
平成29年度　　　　　　就職先一覧表　平成30年3月22日現在

民間就職　（管内） 地域 職種 民間就職　（県外） 地域 職種
1 青柳建設株式会社 一関市 土木作業員 1 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 一般事務

2 一関信用金庫 一関市 金融業務 2 ＡＬＳＯＫ東京株式会社 東京都 警備職(ｾｷｭﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ)

3 株式会社一関ＬＩＸＩＬ製作所　　　　２名 一関市 生産技能職 3 株式会社ヴイ・ﾃﾞｨｰ・エフ・サンロイヤル 埼玉県 営業（販売）

4 株式会社岩手サントップ大東工場 一関市 技能職 4 株式会社オオゼキ　　　　　　２名 東京都 チェッカー職

5 インテグラン株式会社　岩手工場 一関市 技能職 5 山九株式会社東京支店 東京都 フォークリフトオペレーター

6 ＳＷＳ東日本株式会社　　　２名 一関市 一般職 6 株式会社瀬里奈 東京都 接客スタッフ

7 有限会社及善会館　　　　　２名 一関市 ホールサービスウェディングプランナー 7 新日鐵住金株式会社君津製鐵所 千葉県 生産設備のオペレータ、設備メンテナンス

8 株式会社及友技建 一関市 型枠大工 8 株式会社第一ビルメンテナンス 東京都 クリーンスタッフ

9 株式会社加藤重機 一関市 一般職(建設関係) 9 東京ビジネスサービス株式会社２名 東京都 設備メンテナンスエンジニア

10 株式会社門崎　　　　　　　　２名 一関市 食肉処理・加工・製造 10 東北電力株式会社 宮城県 電気
11 株式会社門崎 一関市 レストランホール係及び調理業務 11 トヨタ自動車東日本株式会社　　　３名 宮城県 生産関係職

12 株式会社ケイ・エム　アクト 一関市 保全 12 株式会社トリドールジャパン　丸亀製麺 東京都 接客・調理スタッフ埼玉

13 株式会社ケーエフエム 一関市 製造職 13 日鉄住金鋼管株式会社鹿島製造所 茨城県 技能職
14 株式会社サクシーディング 一関市 加工作業者 14 東日本電気エンジニアリング株式会社 東京都 技術職
15 株式会社髙木工業所 一関市 現業係 15 日野自動車株式会社 東京都 生産技能職

16 株式会社佐原 一関市 生産製造技術管理 16 フジパン株式会社 神奈川県 生産（関東）

17 三光化成株式会社　　　　　　２名 一関市 製造管理・検査 17 本田技研工業株式会社　　　　　　２名 埼玉県 輸送用機械器具製造（四輪車の製造）

18 千住スプリンクラー株式会社　岩手事業所 一関市 技能工 18 ロイヤルホールディングス株式会社東京本部 東京都 調理職
19 株式会社大昌電子岩手工場　２名 一関市 電気機械器具製造 19 ワールドエンタープライズ株式会社 千葉県 航空関連業務(総合職)

20 株式会社大昌電子岩手工場 一関市 工場設備保全業務 20 まるか食品株式会社 群馬県 製造要員

21 手づくり有限会社館ｹ森ハム工房 一関市 ハム・ソーセージ等の製造 21 東京理化器械株式会社宮城工場 気仙沼市 組立業務（組立事務作業）

22 東北オカヤ株式会社 一関市 技能職 22
23 特定非営利活動法人なごみ 一関市 介護員 23
24 日本端子株式会社花泉工場 一関市 現業職（製造） 24
25 株式会社日ピス岩手　　　　　５名 一関市 技能職（加工工・検査工） 25
26 株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 一関市 製造職 26
27 株式会社フリーデン 一関市 家畜（豚）飼育 27
28 株式会社三ツ矢建設工業 一関市 設備機械オペレータ 28
29 有限会社両磐電気 一関市 電気工事士 29
30 有限会社ヤマキ産業運輸２名 一関市 運転手 30
31 日本道路株式会社　東北支店　東磐アスコン企業体 一関市 製造製品の品質管理業務 31
32 夕川塗装 一関市 自営業 32
33 株式会社オヤマ 一関市 食肉加工・食肉惣菜・冷凍食品製造 33
34 株式会社アロン社 一関市 製造及び製品検査 34
35 株式会社長島製作所 一関市 製造 35
36 株式会社　マイヤ 一関市 販売員【一関地区】 36
37 37
38 38
39 39
40 40
合計 47 合計 26

民間就職　（県内） 地域 職種 公務員 地域 職種
1 イオンスーパーセンター株式会社盛岡本部 販売職（総合職・県南） 1 一般曹候補生　　　　１名 自衛官
2 株式会社岩手ホテルアンドリゾート 盛岡市 ホテル・リゾート施設でのサービス全般 2 岩手県警　　　　　　　１名 警察官
3 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡市 プロフェッショナル採用 3
4 株式会社ケーワイコーポレーション 接客・調理係 4
5 株式会社ユアテック 電気技術者 5
6 愛知陸運株式会社 北上市 現業職 6
7 株式会社みちのくジャパン 北上市 販売（店舗運営職） 7
8 8
合計 7 合計 2


