
事業所名 業種 勤務地 求人区分 職務内容 求人数

㈱小田島組 建設業 岩手県内各所 新卒・既卒
先輩社員の見習いで測量補助、作業準備、社内業務現場作業を行いな
がら工程、安全管理をする3年後にはあなたが新入社員に教える番で
す！

30名

刈屋建設㈱
◇若者応援宣言企業◇

建設業 宮古市 新卒・既卒 土木工事の現場技術者 1～2名

㈱佐々木組 建設業 岩手県内各所 新卒・既卒
建築工事施工管理技術者
土木工事施工管理技術者

若干名

盛岡市、北上市 新卒のみ
インテリアコーディネーター
お客様と一緒に空間の演出や、装飾など住空間をトータルにアドバイス
をして形にしていきます。

2名

盛岡市 新卒のみ
現場監督
注文住宅の自社ブランド「ジェイウッド」の施工現場において、資材発注
や工程管理品質管理など現場監督業務を担当していただきます。

2名

盛岡市、北上市 新卒のみ
住宅営業
（ナチュラルライフアドバイザー）自社ブランドである注文住宅「ジェイウッ
ド」をこれから家づくりをお考えのお客様に提案していただきます。

2名

釜石市 新卒のみ
県内外の一般家庭並び官公庁からの受注による電気工事現場の電気
工事現場実施工

若干名

釜石市 一般のみ
県内外の一般家庭並び官公庁からの受注による電気工事現場の電気
工事現場実施工

若干名

釜石市 新卒・既卒 電気工事現場施工監理業務 若千名

㈱ナカヤマ 建設業 盛岡市 新卒・既卒
住宅リフォームの宣伝・訪問活動を通じ、リフォームの企画提案からアフ
ターサービスまで幅広く業務を行います。

5名

盛岡市、一関市、岩手県内各所 新卒・既卒
建築施工管理、建築設計
土木施工管理
営業

若干名

一関市 新卒・既卒 一般事務 若干名

盛岡市、一関市、岩手県内各所 新卒及び一般
建築施工管理、建築設計
土木施工管理
技術営業

若干名

一関市 新卒及び一般 一般事務 若干名

㈱アジテック 製造業 北上市 新卒及び一般 企画開発営業職 若干名

一関ヒロセ電機㈱ 製造業 一関市 新卒のみ
製作技術、生産管理、品質管理、資材調達、一次加工部品の製造、メッ
キ処理　ほか

3名

岩手缶詰㈱ 製造業 盛岡市、岩手町、宮古市、大船渡市 新卒・既卒 技術職　生産管理等 若干名

㈱岩手芝浦電子 製造業 一戸町 新卒・既卒
技術系スタッフ→サーミスタ温度センサーの開発設計・センサー用の金
属部品加工の設計・プログラミング～製造・品質管理まですべての工程
を担っていただきます。自動機の設計～製作、海外工場指導

3名

北上市 新卒・既卒
1．メカトロ装置等の開発・設計・製作・保守・改善
2．鋳造品の製造・製造管理・生産管理

3名

北上市 一般のみ
機械装置・制御装置等の設計及び製作技術兼営業
他付随業務

2名

北上市 一般のみ
新規開拓･外注管理･図面確認･市場調査･見積試算･販売計画作成
他附帯事項

3名

北上市 一般のみ
鋳造品(機械部品･産業部品など)の製造
段取り、型抜き、組付、注湯、解枠、仕上

3名

㈱ＷＩＮＧ 製造業 北上市 新卒・既卒
半導体製造装置・医療機器内に使用する樹脂部品の製作
接着・曲げ・溶接などの加工やマシニングを使用した切削加工

若干名

㈱エヅリコエンジニアリング 製造業 北上市 新卒・既卒
電気ハード設計
鈑金設計鈑金展開データ作成

1名

㈱カガヤ 製造業 盛岡市 新卒及び一般
設計業務
検査業務
事務業務

5～7名

川嶋印刷㈱ 製造業
盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市、釜石市

新卒・既卒 印刷物、HP作成等の提案、受注、納品 1名

有限会社菊地電子工業 製造業 宮古市 新卒のみ
機械、金型エンジニアを募集しています。よりよい生産性を求め、設計、
立上げを行っていただきます。会社の品質、コストを作る重要な業務で
す。

3名

北日本機械㈱
◇若者応援宣言企業◇

製造業 盛岡市 新卒及び一般 技術企画、計画、設計、製作管理、製品検査、施工管理 2～4名

いわて就職面接会Ⅱ（平成27年10月6日開催）参加企業求人一覧（業種別・五十音順）

建設業

建設業

建設業

製造業

㈱ジェイウッド

設楽電気㈱　(欠席)

㈱平野組

岩手製鉄㈱

 
 

   ◇新卒のみ     平成28年3月卒業・修了予定の学生が対象の求人 

   ◇新卒・既卒     新卒・既卒(第二新卒を含む)の方が対象の求人 

   ◇一般のみ     既卒の方、社会人の方が対象の求人 

   ◇新卒及び一般  すべての方が対象の求人 

   求人区分は４種類あります 



久慈琥珀㈱ 製造業 久慈市 新卒及び一般
琥珀装身具の販売・営業　他
商品在庫管理、販売企画

2名

滝沢市 新卒及び一般 製造エンジニア 若干名

滝沢市 新卒及び一般 設計技術者 若干名

滝沢市 新卒及び一般 マシンオペレーター 若干名

さいとう製菓㈱ 製造業 大船渡市 新卒・既卒 菓子製造 10名

㈱サトウ精機 製造業 花巻市 一般のみ マシニングゼンター 1名

㈱十文字チキンカンパニー 製造業 久慈市、二戸市 新卒及び一般
チキン製造スタッフ製造ラインでの整形・検品業務
機械オペレーターや出荷製品仕分けなど、幅広い種類があります

20名

盛岡市 新卒・既卒
スーパーやコンビニなどを担当し、新商品などの提案（商談）や販促物
の作成 、店舗フォローなど幅広い業務を行う部署です。

2名

盛岡市 新卒・既卒
盛岡工場、仙台工場でパンや和洋菓子を製造する仕事です。
仕込、成形、焼成、包装のセクションがあり、消費者の皆様に安心安全
なものを提供できるよう業務していただきます。

2名

花巻市 新卒のみ
事務職（購買）
生産管理

若干名

花巻市、北上市 新卒のみ 営業職（物品販売ではありません。技術提案営業） 若干名

花巻市 新卒・既卒 機械、電気設計、生産技術 若干名

㈱東京めいらく（スジャータ） 製造業 盛岡市 新卒のみ
入社後数年間は、担当取引先への配達納品･販売促進業務など。
（生産直販システムとマーケティングの習得）その後、特販部･量販部･
OFCなどの次の職務にステップアップ。

3名

東北ヒロセ電機㈱ 製造業 宮古市 新卒のみ
自動組立機・治工具・精密金型開発、製作技術、生産管理、品質管理、
資材調達
総務　ほか

5名

㈱花巻生コン 製造業 花巻市 新卒・既卒 生コンクリートの品質管理 若干名

奥州市 新卒・既卒
〔商品開発営業〕
新商品や季節向け商品の開発。得意先からの依頼に沿った商品開発
のほか、新商品の開発をして提案営業をおこないます。

1名

奥州市 新卒・既卒
〔工場生産員〕※第一工場
野菜・果物の1次・2次加工にかかる作業。野菜洗浄・カットパック詰・検
品・出荷作業などがあります。

10名

奥州市 新卒・既卒
〔工場生産員〕※第二工場
野菜の1次加工にかかる作業。オートメーション化されたライン内での野
菜洗浄・カット・検品・出荷作業などがあります。

10名

奥州市 新卒・既卒
〔仕分作業員〕※低温物流センター
倉庫内で行なう取引先への商品仕分作業。注文書とおりに野菜をパック
箱詰めし、検品・出荷をします。

3名

奥州市 新卒・既卒
〔品質管理〕※第一・第二工場
製品の品質検査および菌検査。従業員の衛生チェック・体調管理等。工
場内設備や備品の衛生管理。薬品の発注・補充など。

2名

奥州市 新卒・既卒

〔一般事務〕
伝票発行、注文受注等の受付および現場への発注指示。来客対応や
電話等での問い合わせ対応、各部署･従業員への取次や連絡をしま
す。

1名

ピーエス㈱ 製造業 盛岡市、八幡平市 新卒・既卒
工場／八幡平市：産業用加湿器製造（溶接・塗装・機械・電子）
営業所／盛岡市：放射冷暖房システム、加湿システム　の提案営業

若干名

盛岡市 新卒及び一般
各種製品や生産設備の機械設計を社内で行います。当社設計者の補
助をメインに、能力に応じ設計実務をお任せします。実務未経験でも、
業務を通じてスキル構築が可能です。

4名

盛岡市 新卒及び一般
アプリ・システム等の開発・プログラミング等、ソフトウェアの多岐に渡る
上流工程業務に従事頂きます。組込やシステム・アプリ等ご経験やご希
望に合わせ担当業務を決定致します。

2名

盛岡市 新卒及び一般
主に北東北3件のメーカー様に対し、開発・設計の総合支援を提案する
業務です。新規・既存の割合は半々。十分な現場研修の後実績に応じ
営業管理もお任せします。

2名

盛岡市 一般のみ
各種製品や生産設備の機械設計を社内で行います。
発注元との折衝や、プロジェクトの取り纏め等、管理的な業務もお願い
します。

3名

盛岡市 一般のみ 各種装置のPLC設計に従事頂きます。 2名

滝沢市 一般のみ 自動車部品、家電向けコントローラの回路設計に従事頂きます。 3名

盛岡市 一般のみ SNマイコンを使用したCPU周辺回路設計に従事頂きます。 2名

奥州市 一般のみ 半導体製造装置の機械設計業務に従事頂きます。 3名

盛岡市 一般のみ
当社の人事・採用業務に従事頂きます。
3ヶ月間、現場研修を行います。採用業務をメインとしますが実績に応
じ、会社の仕組み作りにも参画頂きます。

2名

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業㈱ツガワ

㈱ハローワーク
◇若者応援宣言企業◇

東日本スターワークス㈱　盛岡テクニカルセンター

㈱小林精機

白石食品工業㈱



㈱フジキン 製造業 奥州市 新卒・既卒
特殊精密バルブの開発・設計、ながれ関連機器類の開発
例：半導体製造ラインに使用されるガス供給用制御装置等の開発・設計
業務

若干名

㈱フレッシュチキン軽米 製造業 軽米町 新卒及び一般
鶏肉の加工処理に伴う解体から出荷までの一連の作業
鶏肉の解体→鶏肉の加工→計量→包装→出荷

8名

㈱妙徳 製造業 奥州市 新卒のみ
開発・生産技術
生産管理金属加工・ゴム成形

若干名

美和ロック㈱
◇若者応援宣言企業◇

製造業 盛岡市 新卒・既卒
製造部門スタッフ
生産技術部門スタッフ
間接部門スタッフ

3名

わらべや日洋㈱　岩手工場 製造業 北上市 新卒及び一般 製造管理:工程管理、人員管理、作業指導・教育、安全衛生管理 10名

遠野市 新卒・既卒 一般事務、経理事務、営業事務。 2名

遠野市 新卒・既卒 住宅リフォームの営業、営業企画。 若干名

遠野市 新卒・既卒
ガソリンスタンドで給油などの顧客サービス。
お客様への接客。

2名

東北公営企業㈱
◇若者応援宣言企業◇

電気・ガス・水道業岩手県内各所 新卒・既卒
公共施設(上下水道等)の維持管理業務(電気、機械設備等の保守点
検、運転監視、パソコン操作、水質検査)

3名

奥州市 一般のみ プログラマー（ソフトウェア開発、要員派遣） 若干名

奥州市 新卒・既卒 プログラマー 2名

盛岡市 新卒及び一般
システムエンジニア（一般）
プログラマー（新卒・既卒）

5名

盛岡市 新卒及び一般
システムエンジニア
プログラマー

5名

盛岡市、北上市 新卒及び一般
システムエンジニア
プログラマー

若干名

盛岡市 一般のみ システム営業 1名

盛岡市 新卒のみ コンピュータソフト開発のSE・プログラマー 3～5名

盛岡市 一般のみ
システムエンジニア、プログラマー
セールスエンジニア

若干名

エクナ㈱ 情報通信業 盛岡市 新卒・既卒

IT関連機器の販売
カスタマーエンジニア
機器保守要員
シフトウエア開発

10名

ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱　岩手開発センター 情報通信業 盛岡市 新卒及び一般
★★PM・PL・TL・プログラマー★★
大都市圏ユーザーに対し、オンサイトのSCSKグループと連携してニア
ショアで高品質なソフトウェア開発／保守サービスを提供する

数名

盛岡市 新卒・既卒 医療事務 1～3名

盛岡市 新卒及び一般
1ソフト・システム開発
2インストラクター

1名

盛岡市 新卒及び一般 医療・介護システムの営業 1名

盛岡市 新卒・既卒 企業向け基幹システム開発・保守 1名

盛岡市 新卒・既卒 ハードウェア（PCなど）の修理・保守・点検業務 1名

盛岡市 新卒・既卒 OA事務機器販売・システムの提案 1名

盛岡市 一般のみ システムエンジニア・プログラマー 2名

盛岡市 一般のみ ネットワーク/サーバ構築・運用・保守・サポート・ヘルプデスク 1名

盛岡市、岩手県内各所 一般のみ システムエンジニア（Jａｖａ） 2名

盛岡市、岩手県内各所 一般のみ システムエンジニア（VB.NET） 2名

盛岡市、岩手県内各所 一般のみ システムエンジニア（C#） 2名

盛岡市 新卒・既卒
システムエンジニア
プログラマ

5名

情報通信業

情報通信業

情報通信業

情報通信業

情報通信業

電気・ガス・水道業

情報通信業

情報通信業

情報通信業㈱岩手情報システム

㈱岩手ソフトエンジニアリング

㈱システムエイド

㈱シンエイシステム

㈱テクノプロ　テクノプロ・ＩＴ社

東京コンピュータサービス㈱　盛岡支店

泉商事㈱

㈱アイディーエス

㈱イーエムエス



盛岡市、釜石市、岩手県内各所 一般のみ
システムエンジニア(SE)：公共、自治体、金融、通信などのシステム設計
及び構築・運用部分を担当して頂きます。

4名

盛岡市、一関市、陸前高田市、岩手
県内各所

一般のみ
各種建設（建築・設備・電気・土木）施工管理業務：各工事
現場に於ける施工管理業務全般および施工図の作図（CAD）、工事図
書の作成を担当して頂きます。

12名

盛岡市、一関市、釜石市、岩手県内
各所

一般のみ
プログラマー(PG)：Wｅｂ・オープン系、制御・組込み、汎用系
言語を使用してのプログラム製作～テストを担当して頂きます。
Jａｖａ.VB.ｎｅｔ.VB.C.COBOL等

5名

盛岡市 一般のみ
PG(プログラマー）医療系システム開発に於けるプログラミング業務
開発言語：VB.ｎｅｔ　DB:Oｒａｃｌｅ
詳細設計～製造～テストを担当して頂きます。

5名

盛岡市 新卒・既卒 システムエンジニア及びプログラマー 2名

盛岡市 一般のみ
システムエンジニア及びプログラマー
車関係のアプリケーションの開発及び組込系の開発
設計～製造～テスト

10名

盛岡市 一般のみ
プロジェクトマネージャー及びリーダー
車載関係のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発及び組込系の開発
設計～製造～テスト

2名

盛岡市 一般のみ
システムエンジニア及びプログラマー
・金融系及び公共系のシステム開発
・設計～製造～テスト～運用

10名

滝沢市 新卒のみ
オープン系・Wｅｂ系などのシステム設計、開発業務ネットワーク
ネットワーク構築、運用、保守業務
Wｅｂサイトのデザイン、コーディング、メンテナンス

10名

滝沢市 新卒のみ
オープン系・Wｅｂ系などのシステム設計、開発業務ネットワーク
ネットワーク構築、運用、保守業務
Wｅｂサイトのデザイン、コーディング、メンテナンス

10名

滝沢市、遠野市 一般のみ
Wｅｂサイトの更新・デザイン・コーディング
クライアントの打ち合わせから企画立案・デザイン
将来はプロジェクト全体のコントロール

2名

滝沢市、遠野市 一般のみ
システムエンジニア及びプログラマー
業務システムの開発やスマホ対応アプリの開発など

1名

滝沢市、遠野市 一般のみ 顧客の基幹業務において業務系やWｅｂ系のシステムの提案、受注 1名

㈱メイキッシュ 情報通信業 盛岡市 新卒・既卒
･ オープン系システム開発
･ 各種制御、監視システムの開発

若干名

㈱盛岡タイムス社 情報通信業 盛岡市 新卒及び一般 営業職 1名

北上市 新卒及び一般
住民税課税支援パッケージシステムのプログラム開発
教育関連パッケージシステムのプログラム開発

3名

北上市 新卒及び一般 自社開発したパッケージシステムのデモと営業 2名

盛岡市、岩手県内各所 新卒・既卒
システムエンジニア／プログラマー
機械系エンジニア（設計開発・生産技術・実験評価）
電気・電子系エンジニア（設計開発・プロセス技術・実験評価）

5名

盛岡市、花巻市、北上市、奥州市 一般のみ 機械・電気系エンジニア（設計開発・生産技術・実験評価　等） 5名

盛岡市、奥州市、岩手県内各所 一般のみ 組込ソフトウェア開発 5名

盛岡市、八幡平市、岩手町、宮古
市、山田町、久慈市、九戸村、一戸
町

新卒・既卒 バス運転士 若干名

盛岡市 新卒・既卒 観光バスガイド 4名

盛岡市、宮古市 新卒・既卒 バス整備士 1名

盛岡市、宮古市、久慈市、一戸町、
岩手県内各所

新卒・既卒 事務、営業、運行管理業務 若干名

岩手中央タクシー㈱ 運輸業・郵便業 盛岡市 新卒及び一般
タクシードライバー（昼勤・夜勤）
当社の営業車を運転して、お客様を輸送していただきます。

8名

㈱ふるさと交通
◇若者応援宣言企業◇

運輸業・郵便業 盛岡市 新卒・既卒 旅客ドライバー（一般タクシー、若しくは貸切バス） 5名

盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市、宮古市、釜石市、二戸市

新卒のみ スバル車の販売・顧客管理 若干名

盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市、宮古市、釜石市、二戸市

一般のみ スバル車の販売・顧客管理 若干名

盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市、宮古市、釜石市

新卒・既卒 スバル車の販売・顧客管理 若干名

岩手トヨタ自動車㈱ 卸売業・小売業 岩手県内各所 新卒のみ
取扱い商品、サービスの販売及び情報提供を行います。店舗配属後は
テリトリーが預けられ、自社のお客様との絆づくりに向けた活動を行いま
す。当社のお客様は個人客、法人、官公庁と幅広くおります。

若干名

岩手トヨペット㈱ 卸売業・小売業 岩手県内各所 新卒のみ 自動車（新車・中古車）の販売他 若干名

情報通信業

情報通信業

情報通信業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

情報通信業

岩手スバル自動車㈱

トライアロー㈱　東北支店

㈱ネクスト

㈱ぴーぷる

㈱リードコナン

㈱ワールドインテック

岩手県北自動車㈱



㈱菅文
◇若者応援宣言企業◇

卸売業・小売業
八幡平市、葛巻町、岩手町、二戸
市、一戸町

新卒・既卒
ホームセンター事業の販売関連業務
石油事業関連・建設関連・ﾘﾌｫｰﾑ事業関連の営業等

5名

コマツ岩手㈱ 卸売業・小売業 岩手県内各所 新卒のみ KOMATSU製建設機械の販売 若干名

㈱ジャパンビバレッジ東北 卸売業・小売業 花巻市 新卒のみ
自動販売機を巡回し、商品の補充・売上金の回収・点検等
お客様のニーズを聞いて企画・提案
季節に合わせた商品の入れ替え

2名

滝沢市 新卒のみ
伝票発行をしたり、電話応対をしていただく営業アシスタントや、仕入、
物流管理などの事務の仕事がございます。

若干名

滝沢市 新卒のみ
小売店様・メーカー様と商談しながら、ペット売場を創る営業、それを
バックアップする仕入、物流管理などの仕事がございます。

若干名

滝沢市 一般のみ
倉庫内にて、ペット商品の出荷・入荷作業をしていただきます。また、ゆ
くゆくはパート・アルバイトの方々の指導やシフト管理など、物流全般の
運営管理をお任せしたいと思っております。

数名

杉沢薬品㈱ 卸売業・小売業 盛岡市、奥州市 新卒・既卒 総合営業職 5名

㈱スズキ自販岩手
◇若者応援宣言企業◇

卸売業・小売業
盛岡市、花巻市、奥州市、宮古市、
一戸町

新卒・既卒 自動車の販売、アフターケアのご案内等 15名

滝沢市、矢巾町、奥州市、金ケ崎町 新卒のみ 整備工場での自動車点検整備・車検整備・来客対応など 若干名

滝沢市、矢巾町、奥州市、金ケ崎町 新卒のみ 自動車登録業務、保険、営業アシスタント、来客対応等 若干名

滝沢市、矢巾町、奥州市、金ケ崎町 新卒のみ
店頭での自動車販売（接客・販売）
店頭での新車・中古車の販売からメンテナンス
保険までお客様のカーライフを総合的にサポート。

若干名

トヨタＬ＆Ｆ岩手㈱ 卸売業・小売業 岩手県内各所 新卒・既卒 経理事務 若干名

盛岡市、八幡平市、紫波町、遠野
市、宮古市、釜石市、久慈市、二戸
市

新卒及び一般
自動車整備職
お客様のカーメンテナンスフォロー

4名

盛岡市、八幡平市、岩手町、紫波
町、遠野市、宮古市、釜石市、久慈
市、二戸市

新卒・既卒
トヨタ自動車㈱製造の新車販売、中古車の販売
車検・点検整備誘致およびお客様のカーメンテナンスフォロー

8名

トヨタカローラ南岩手㈱ 卸売業・小売業
花巻市、北上市、一関市、奥州市、
平泉町、大船渡市

新卒のみ 自動車の営業 若干名

日産部品岩手販売㈱ 卸売業・小売業
盛岡市、北上市、奥州市、宮古市、
大船渡市

新卒及び一般
・取扱商品の入出庫業務及び配達（一部重量物有り）
・自動車部品の検索及び受発注業務

3名

盛岡市、紫波町、花巻市、北上市、
一関市、奥州市

新卒・既卒
自動車の車検、点検整備及び一般修理や販売した新車・中古車等の納
車整備を行います。それに伴う車両の引取、納車等も行います。

3名

盛岡市、紫波町、花巻市、北上市、
一関市、奥州市、大船渡市

新卒・既卒
店頭へご来店いただいたお客様へのセールス活動を行います。販売後
は、顧客管理を行い、車検・点検・の入庫促進を行います。また、ルート
セールス活動を行ってもらう場合もあります。

3名

盛岡市、八幡平市、紫波町、花巻市、
北上市、奥州市、平泉町、宮古市、大
船渡市、釜石市、久慈市、二戸市

新卒のみ 自動車の点検・整備・修理 10名

盛岡市、八幡平市、紫波町、花巻市、
北上市、奥州市、平泉町、宮古市、大
船渡市、釜石市、久慈市、二戸市

新卒のみ
自動車（新車、U-CAR）の販売
情報通信機器の販売
損害保険の取り扱い

10名

岩手県内各所 新卒のみ 自動車整備（車検・点検） 5名

岩手県内各所 新卒のみ 自動車販売 5名

㈱ベルプラス 卸売業・小売業
盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、
矢巾町、花巻市、北上市、遠野市、
一関市、金ケ崎町

新卒・既卒
店長及び本部スタッフ（総務、経理、人事、バイヤー、販促企画情報シス
テム、店舗開発、スーパーバイザー）候補

10名

北上市 新卒のみ
自動車の車検整備
点検・整備
販売車の用品取付

2名

北上市 新卒のみ お車をお勧めするカーアドバイザー 5名

北上市 新卒のみ 整備でご来店のお客様を接客するフロント業務 2名

㈱ホットマン（イエローハット）
◇若者応援宣言企業◇

卸売業・小売業
盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、
一関市、奥州市、宮古市、大船渡
市、久慈市、二戸市

新卒・既卒
YH店頭販売スタッフ：レジ、作業受付、接客、品だし、事務処理等
YH軽整備スタッフ：オイル・タイヤ交換、カーナビ・カー用品等取付

10名

㈱レリアン 卸売業・小売業 盛岡市 新卒・既卒 レリアン店舗内での接客・販売 1名

㈱岩手銀行 金融業・保険業 岩手県内各所 新卒及び一般 銀行業務全般 若干名

ＡＩＵ損害保険㈱ 金融業・保険業 盛岡市 一般のみ
企業向け損害保険のコンサルティング営業
企業向け経営者保険の提案営業
個人向け損害保険商品の提案営業

3名

㈱トヨタレンタリース岩手 金融業・保険業
盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市、宮古市、大船渡市、釜石市

新卒のみ
レンタカー予約受付、貸渡業務
法人向けレンタカー、カーリース営業

若干名

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業
ネッツトヨタ盛岡㈱

◇若者応援宣言企業◇

㈱細川商会(きたかみ自販）

ジャペル㈱

トーサイアポ㈱　リベラルカーズ

トヨタカローラ岩手㈱

日新スズキ販売㈱

ネッツトヨタ岩手㈱



イッティージャパンイースト㈱ 教育・学習支援業 岩手県内各所 新卒及び一般
英会話教室スタッフ
（子ども英会話講師、大人英会話講師）
（イベント業務、PC講師など）

若干名

㈱エムシーエス生涯学習センター 教育・学習支援業
盛岡市、雫石町、紫波町、矢巾町、
花巻市、北上市、一関市、奥州市、
二戸市

新卒・既卒
教室運営（生徒・保護者・非常勤講師対応、申込・請求管理等）
進学指導、得意教科を中心とした学習指導
イベント・テスト・説明会運営、配布物・テストなどの作成・処理

若干名

佐藤興産㈱　北上自動車学校 教育・学習支援業 北上市 新卒及び一般 教習指導員（見習） 1名

北上市 新卒・既卒 教習指導員見習いおよび技能講習講師見習い 1名

北上市 新卒・既卒
一般事務員兼教習指導員見習い
年齢は平成26年4月9日時点で21才以上の方を対象とします。
（指導員審査が21歳以上のため）

1名

北上市 新卒及び一般
指導員資格取得後は運転免許希望者へ教習指導。
資格取得前は受付事務及び送迎車運転、指導員研修。

1名

盛岡市 新卒・既卒
介護職　介護のプロフェッショナルを目指していただく職種です
訪問入浴・訪問介護・デイサービススタッフのいずれかへ配属となります
国家資格取得のための支援制度あります

3～4名

盛岡市 新卒・既卒
介護職との併願が可能です！
介護サービス現場を熟知した上でゆくゆくセンター長を目指す職種
将来的にマネジメント業務に携わり経営幹部を目指します。

3～4名

盛岡市、矢巾町 新卒・既卒
オリジナルプログラムに基づいたご利用者様の介護サービス（送迎・入
浴・食事・排泄・レク・クラブ・イベント等）
早番・遅番・夜勤業務

2名

盛岡市、矢巾町 新卒及び一般
介護スタッフ
通所介護・サービス付き高齢者向け住宅における生活支援サービス

2名

盛岡市、矢巾町 新卒及び一般
介護スタッフ
通所介護・サービス付き高齢者向け住宅における生活支援サービス

2名

北上市 新卒及び一般
医療法人の総務・人事・労務等。各種文書の受付・作成・提出。
職員の採用・異動・退職等管理。新規事業等の企画。医療保険・介護保
険の各種申請書類の作成・行政等への提出。法令順守関係。

1名

北上市、遠野市 新卒・既卒
看護：医療法人で運営する診療所・介護老人保健施設・デイケア・デイ
サービスセンター・訪問看護ステーション・小規模多機能
ホーム等での患者・高齢者に対する看護業務。

5名

北上市、遠野市 新卒・既卒
介護：医療法人で運営する介護老人保健施設・デイサービスセンター・
デイケア・グループホーム・小規模多機能ホーム等
要介護高齢者に対する介護業務。

15名

北上市 新卒・既卒
保健師：医療法人で運営するクリニック・訪問看護ステーション・地域包
括支援センター等における患者に対する看護業務及び地域の高齢者に
対する保健指導

若干名

北上市、遠野市 新卒・既卒
介護：医療法人で運営する介護老人保健施設・デイサービスセンター・
デイケア・グループホーム・小規模多機能ホーム等での要介護高齢者に
対する介護業務。

5名

北上市、遠野市 新卒・既卒
リハビリスタッフ：医療法人で運営するクリニック・介護老人保健施設・訪
問看護ステーションにおける理学療法・作業療法・言語聴覚療法。

若干名

雫石町 新卒及び一般
病院内での看護業務全般。主に病棟勤務（療養病棟）となります。
病状観察・診療補助・療養生活支援等を担当していただきます。

2名

雫石町 新卒及び一般
理学療法士又は作業療法士としてのリハビリテーション業務全般。
その他、付随する指示業務。外来・入院患者様どちらも担当していただ
きます。

2名

雫石町 新卒及び一般
病院又は介護老人保健施設における入院患者・入所者への介護業務
全般を行っていただきます。
食事介助・入浴介助・排泄介助。その他看護師の指示による業務。

2名

㈱スクルドアンドカンパニー 医療・福祉 釜石市 新卒・既卒 釜石市認可の小規模保育園の保育業務全般 2名

遠野市 新卒及び一般
看護職員
入所利用者（要介護高齢者又は障がい者）等の健康管理・看護処置・衛
生管理等

2名

遠野市 新卒及び一般
介護職員又は生活支援員
利用者（要介護高齢者又は障がい者）の日常生活全般の介護及び支援

 10名

花巻市 新卒及び一般
事務全般に関わる仕事（法人会計など）利用者の送迎や通院介助
施設内外の介護補助

若干名

花巻市 新卒及び一般
お米の生産、販売に関わる仕事
水耕栽培ハウスの管理
休耕田や畑の管理など

1名

花巻市 新卒及び一般
障害者の支援に関わる仕事
（障害者通所施設ワークステージ銀河の里での勤務）

1名

花巻市 新卒及び一般
高齢者の介護に関わる仕事
（特別養護老人ホーム、又はデイサービス、グループホームの勤務）

2名

特別養護老人ホーム　らふたぁヒルズ 医療・福祉 大槌町 新卒及び一般 介護職 3名

盛岡市 新卒及び一般
特別養護老人ホームまたはデイサービス、認知デイサービスの要介護
高齢者の介護に関する業務

若干名

盛岡市 新卒及び一般
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスにおいて要介護
高齢者の介護に関する業務

若干名

盛岡市 新卒及び一般
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスにおいて入所者、利
用者のリハビリ及び機能訓練指導員業務

1名

盛岡市 一般のみ
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスにおける入所者、利
用者に対する栄養士、調理士業務

若干名

ALSOK岩手㈱ サービス業 岩手県内各所 新卒・既卒
警備職（機械警備）
パトロールカーに乗務し、契約先に設置した警報機器が侵入・火災等の
情報を感知した際に出動し、対応する業務。及びその他付随する業務

若干名

医療・福祉

医療・福祉

医療・福祉

教育・学習支援業

医療・福祉

医療・福祉

医療・福祉

医療・福祉社団医療法人　康生会　鴬宿温泉病院

社会福祉法人　ともり会　

社会福祉法人　悠和会　銀河の里

社会福祉法人　緑愛会

花北興産有限会社　花北モータースクール

アースサポート㈱

㈱いわて愛隣会
◇若者応援宣言企業◇

医療法人社団　敬和会



㈱アルプス技研　北日本事業部
◇若者応援宣言企業◇

サービス業 盛岡市、花巻市、北上市、一関市 新卒・既卒
機械系技術職、電気電子系・物理系技術職、ソフトウェア開発技術職、
化学系技術職。
開発実務を通して本当にやりたい事を見つける環境があります。

6名

㈲栄光商会 サービス業 久慈市 新卒・既卒
パソコンへのお客様情報入力
売上管理・在庫管理・請求書発行・商品発注・見積り作成など既存客へ
の商品交換及び納品・新規顧客の開拓

1～2名

エージェント㈱ サービス業 盛岡市 新卒及び一般
メディアサポート営業
公共放送の契約についてのお手続・ご案内。充実した研修からスタート
なので、どんな方でも安心できます。

2名

盛岡市 新卒・既卒
お客様の案内、オーダー受付、配膳、片付け、レジ業務
ホール内外の清掃、調理、盛り付け、食材管理補助厨房内の整理整
頓、清掃等

1名

盛岡市 新卒・既卒
お客様の案内、オーダー受付、配膳、片付け、レジ業務
ホール内外の清掃、調理、盛り付け、食材管理補助厨房内の整理整
頓、清掃等

1名

盛岡市 一般のみ
店舗管理業務、店員の指導・教育補佐、調理・盛り付け
食材管理等、接客、お客様の案内、オーダー受付、配膳・片付け
レジ業務

1名

盛岡市 一般のみ
調理業務全般、献立の作成、仕込み、調理、盛り付け
食材管理、厨房内管理、調理員の指導、店長の補佐業務

1名

盛岡市 一般のみ
お客様の案内、オーダー受付、配膳、片付け、レジ業務
ホール内外の清掃、調理、盛り付け、食材管理補助厨房内の整理整
頓、清掃等

1名

エターナルブライダル㈱ サービス業 盛岡市、北上市 新卒・既卒 店舗運営管理業務全般 3名

㈱カルラ　（和風れすとらん「まるまつ」） サービス業

盛岡市、岩手町、紫波町、矢巾町、花
巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州
市、金ケ崎町、平泉町、宮古市、大船渡
市、釜石市、久慈市、二戸市、九戸村、
一戸町、岩手県内各所

新卒・既卒
将来の全国展開に向けて企画・運営に携わる幹部候補の募集
入社3年を目処に店長、その後はエリアマネージャー等経験し、その後
は店舗開発、人材管理、商品企画など責任ある立場が任されます

10名

㈱北日本朝日航洋 サービス業 盛岡市 新卒のみ 測量、調査、設計、固定資産、レ－ザ－計測業務に関する仕事 若干名

㈱クマザワ（カレーハウスCoCo壱番屋） サービス業 盛岡市 新卒及び一般
入社から1～2年は店長のサポート役
接客　調理　商品管理　発注　販促活動当面目標として店舗代行運営で
きる地力を養っていただきます

3名

㈱ＫＹコーポレーション　（やまなか家） サービス業 岩手県内各所 新卒・既卒 飲食店舗運営スタッフ 10名

公楽グループ（㈱公楽）
◇若者応援宣言企業◇

サービス業
盛岡市、紫波町、北上市、一関市、
奥州市、宮古市

新卒のみ
店舗運営スタッフ（ホール・カウンター）
店舗管理スタッフ

30名

盛岡市 新卒のみ
■営業職（個人向）
TVCM等を見て、電話やHPからお見積の依頼を頂いたお客様を訪問す
る100％反響営業です。飛び込み営業は一切ありません。

若干名

盛岡市 新卒のみ
■引越ドライバー（2～4ｔ）
2～3人のチームで、各家庭や事業所のお引越のお手伝いを行って頂き
ます。リーダーとしてスタッフを指揮しながら、自らも家財を運搬します。

若干名

盛岡市 新卒・既卒 英会話・学習塾の教室長、マネージャー候補(総合職) 5名

盛岡市、奥州市、久慈市、二戸市 新卒及び一般
外食店舗の運営・管理（ホール接客・調理補助）
入社後は研修店舗にて接客・調理の研修を行い実務と知識の習得
店長を目指していただき、その後のキャリアアッププランもあります。

5名

シダックスビューティーケアマネジメント㈱
◇若者応援宣言企業◇

サービス業 盛岡市、八幡平市、雫石町、花巻市 新卒及び一般
ビューティーケアセラピスト
ボディケアセラピスト

150～200名

盛岡市、花巻市、宮古市、釜石市 新卒及び一般 パチンコ店ホールスタッフ 若干名

盛岡市、花巻市、宮古市、釜石市 新卒・既卒 パチンコ店店舗運営スタッフ 若干名

盛岡市、二戸市 新卒のみ 交通誘導警備業務 5名

盛岡市、二戸市 新卒・既卒 交通誘導業務 5名

東北ビル管財㈱
◇若者応援宣言企業◇

サービス業 盛岡市 新卒・既卒
電気・空調・給排水・消防保守等、建物全体のメンテナンス業務またはリ
サイクル・建物解体等、一般廃棄物処理業務
その他付帯業務の営業に従事していただきます。

若干名

東洋ワークセキュリティ㈱
◇若者応援宣言企業◇

サービス業 盛岡市、北上市、一関市、釜石市 新卒・既卒
業務職：警備実務・事務・総務・勤怠管理・募集採用など
総合職：警備実務・事務・経理・企画営業・指導教育など

35名

㈱トスネット釜石 サービス業 釜石市、大槌町 新卒・既卒
工事現場等での人や車両の誘導と安全確認等の交通誘導警備
スーパー駐車場における盗難及び事故発生防止の駐車場警備
イベント等の雑踏警備

10名

㈱トスネット陸前高田 サービス業 大船渡市、陸前高田市、住田町 新卒・既卒 交通誘導・イベント等の警備業務 10名

岩手県内各所 新卒及び一般
機械エンジニア
電気・電子エンジニア
システムエンジニア

10名

北上市 新卒及び一般
【自動車開発に関するの機械設計】
詳細設計、モデリング、図面作成
[使用CAD　CATIA V5]

5名

奥州市 新卒及び一般
◆半導体製造装置に関わる業務
・半導体装置組立やプロセス開発、解析業務
・テスターを使用した検査業務

5名

北上市、奥州市 新卒及び一般
【技術職】エンジニア募集
機械系/電気系/電子系/化学系/情報系の幅広い分野での開発・設計・
試作実験・生技・品質・他技術領域での業務

10名

サービス業

サービス業

サービス業

サービス業

サービス業

サービス業㈱ジー・テイスト

㈱新栄

㈱大盛警備保障

㈱トラスト・テック
◇若者応援宣言企業◇

㈱　エスアンドシー

㈱サカイ引越センター



盛岡市、北上市 新卒及び一般
認可保育園での0歳から5歳児の保育業務
小規模保育所での0歳～2歳児の保育業務

3名

盛岡市、矢巾町、宮古市、釜石市 一般のみ 居宅介護支援専門業務 6名

盛岡市、矢巾町、釜石市 一般のみ 訪問介護サービス提供責任者業務 4名

盛岡市、宮古市 一般のみ
通所　生活相談業務（初回の相談、利用説明等）
通所　介護業務（入浴介助、食事介助、排泄介助）
顧客管理（データの管理）、他事業所との連絡調整

2名

盛岡市、宮古市、釜石市 一般のみ
福祉用具に関する相談業務
営業、福祉用具の納品、フィッティング
アフターフォロー

3名

盛岡市 一般のみ 訪問看護業務 2名

花巻市 新卒のみ 和食調理、洋食調理、中華調理、製パン、製菓 10名

花巻市 新卒のみ
ホテル館内のサービス全般
観光客、会議、結婚披露宴、打合せ対応等、全てに関る仕事
フロントを経験後、専門部署（企画、営業）への配属もある。

15名

盛岡市、北上市 新卒のみ 交通誘導警備、施設警備等業務の営業活動 2名

盛岡市、滝沢市、北上市 新卒及び一般
交通誘導・施設警備・駐車場整理・産業廃棄物収集運搬・その他付帯業
務の営業活動・業務活動に従事していただきます。

2～5名

盛岡市、花巻市、北上市、奥州市 新卒・既卒
厨房調理業務：当社で運営している、ホテル、レストラン・カフェ業態にお
ける、厨房・調理に携わるお仕事です。
※和食、洋食（フレンチ・イタリアン）、中華、製菓を募集

5名

北上市 新卒・既卒
本部スタッフ
商品開発、バイヤー、販売促進、総務、経理、施設管理、情報システ
ム、人材開発

5名

盛岡市、花巻市、北上市、一関市、
奥州市

新卒・既卒
店舗運営：当社で運営するホテル、レストラン・カフェ、フランチャイズ
チェーン（ほっかほっか亭、モス、サーティワン等）、カルチャー事業の店
舗運営に携わっていただきます。

5名

防衛省（自衛隊岩手地方協力本部） 公務 滝沢市、山田町 新卒及び一般
自衛官候補生を募集しています。所要の教育を経て3ヵ月後に2等陸・
海・空士に任用されます。その後陸上は1年9ヶ月、海上・航空は2年9ヶ
月を1任期として任用されます。

多数名

矢巾町 一般のみ
各種イベントで使われるレンタル備品の見積作成、企画立案各種イベン
ト現場の設営、撤去、管理業務倉庫整理、商品メンテナンス

2名

盛岡市 新卒及び一般 イベントスタッフ 1名

日鉄鉱コンサルタント㈱　東北支店 その他の産業 盛岡市 新卒及び一般 設計（建設土木関連） 1名

㈱ヨシムラ（リサイクル） その他の産業 一関市 新卒・既卒 廃金属類の買付または商品の検収、在庫管理、荷受・出荷業務 5名

サービス業

その他の産業

サービス業

サービス業

サービス業東アジア警備保障有限会社

㈱みちのくジャパン

㈱アウトレジャー

㈱ニチイ学館

花巻温泉㈱


