
平成26年度　　　　　就職先一覧表　　平成27年3月30日現在

民間就職　（管内） 地域 職種 民間就職　（県外） 地域 職種
1 （株）アロン社 一関市 製造及び製品検査 1 （株） 阿部長商店 南三陸ホテル観洋 宮城県 フロントサービス

2 （株）ウェーブロックインテリア　一関事業所 一関市 壁紙生産工程作業員 2 （株）ＮＴＴ－ＭＥ 東京都 情報通信エンジニア

3 （株）オヤマファーム 一関市 農場飼育管理 3 （株） 川島コーポレーション 千葉県 介護職（ﾍﾙﾊﾟｰ）

4 （株） 門崎 一関市 レストランホール係及び調理補助 4 （株） カルラ 宮城県 調理
5 （株）神文ストア 一関市 総合職 5 （株）　金太楼鮨本店 東京都 鮨調理師見習

6 （株）染めQテクノロジィ 一関市 製造・施工 6 （株）シマ精工 宮城県 機械加工技能職

7 （株）大昌電子岩手工場　４名 一関市 電気機械器具製造 7 （株）瀬里奈 東京都 接客スタッフ

8 （株）日ピス岩手　３名 一関市 技能職（加工工・検査工） 8 （株） ハンサム 埼玉県 美容師アシスタント

9 （株）伸原工業所東北工場　２名 一関市 板金工 9 （株）ユアテック 宮城県 電気技術者

10 （株） マリアージュ 一関市 営業・サービス 10 曙ブレーキ福島製造（株） 福島県 技能職
11 （株）丸江 一関市 スーパーの生鮮部門業務 11 医療法人社団晃和会 宮城県 介護職員

12 （株）リビングワーク一関事業所 一関市 生産職 12 新日鐵住金（株）君津製鐵所 千葉県 生産設備ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

13 （株）和興ニット 一関市 縫製 13 東京エアポートレストラン（株） 東京都 接客サービス職

14 一関信用金庫 一関市 金融業務 14 東京電力（株） 東京都 技術職
15 いわて平泉農業協同組合 一関市 一般職 15 東北電力（株） 宮城県 電気
16 ＳＷＳ東日本（株） 一関市 一般職 16 トヨタ自動車東日本（株）本社大衡工場 宮城県 学園生徒

17 大森工業（株） 一関市 建築（大工・見習工） 17 トヨタ自動車東日本（株）本社大衡工場 宮城県 生産関係職

18 共栄フード（株）東北工場 一関市 製造業務 18 日産自動車（株） 栃木県 技能職
19 佐藤工夢店（株） 一関市 大工見習い 19 日鉄住金物流君津（株） 千葉県 操業要員

20 社会福祉法人 川崎寿松会 一関市 老人介護 20 東日本旅客鉄道（株）（仙台） 宮城県 プロフェッショナル採用

21 社会福祉法人千 寿慶会 一関市 介護職 21 日野自動車（株） 東京都 生産技能職

22 社会福祉法人室蓬会 一関市 介護職員 22 本田技研（株）埼玉製作所　２名 埼玉県 四輪車の製造

23 社会福祉法人 二桜会 一関市 介護員 23 三井精機工業（株） 埼玉県 技能職（エンジニア）

24 社会福祉法人室根孝養会 一関市 介護士 24 山崎製パン（株）　２名 東京都 生産関係職

25 タケヒロ東北（株） 一関市 技能職 25 ワールドエンタープライズ（株） 千葉県 総合職、機内食

26 手づくり㈲館ケ森ハム工房 一関市 ハム・ソーセージ等の製造 26
27 東北オカヤ（株） 一関市 技能職 27
28 日本端子（株）　２名 一関市 現業職（製造） 28
29 ファッション貴一関工場 一関市 縫製工 29
30 中華料理一心 一関市 自営 30
31 いわて平泉農業協同組合 一関市 臨時職員（農業研修生） 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40

合計 38 合計 27

民間就職　（県内） 地域 職種 公務員 地域 職種
1 （株） 岩手銀行 県内 銀行業務全般 1 一関市職員 一関市 一般事務

2 （株）ベルプラス 県内 販売 2 一般曹候補生　 自衛官
3 （株） みちのくジャパン 北上市 販売（店舗運営スタッフ） 3 一般自衛官 自衛官
4 ｱｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(ｱｰﾄ引越ｾﾝﾀｰ)（株） 県内 生産職助手（引越作業員） 4
5 東日本エンジニアリング（株） 盛岡市 技能職 5
6 東日本旅客鉄道（株）（盛岡） 盛岡市 プロフェッショナル採用 6
7 株式会社　金澤鋼業 盛岡市 鉄筋工 7
8 8

合計 7 合計 3


