとんどだと

思いますが、先輩方がきちんとサポートして

下さるので、安心して仕事内容を習得してい

けると思います。 

働く中で大変な事もあると思いますが、分

からない事はしっかり聞いて頑張って下さ

い。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 基本的に土日はお休みです。ゴールデンウィークやお盆期間もゆっくり休めます。 

・ 交替制勤務はありません。 

・ １年に１回、会社で健康診断を行います。 

・ インフルエンザの予防接種費用について助成をしています。 
 

■従業員数※/87 人（正社員７２人、パート１５人） 

■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（R3：３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/栗原市若柳字川北荒町前１－７ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/無 

■問合せ/０２２８－３２―２１４７（担当：鈴木） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
“縫製”というと女性が行うイメージがあるかも

しれませんが、シートカバーを縫うミシンは工業用

で、私たちの会社では男性も縫製の仕事に取り組ん

でいます。また、会社には縫製だけではなく、裁断、

材料管理、検査、出荷などの仕事もあり、男女問わ

ず活躍の場があります。 

充実した毎日を私たちと一緒に送りませんか！ 
※Ｒ４．１０．１時点 



 

３９ 

株式会社 東北イノアック 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材をベースとした材料開発と

その製品化により、自動車部品、二輪タイヤ、情報・ＩＴ機器部品、

住宅・建設関連から身近な生活関連商品、生活のさまざまな場面に密

着した製品を生産しています。 

日常のライフシーンをさまざまな角度から彩る東北イノアックの多

様な製品。私たちは育んできた技術力とこれまでにない新しい発想に

よるものづくりで、新たな価値とノウハウを生み出し続けています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 モノづくりが好きだからといってラインに立って満足するのではなく、開発に挑戦したい、海外で

経験したいなど、さまざまなことにチャレンジできる企業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

小野寺輝さん（入社５年目／築館高校出身） 
 私は自動車のヘッドレストを生産している工程で
オペレーターとして設備のメン 
テナンスや工程改善、不良品が 
出ないように条件の調整などい 
ろいろな作業をしています。 
フォークリフトで材料を運搬 

したりすることがあるので、安 
全に注意して作業しています。 

Q．これから就職をする高校生へのメッセー
ジは？ 

Ａ．最初は分からないことばかりで大変だと
思いますが、そんなときは周りの人にどん
どん聞いてください、皆優しい人ばかりな
ので丁寧に教えてくれます。 
最初はやる気と元気さえあれば大丈夫

です、失敗を恐れずどんどん挑戦してくだ
さい。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 年間休日数１２１日と、土日は基本お休みで年末年始、ＧＷ、夏期休暇と長期連休があります。 
・ 長く安心して働けるように産休・育休制度はもちろん、育児中は子どもの病気や入院など休みが
必要になることも多いため、有給休暇に加えて特別休暇制度を利用して、気兼ねなく休むことがで
きます。 

・ 資格取得や通信教育など各種費用補助制度あり。 
・ 東北楽天ゴールデンイーグルスのオフィシャルスポンサーです。希望者は観戦チケット利用可！ 

 

■従業員数※/２７７人（正社員２４３人、パート３４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（R3：８人，R2：５人，R 元：９人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/遠田郡美里町北浦字二又下２８（本社） 

■勤務地/栗原市若柳・築館、美里町、岩手県北上市 

■ＵＲＬ/https://www.tohoku-inoac.co.jp/ 

■問合せ/０５０－３１４５―５８３６（担当：佐々木） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
新たに取り組んでいる事業に若手社員を積極

的に登用しています。社員が提案したことに対し

て社長の決断とフィードバックのスピードが速

く、より良いアドバイスも戻ってくるため、社員

も挑戦しやすいと思います。開発に挑戦したい、

海外で経験したいなど、どんなことでも構いませ

ん、チャレンジ意欲を大切にしています。 

※Ｒ４．１０．１時点 

自動車関連製造課 千葉さん 

品質保証課 笠原さん 

サーマックス製造課 川崎さん 

開発技術課 大友さん 

自動車部品の製造を担当して 

います。部品１個につき何秒 

で取り付けると決まっており 

作業スピードは速くても品質 

を落とさず正確に取り付ける 

ことを心掛けています。 

品質保証部は当社から納品す 

る製品の品質に問題がないか 

を確認する部署です。お客様 

と話す機会もあり、要点をつ 

かんで分かりやすく伝えるこ 

とを心掛けています。 

建物に使用される断熱材ボードの製

造業務を担当しています。私は生産ラ

インのオペレーターを任されており

重要な工程なので一つ一つ丁寧に作

業しています。 

自治体へ提供するパネル・スポ 

ンジの提案と CAD、加工を行っ 

ています。自分がデザインした 

ものが最終的な形になるまでの 

過程を見られることにやりがい 

を感じます。 

https://www.tohoku-inoac.co.jp/


 

４０ 

豊田合成東日本 株式会社 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

【写真】 

私たちの工場は、自動車部品の生産を基本に、セーフティーシステム

製品、ウェザストリップ製品、内外装製品を生産して、コンパクトカー

を「東北」から世界中にお届けするお手伝いをしています。 

ウェザストリップ製品は、ボディの隙間をしっかりシール(密閉)して

雨風や騒音をシャットアウトし、セーフティーシステム製品は、ハンド

ルと衝突時に乗員を保護する安全装置のエアバッグです。外装製品は、

機能性はもちろん高いデザイン性も確保しています。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

◆ウェザストリップの工程：ゴムを練る、形を作る、加工する、検査などがあります。 

◆内外装製品の工程：形を作る成形工程、色を塗る、部品を組付ける、検査などがあります。 

◆セーフティシステムの工程：ハンドルの組付、助手席エアバックの組付け、検査などがあります。    

各工程で２班に分かれて、昼・夜の交替勤務をしています。製造部門が円滑に仕事ができるようにバ

ックアップする管理部門や、品質を管理する部門、機械をメンテナンスする保全部門もあります。 

 宮城栗原工場で作っています   宮城大衡工場で作っています    完成した自動車 

 

            

  

                 

 

 

                 

  

  岩手工場で作っています     ｸﾞﾘﾙﾗｼﾞｴｰﾀとﾊﾞﾝﾊﾟｰﾛｱ 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

Ｓさん（入社４年目／築館高校出身） 

 入社してからずっと、ドアのウェザストリッ

プの加工・仕上げ・検査の仕事をしています。 

入社当初は周りの皆さんに頼りっぱなしでし

たが、４年目になってだんだん手際が良くなり、

会社の成果に貢献できるようになりました。今

後は、自分が頼られる存在になりたいと思って

います。 

コロナが収まったら、サンリオビューロラン

ドに行きたいです！ 

Ｑ．これから就職をする高校生へのメッセージは？ 

Ａ．自分の好きなこと・やりたいことを仕事にでき

ますように。好きなこと・

やりたいことがないという

人は、いろいろなことにチ

ャレンジして夢を見つけて

ください。 

応援しています！ 

 

 

福利厚生はどう？ 

基本的には土・日お休みです。祝日はほぼ稼働日となりますが、春・夏・冬の連休はまとまった 

お休みが取れます。 

毎月ひとり３，０００円の食事手当が社員に支給されます。 

また、グループ会社の損害補償・自動車保険の団体割引があります。 
 

■従業員数※/１５０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（R3：8 人，R2：5 人，R 元：10 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市高清水大沢３－３ 

■勤務地/栗原市高清水、黒川郡大衡村 

■ＵＲＬ/ https://eastjp.toyoda-gosei.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－２４－８６８０（担当：原田） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは自動車部品を作っています。 

専門的な知識は入社してから学びます。 

みんなでアイディアを出し合いながら改善し、

仲良く働いています。 

ものづくりに興味がある方や自動車が好き

な方、私たちと一緒に働いてみませんか！！ 

※Ｒ４．１０．１時点 

https://eastjp.toyoda-gosei.co.jp/


 

４１ 

株式会社 ハイレックス宮城 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？ 

 

私たちは、自動車用のコントロールケーブルとウィンド

レギュレータを作っている会社です。 

コントロールケーブルとは、手元から離れた場所にある

ものを遠隔操作する装置です。 

私たちの製品は押し／引きができるという特徴があり、

車のトランスミッションの操作に使用されています。 

また、ウィンドレギュレータは車の窓を開閉する装置

で、主力製品として２０１９年１２月から量産を開始して

います。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

〇製造課 

【前工程】製品の軸となる部材の切断、加工を行います。 

【組立て】製造ラインにて工程ごとに部品の組付け、加工を行います。 

【検 査】製造ラインを経てでき上がってきた製品の検査を行います。 

【受入出荷】製品に使用する部材の受入や完成品の出荷業務を行います。 

○品質管理課 

 生産する製品の品質に問題がないか常に管理しています。 

〇生産技術課 

【設計係】製品の加工／組立てに使用する器具（治
じ

具
ぐ

）や設備の設計及び製作をしています。 

【工作係】設備の組立て／調整、生産現場の改善をしています。 

【保全係】設備の保全（メンテナンスや定期保全・修理）をしています。 

○業務課 

 人事・労務・総務・経理などの事務全般を行い、従業員のサポートをしています。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

【製造課】小野寺啓梧さん 

（入社 1 年目／登米総合産業高校出身） 

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．分からない作業は、やり方 

など分かるようになるまで 

優しく指導してくれます。                         

【製造課】亀川輝成さん 

（入社 1 年目/登米高校出身） 

Q．職場の人間関係や社内の 

雰囲気はどうですか？ 

 

A．みんな仲が良く、丁寧な 

作業・指導をしてくれる方が 

たくさんいます。 
 

福利厚生はどう？ 

【休日】年間休日数１１８日（基本的に土日はお休みです）、ＧＷ、夏季、年末年始に大型連休あり 

【慶弔関係】結婚祝金、出産祝金、傷病見舞品、弔慰金 等 

【誕生日祝】社員の誕生月にＱＵＯカード支給 

【休暇】有給休暇、特別休暇（結婚、出産、忌引 等） 

【その他】退職金共済加入、社員食（お弁当）に補助あり 
 

■従業員数※/79 人（正社員６８人、派遣社員１1 人） 

■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：3 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/有 

■所在地/栗原市若柳字大林新寺浦１ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/http://www.hi-lex.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－３２－２０７７（担当：千葉） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たち、ハイレックス宮城は２０１８年４月か

ら操業をスタートさせたばかりの新しい会社で

す。 

これから皆さんとともに、学びながら成長して

いきます。失敗を恐れずに何事にも積極的にチャ

レンジする元気な仲間を絶賛大募集中です！！ 

※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.hi-lex.co.jp/


 

４２ 

丸電プレス工業 株式会社 金成工場 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

 

プレス機 

私たちは、自動車の金属部品を生産している、栗原市の中では新し

い会社です。 

私たちは、金属をプレス加工し、ガソリンタンクのカバー、ダッシ

ュボード内部の部品や給油口の周りなどの部品を造っています。製品

は、宮城や岩手の自動車メーカーに送られ、自動車のボディの一部に

なります。自動車は非常に多くの部品からできており、私たちが生産

している部品はそのごく一部ですが、私たちの製品がなければ、自動

車は走ることができません。私たちの製品が、自動車の安全な走りを

支え、皆さんに安心して運転してもらえるように心掛けて仕事をして

います。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

製品を造る作業には下記の工程があり、新入社員の方は、この中から、本人の希望や適性を考慮し

た上で、配置が決まります。 

安全で良いものを造るために、作業は要領書どおりに行ってもらうため、入社する際、特別な知識

や技術は必要ありません。経験を積んでいくと、資格が必要な作業に従事することもありますが、そ

の場合は、会社で費用を負担し、必要な資格を取得してもらうことになります。 

また、製造以外にも、効率良く生産をするための生産管理・設備の修理等をする設備保全など、さ

まざまな仕事があります。 

①プレス生産    ②溶接作業     ③組付作業     ④製品検査    ⑤集荷作業 

 

 

 

           

 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

中澤紅雅さん（入社２年目／一迫商業高校出身） 

 私はプレス機械の操作を教え

てもらい、毎日、車に使われる部

品を生産しています。この毎日

の経験を積み重ねることで、社

会人の自覚を少しずつ実感でき

ていると思います。 

合わせて保全作業も任せられ始め仕事の幅が広

くなりより一層、遣り甲斐を感じています。                  

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうです

か？ 

Ａ．同年代から大先輩までたくさんいて、皆さん

の話題が豊富で非常に面白いです。 

困ったときでも先輩たちが、分かるまで教

えてくれるので安心して働けています。 

 

福利厚生はどう？ 

・ 土、日休みが基本です。 

・ 年 3 回の長期連休（9 連休程度）があります。 

・ 必要な資格は、全額会社負担で取得してもらうことができます。 
 

■従業員数※/5７人（正社員３９人、派遣社員 18 人） 

■インターンシップ受入/不可 

■高卒採用の求人数（R3：0 人，R2：3 人，R 元：1 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市金成姉歯銭神沢２０－３ 

■勤務地/栗原市金成 

■ＵＲＬ/http://www.maruden-p.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－２４－７３５３（担当：安倍） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、２０１６年１２月から生産を開始

し、２０１９年１２月から本格稼働しました。 

新しい工場として、固定観念にとらわれず、柔

軟な発想で安全対策、品質向上に取り組んでいま

す。 

これからも、従業員の思いを取り入れ、働きや

すい職場に改善していきたいと考えています。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.maruden-p.co.jp/


 

４３ 

ミヤマ東日本 株式会社 輸送用機械器具製造業 

 

何をしている会社なの？  

私たちは主に、人の「安全」を守る自動車部品を作っています。 

一例としては、自動車用シートの中にある金属部品を作っています。

表面からは見えませんが、自動車を構成している大切な部品の一つで

す。皆さんの目には触れない部品ではありますが、その部品一つの良し

悪しで車が評価されてしまうこともあります。車に乗る人の「安心」を

守るため、お客様の信頼に応えるため、一人一人が、それぞれの仕事に

責任を持って、日々臨んでいます。 

会社にはどんな仕事があるの？ 

具体的には、このような仕事があります。 

・順送プレス機の操作…材料から部品を型抜き成型します。この機械は、複数 

ある工程を１台だけでできる機械です。 

・単発プレス機の操作…部品の一部を型抜き・成型します。 

・カシメ、溶接…部品の一部を、機械を使ってくっつけたりします。 

↑カシメ溶接の様子   ・ボルト、ワッシャの組付け…部品の一部を、機械を使って取り付けます。 

↓単発プレスの様子   ・部品の検査…出荷する前に製品に不備がないか、一つ一つ目で見て確かめます。 

 ・できた部品等の管理…他の会社へ加工をお願いする部品、お客様へ製品として 

出荷する部品の管理をします。 

専門的な仕事が多いので、できるのか心配！と思う方もいるかもしれません。 

ですが、その点は、入社後の本社での新人研修もありますし、日々先輩が業務を行

いながら丁寧にお教えしますので心配はいりません！ 

 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 
 
佐竹峻さん（入社２年目／加美農業高校出身） 

生産 1Ｇに所属し、400t 順送プレス機操作

（段取り替え・頭出し作業）をしています。自分

が決めた目標を達成した時、 

また、作業時間を短縮できた時 

にやりがいを感じます。 

これからは、自信をもって行動 

できる社員になりたいです！ 

        

Ｑ．職場の人間関係や社内の雰囲気はどうですか 

Ａ．入社して初めは仕事をこなしていけるか不安

でしたが、先輩や上司が、手順を分かりやすく

教えてくださいました。そして、仕事での困り

ごとや分からないことなど相談にのってくださ

います。社内の雰囲気は社員同士の仲も良く、

仕事の悩みも相談しやすくコミュニケーション

がとりやすい職場です。今では不安もなく安心

して仕事を進めることが出来ています。  
 

福利厚生はどう？ 

・ 基本的には、土日がお休みです。ＧＷ、お盆、年末年始は連続したお休みがあります。 

・ 入社後すぐ、新入社員研修を愛知県で行います。研修では、社会人としての基礎、専門的な技術

を学べます。もちろんその間もお給料は出ます。 

・ お弁当を注文すると代金の一部が補助されます。食事バランスを気にされる方も心配なし！ 

・ 社内に自販機があり、休憩時間等に１本１００円から購入できます。 

・ 結婚祝金や、出産祝金等の慶弔見舞金の制度もあります。 
 

■従業員数※/30 人（全て正社員） 

■インターンシップ受入/現在検討中です 

■高卒採用の求人数（R3：2 人，R2：3 人，R 元：2 人） 

■直近３年の大卒採用の求人の有無/無 

■所在地/栗原市若柳字大林新寺浦２ 

■勤務地/栗原市若柳 

■ＵＲＬ/https://miyama-unitec.co.jp/company/location/ 

■問合せ/０２２８－２７－２０１０（担当：臼井、菅原） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
私たちは、技術、品質、人を大切に創り上げ

ていく、『総合的なものづくり』を心掛けてい

ます。そして、明るく！仲良く！元気良く！を

モットーに、職員同士がコミュニケーションを

よく取る風通しの良い職場を目指しています。

今年操業5年目の会社なので施設もきれいで、

社員も若手が多く、フレッシュな職場です。 

ぜひ一緒に『ものづくり』してみませんか！ 
※Ｒ４．１０．１時点  



 

４４ 

ナブコトート 株式会社 その他の製造業 

 

何をしている会社なの？  

私たちは、主にステンレス製のサッシを作っております。例えば、ビ

ルの玄関や病院などの玄関にはよく自動ドアが使用されており、そのド

アのフレームには金属製のサッシが使用されることが多いです。その金

属製サッシを作っているのが私たちです。 

ビルや病院の建物はたくさんあり、私たちの製品が使われているのは

その一部の建物ではありますが、人に例えれば、玄関・ドアは建物の「顔」

に当たる部分ですので、すてきな玄関、ひいてはすてきな建物ですねと

訪れた方に感じていただけるように、丹精込めて製作をしております。 
 

会社にはどんな仕事があるの？ 

 例えば、自動ドアの金属製サッシ（サッシ枠）を作るには次のような工程があります。 

①サッシを取り付ける建物の図面をもとに、サッシ枠を作るための製作図面を作成します。 

②製作図面をもとに、材料（ステンレス鋼板）を、必要なサイズに切ります。 

③切った材料（部材）に、下書き線を入れ、折り曲げる位置を決めます。 

④下書き線に沿って、折り曲げを行い、筒状（四角柱や多角柱）に加工します。 

⑤筒状にした部材を組み合わせ、サッシ枠に組み立てて完成！ 

⑥完成した製品を輸送し、建物へ取り付けて、「自動ドア」になります。 
  
①         ②・③       ④         ⑤         ⑥（自動ドア） 

 

 

 

 

 

 

また、製作工程を円滑に行うために、材料の仕入れ部門や設計部門などは、取引先と調整や交渉を

行う仕事もあり、皆さんの先輩の中には、これらの仕事をしている人もいます。 
 

先輩や若手の活躍が知りたい！ 

浅沼嵩昭さん（入社 2 年目／一迫商業高校出身） 

 製造部に所属し、材料が切断・曲げ加工された

製品を、溶接やビスなどで接合したり、塗装を施

したりする仕事をしています。高品質な製品を

作れるように、資格取得に努め、多くの知識や技

術を身に付けて更に成長していきたいと思って

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．先輩方は気さくで優しく、

とてもなじみやすい職場環境

です。緊張感を保ちつつ、会社

全体で成長していこうとする

雰囲気を作り出していること

が、この会社の魅力の一つで

あると思います。 
 

福利厚生はどう？ 

・ 土日祝日は休みです。 

・ 国家資格や各種実務作業資格の取得に積極的に取り組んでいます。 

・ 退職金共済へ加入しています。 

・ ナブコグループの一企業としてコンプライアンス遵守が徹底されております。 
 

■従業員数※/６６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（R3：5 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/栗原市築館字三峰１ 

■勤務地/栗原市築館 

■ＵＲＬ/http://www.nabcototo.co.jp/ 

■問合せ/０２２８－２３―１０３０（担当：照井） 

会 社 か ら の メ ッ セ ー ジ ！ 
 
築館ＩＣ工業団地へ工場を新設し、最新鋭の大型

機械を備え全面移転しました。全て基本から学べる

環境があるため、製造業の専門知識や資格がなくて

も問題ありません。国家資格も会社費用で取得でき

ます。国内トップシェアーを誇るナブコグループの

基幹工場として、限りなく広がる可能性を追求し、

共に成長していきませんか。 
※Ｒ４．１０．１時点 

http://www.nabcototo.co.jp/

