




　庄内地域にある優れた技術力を持つ企業、固有の製品を有する企

業、全国に販路を展開している企業などを庄内総合支庁フェイスブック

で紹介する取組み「いいね！　庄内の企業」を行っています。

　会社の基本情報や特徴的な技術・製品を紹介するほか、会社の魅力

や強み、経営者や先輩若手社員の声を発信していますので、会社選び

の参考にしてくださいね。

“いいね！庄内の企業”

気になる企業の話を聞くチャンス！！

学生・UIJターン庄内就職説明会
令和3年

3月20日土・21日日
13：00～16：30

日 時

いろり火の里 なの花ホール（三川町大字横山字堤172-1）

場所

96社（2月1日現在）（20日：48社、21日：48社）

参加企業

※他の参加企
業等、詳細につ
いてはホーム
ページを御覧く
ださい。

いいね
！庄内
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：冠婚葬祭

株式会社アークベル
カブシキガイシャアークベル

私たちは冠婚葬祭の「感動交響楽団」です

新潟県新潟市中央区南笹口

2丁目7番20号

1958年６月

881名（2020年6月）

冠婚葬祭に関する事業一切、

貸衣裳、宴集会の提案・施行　等

https://www.arkbell.net/

025-247-6112

jinj i@arkbell.net

https://www.arkbell.net/recruit/

　オーケストラの響きが観客の心を感動で満たしていくように、私た

ちは冠婚葬祭の「感動交響楽団」として、どうすれば心からご満足い

ただけるかを考えながら、真心のこもったサービスの提供に努めてい

ます。

　毎年、知識や経験のない新入社員が多く入社しておりますが、ベル

ナール（結婚式場）、ビアンベール（貸衣裳）、セレモニー（葬祭）の

各部門に配属後、研修やOJT指導により半年～１年後には担当者と

して活躍しております。

　人生の大切な1日で、私たちと一緒に感動を届けましょう！

　私たちの採用方針は「人柄」採用です。

　知識や経験が豊富な方よりも　相手のために頑張れる

人、喜んでもらうことが好きな人、前向きでワクワクし

ている人、を募集しています。

　誰かのために頑張りたい、人の役に立てる仕事をした

いと考えている方はぜひご応募ください。一緒に感動を届けましょう！！

人事総務部 人事課　広島・矢野・青海

2021年4月末まで

下記QRコードより、LINE登録

をお願いいたします

LINE内で採用に関する情報を発

信しています。

酒田市、鶴岡市

（結婚式場）ウェディングプラン

ナー・バンケットアドバイザー

ブライダルプロデューサー

（衣裳）コスチュームアドバイザー

（葬祭）フューネラルアドバイザー

庄内地区5名程度

大卒初任給　207,300円
（2020年4月実績）

9：00～ 17：45

月8日（シフト制）

2022年3月卒業予定の大学、

短大、専門学生

有 無

人事総務部人事課　矢野 慎也・青海 友美
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：住まいの建築工事業

株式会社アクアプラス
カブシキガイシャアクアプラス

想いを一つに… 幸せを届けたい。

鶴岡市遠賀原字稲荷41-4

1987年1月

12名

住宅リフォーム、新築、リノベーション

https://aquaplus-reform.com/

0235-24-5845

info@aquaplus-reform.com

https://aquaplus-reform.com/

　わが社は地元庄内を中心に、地域密着、生涯顧客を掲げ、創業35年。

水まわりのリフォームから、新築、リノベーション、性能向上リフォー

ムへと進化しております。

　住まいのことが好きで、人が好きで、空想することが得意で、手先

も器用。いつも何か役立つことを考えている、住まいの夢と未来をと

ことんカタチにしたい。そんな私たちの願いがアクアプラスになりま

した。

　「想いを一つに…幸せを届けたい」という社是に

共感していただける、私たちの仲間を募集しており

ます。おもいっきり熱い仲間たちが、あなたをお待

ちしています。

総務部　上野 ゆかり

上野 ゆかり

随時

メールで受付します

鶴岡市

建築士（建築士を目指している方）

若干名

200,000～ 300,000円

8：30～ 17：30

会社カレンダーによる

有資格者、取得予定者

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：介護福祉サービス

社会福祉法人あつみ福祉会
シャカイフクシホウジンアツミフクシカイ

地域に寄り添い、地域福祉へ貢献する仕事です。

鶴岡市槙代丁53番地1

1990年4月

160名

介護・福祉サービス

https://atumihukushikai.jp

0235-43-2351

　個人の尊厳を重視し、健やかでやすらぎのある生活を提供し、地域

福祉の拠点となるべく、専門性と資質高揚に向け、たえず努力する事

を基本理念とし、温海地域に、温寿荘（特別養護老人ホーム、ショー

トステイ、デイサービス、ホームヘルプ、支援センター）、小規模多

機能型居宅介護事業所清流苑、地域包括支援センターあつみの７事業

所を展開、地域の高齢者福祉のニーズに対応しております。

　働く職員は、優しい笑顔でさわやかな挨拶を心がけ、「真心介護」を

尽くせることに感謝し、一歩引く心の余裕で和を大切にしています。

　利用者の皆さんが利用しやすい環境とするためにいろいろ配慮し、

「ふれあいとやすらぎの里」となるよう頑張っております。

　まったく経験のない方でも働きながら仕事を覚え、資格を取

得した職員も多数在籍しています。介護の仕事は大変ですが、

やりがいのある仕事です。利用者一人ひとりと真摯に向き合い、

仕事に取り組むことで自分自身を成長させることができ、仕事

に誇りを持つことができます。また、利用者・家族から感謝の

ことばを頂いた時には、大きな喜びを味わうこともできます。

介護職員　栗田 航紀

菅原、本間

随時

ハローワーク経由、電話、施設

窓口でも受け付けております。

温寿荘（鶴岡市槙代丁53 -1）

介護職員

若干名

当法人規程による

（社保・退職金制度完備）

大卒　199,300円～（手当含む）

7：30～20：00（内実働8時間）

16：30～翌9：30（夜勤の場合)

125日（令和2年度実績）

その他夏期・育児・介護休暇制

度あり

不問

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設 建築資材販売・不動産業務・保険業務

阿部多グループ企業
アベタグループキギョウ

鶴岡で96年　地域の暮らしをフルサポート

阿部多㈱･阿部多商事㈱…

　　　　鶴岡市文下字沼田44 -1

阿部多不動産㈱…

　　　　鶴岡市山王町9 -35

1924年

87名

建設 建築資材販売・

不動産業務・保険業務

http://abetagroup.jp/

0235-22-6531

soumu2@abeta.co.jp

http://abeta.jp

■阿部多株式会社

　パナソニックやリクシルをはじめ､建設･建築に関わる大手メーカー･商社の

地区代理店･販売店として責任のある販売や施工を行なうと共に､資材センター

(プロショップ)や水回り商品を中心としたショウルームも併設しています。

■阿部多不動産株式会社

　賃貸物件･中古住宅･土地の仲介から分譲地開発､住宅建築､リフォーム工事ま

で､お客様のご要望に合った住まい探しのお手伝いをさせて頂きます。相続･不

動産運用などのコンサルタント業務も専門のプロがご相談に応じております。

■阿部多商事株式会社

　皆様の安心した生活をお守りできるように､適切なアドバイスをさせて頂き

ます。火災保険(地震保険)､自動車保険､生命保険等の販売代理店として営業

しております。

　私たちグループ企業の活動が､地元の皆様に元気を与え､郷土の発展に貢献で

きるようにこれからも取り組んで参ります。

　「衣･食･住」の住に関わる仕事を中心に、総合力で地域の発展に貢

献し、お客様に笑顔になってもらえるように、社員一同仕事に取り

組んでいます。幅広い分野の中で、若い人が大いに能力を発揮し、

やりがいを感じてもらえるようにサポートします。チャレンジ精神

があり、アイディア豊かな人、大歓迎です。

代表　阿部 廣弥

阿部多㈱ 総務部 　小野寺　　

2021年4月1日～

履歴書･卒業見込み証明書と成績

証明書を上記住所宛てに郵送、

もしくは持参して下さい。書類

選考の上、一次試験の案内を致

します。

鶴岡市・酒田市

阿部多㈱…営業部・工事部・配送部

阿部多不動産㈱…賃貸部門のリーシ

ング及び管理業務

２～３名

176,000円～188,000円

８時間/日

年間105日（会社カレンダーによる）

普通自動車免許、パソコン操作等

有 無

阿部多株式会社 阿部多不動産株式会社

H30年第9回スポーツ講演会 チャリティバザー
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：電気工事業

アベ電工株式会社
アベデンコウ　カブシキガイシャ

信頼と技術で地域社会の建設に貢献する会社です。

鶴岡市小淀川字色田72番地の4

昭和47年 3月

34名

電気工事業、管工事業、

電気通信工事業、消防施設工事業

http://www.abedenko.co.jp

（0235）-23 -1499

info@abedenko.co.jp

http://www.abedenko.co.jp

　当社は、今年で51年目を迎える内線専門の電気工事会社です。

　男性29名、女性5名の計34名が在籍しております。官公庁の物

件も多く、トンネルや道路照明工事、工場などの大規模物件や個人住

宅の電気工事など、幅広く事業を行っています。安全作業に対する活

動も充実しており、毎年安全大会を開催し、羽黒神社への参拝や安全

講話等を行っています。また、二年に一回社員旅行もあります。

　専門性が高いのではじめは覚えることも多いですが、自分で手掛け

た現場が完成した時の喜びは、きっと日々の仕事の糧になると思いま

す。未経験者でも電気工事

士の資格を取得し、現場で

活躍しています。少しでも

電気工事に興味がある方は、

是非一緒に働きましょう！

　10代から60代まで各年代の社員が切磋琢磨しながら技術力を

培ってきた会社です。

　資格取得にも全面的にバックアップしますので、安心して働ける

職場です。現場で働いてみたい女性の方も大歓迎しますので、興味

のある方は是非お問い合わせください。

代表取締役　阿部　勝

令和3年4月から随時

下記番号へお電話下さい。必要

書類や面接等のスケジュールの

詳細はお電話でご説明致します。

お問い合わせに関しても、お気

軽にお電話ください。

本社、各現場

電気工事業

2人

高卒初任給　170,000円

大学初任給　180,000円

8：00～ 17：00

日曜・祝日・年末年始・他、

当社カレンダーによる

自動車運転免許

有 無

代表取締役　阿部 勝
あ べ　まさる
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：警備業

ALSOK山形株式会社
アルソックヤマガタカブシキガイシャ

「この瞬間も、守っている。」

山形市松栄1－5－30

平成21年4月

281名 (令和2年11月現在)

警備業全般、警報装置等設置工事、

防犯・防災機器販売等

http://yamagata.alsok.co.jp

023-647-5500

ymg-saiyo@alsok.co.jp

http://yamagata.alsok.co.jp

　セキュリティ業界のリーディングカンパニーである ALSOK グルー

プの山形県担当が私たちALSOK山形株式会社です。

　山形のみなさんが毎日安心して過ごせるよう、地元企業の財産やご

家庭の安心を365日24時間見守り続けています。経営理念である「あ

りがとうの心」と「武士の精神」で完全な警備を提供し、笑顔で暮ら

せる地域社会へ貢献していく。それが私たちALSOK山形の本分です。

　当社の社員は警備職だけではなく、警備の提案や導入を行う営業職、

各種セキュリティセンサーの取付・メンテンナスを行う技術職等様々

な職種で地域の安全安心を支えています。

　警備輸送隊員の主な業務は、お客様からお預かりした「貴重品」

を安全かつ正確にお届けすることです。2人一組で業務にあたり、

相互確認や指差呼称が大切になります。

　専門的な知識が必要で、日々覚えることが多く大変な時もありま

したが、先輩方から一から丁寧に指導していただけるので安心して

作業ができ覚えることができました。

　警送隊は活気があり、温かい職場です。

山形警送隊　新関 侑稀

人事課　堀川

2021年3月１日～

マイナビ2022にてエントリー

をお願いいたします

山形県内（山形市・東根市・米沢市・

酒田市・鶴岡市・新庄市の各事業所）

警備職、営業職、技術職(警備

職以外の方も入社後半年～１年

は警備職での勤務となります)

大卒程度5名（予定）

規定による（大卒初任給157,000円～）

８：30～17：30、17：30～翌８：30

※各警備隊により異なる。また、職種

変更後は勤務時間等変更あり

シフトによる

普通自動車免許（取得見込可）

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：測量設計業

株式会社石川測量事務所
カブシキカイシャイシカワソクリョウジムショ

地域に根差した企業をめざして

鶴岡市日出一丁目27番13号

昭和38年７月

19名

測量設計業全般

http://ishikawa-sokuryo.com

0235-22-0204

info@ishikawa-sokuryo.com

http://ishikawa-sokuryo.com

　当社は

・測量全般、各種調査

・道路、河川等の土木設計

・用地補償調査

・UAV（ドローン）による空撮及び画像処理

等の仕事を行っています。

　会社設立から一貫して、社員それぞれが自己研鑽を重ね、品質の良

い成果品を納品できるように日々頑張っています。

　新しい技術も取り入れながら、地域社会へ貢献できるよう社員一丸

となって努力をしています。

　『やる気のある方大募集！』

　幅広い年代の職員が在籍しており、お互い切磋琢磨しながら自分

の仕事に責任を持って作業を行っています。初心者で入社しても、

ベテランの先輩社員が親身に分かりやすく指導してくれます。また、

各種資格取得に対しての助成も手厚く行っています。

代表取締役　石川 功

総務課　石川 妙子

2021年4月1日～6月18日

履歴書、卒業見込み証明書、成

績証明書を郵送してください。

書類選考の上、一次試験のご案

内をいたします。

鶴岡市

技術職、一般職

それぞれ若干名

当社の規定による（社会保険完備）

初任給

大学卒 185,000円

短大卒 175,000円

専修学校卒 175,000円

高校卒 165,000円

昇給　あり

賞与　あり（年2回）

8：00～ 17：00

土日・祝日・年末年始

普通乗用自動車運転免許（AT限

定可）

測量士補、RCCM（あれば望まし

い、無くても取得する意欲のあ

る方）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業（管工事業）

株式会社板垣水道
カブシキガイシャイタガキスイドウ

くらしの中から、持続可能な人も自然も共に輝く、
庄内の未来をつくる企業です。

鶴岡市長沼字上新田34番地

1979年４月

７名

「水」と「熱」から快適なくらし

（しあわせ）を創る仕事です。

https://kaiteki-koubou.com/

0235-64-2463

itagakisuidou@chive.ocn.ne.jp

https://kaiteki-koubou.com/

　私たちが企業活動で接する「水」と「炎（熱エネルギー）」は、ラ

イフラインとして生命、そしてくらしと直結します。また、自然環境

と密接に関わります。

　豊なくらしには「水」と「炎（熱エネルギー）」を、だれでも快適

に安全で安心して使える事が重要です。

　人にも自然にもやさしいくらしの提供。環境性や経済性、使いやす

く健康に配慮したくらしの実現へ積極的に取り組んで行きます。

　自然豊かな庄内の魅力を積極的にくらしの中へ取り入れ、庄内でな

くては味わえない豊かなくらしへ繋げて行きます。

　新たな商品開発やサービスの提供などを通して、雇用の創出や企業

連携など仕事づくりを行い、笑顔の輪が広げて行きます。

　地域の皆さまから生かされる事に感謝し、社員と共に夢を語り未来

をつくる企業を目指します。

　最初は専門用語などが多く、大変でした。今も毎

日が勉強です。お客様から「いがった～（良かった）。」

と喜んでもらえるのが仕事の励みにつながってい

ます。

経理担当　板垣 幸枝

板垣 一紀

4月1日（木）～5月31日（月）

履歴書と卒業見込み証明書、成

績証明書を郵送して下さい。

鶴岡市

技術職

１名

当社規定による（社会保険完備）

大学卒初任給　190,000円

7：45～ 17：00

会社カレンダーによる（日曜日、

隔週土曜日、年末年始、ＧＷ、夏

期休暇等）

普通自動車免許（準中型免許を推奨）

新しい事にチャレンジすることが

好きな方、もの作りが好きな方、

庄内が好きな方、夢を持っている

方 または私たちと一緒に夢が見れ

る方の応募をお待ちしております。

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：高齢者福祉・介護サービス事業

社会福祉法人一幸会
シャカイフクシホウジンイッコウカイ

ご利用者のWELL-BEINGな日々をつくる

鶴岡市美原町４番40号

平成元年６月

135名　

高齢者福祉・介護サービス事業

http://www.ikkoukai.or.jp

0235-25-2881

saiyomado@ikkoukai.or.jp

https://www.ikkoukai.or.jp

　歴史と文化が薫る鶴岡市中心市街地に位置し、10事業所を経営する

社会福祉法人です。

　【～自分らしく生活するために思いやりに溢れた温かい心で必要な

支えを必要な時に提供し安心される介護を目指します～】を理念に掲

げ30余年の実績。ご利用者お一人お一人にとってより良い支援のた

めに若手ベテラン問わず、そして多職種で検討しあいながら介護力を

高めています。一緒に地域福祉を支えてくれる若い皆さんの力を求め

ています。

　入職したての頃には気づかなかったことに今は気

づけるようになってきて、自分の対応でご利用者の笑

顔を引き出すことができたり、喜んでいただけると、

心から嬉しくとてもやりがいを感じます。仕事を通し

て成長している自分を感じられる職業だと思います。

本部事務局　松田

令和３年４月～

採用申込書（HPからダウンロー

ド可）又は履歴書、成績証明書、

卒業見込み証明書

鶴岡市内事業所（美原町、陽光町）

介護職、看護職、機能訓練職（作業、理学）

若干名

当法人の規程による

＊詳細はHP参照下さい

実働８時間

年間120日・他 年休・特休など

介護職については学部不問、看

護職、機能訓練職は業務上必要

な国家資格（見込み）

有 無

リーダー介護員兼支援専門員　池幸園所属
（N.E　平成17年新卒入職）

一幸会サテライトプラザ

池幸園・健楽園
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：電子部品製造業

株式会社ウエノ
カブシキカイシャウエノ

ノイズ対策用コイルの世界標準を庄内から

鶴岡市三和字堰中100

1984年５月

90名

ノイズフィルターコイルの設計製造販売

https://www.uenokk.co.jp/

0235-64-2254

sumito-takahashi@uenokk.co.jp
satomi-kokubun@uenokk.co.jp

https://www.uenokk.co.jp/

　ウエノは、電気機器内部のノイズを取り除くノイズフィルターコイル

という部品を専門に設計製造販売しております。身の回りの多くの電化

製品に搭載されており、私たちが生活していく中で欠かすことのできな

い部品です。ウエノはコイル生産の技術革新に常に挑戦し続けてきまし

た。2005年には世界で初めて、トロイダルコイルの自動巻線機を開発、

それまで手作業で行われていた巻線工程に飛躍的な生産性の向上をもた

らしました。さらに商品開発として、2011年にノイズ除去特性に優れ

る次世代コイルを開発。画期的な製法・デザインの当社の主力製品です。

現在でも改良を続け、国内はもちろん

のこと、マーケットボリュームが大き

い中国、台湾の市場へ売込みを行って

います。今後、国際競争力をさらに強

化し、海外市場でもシェアを拡大して

いきます。

　入社の動機は、停滞することなく常に新しい事に挑戦

し続けている姿勢に魅力を感じたことです。現在の業務

は、主に国内の買掛管理、中国工場の会計資料確認を中

心に行っています。地元鶴岡にいながら海外の業務に携

わることができる事にやりがいを感じています。今後は

他部署の仕事内容等を理解し、今まで以上に効率の良い、正確な仕事をして

いきたいと考えています。何事にも受け身にならず、自律的に考えられる人

を目指して頂きたいです。そのような人材を求めています。

総務課　國分 里美

総務課　髙橋、國分

５月31日

（それ以降はお問合せください）

最初に下記メールにご連絡くだ

さい。その後、履歴書、卒業見

込証明書、成績証明書をご郵送

ください。

鶴岡市、三川町

設計、製造、生産管理、品質管理、総務

３～４名

大学院卒 210,000円

大学卒 200,000円

短大・高専卒　180,000円

通勤手当（月額12,000円迄）

日祝日、土曜（不定期）、夏季、年

末年始休暇/年間休日数116日

不問

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

羽前建設株式会社
ウゼンケンセツカブシキガイシャ

まちづくりの意志を、繋いでいきたい。

酒田市上安町二丁目20-30

1978年2月

24名

公共工事を主とした工事全般

http://www.uzen.co.jp/

0234 - 27- 3116

uzens@uzen.co.jp

https://www.big-advance.site/s/

166/1286（リクルート専用HP）

　羽前建設株式会社は、山形県酒田市で道路改良、橋梁補修、農地や

公園整備などの「まちづくり」をしている会社です。

★令和元年度・令和２年度酒田市優良企業表彰：２年連続受賞★

★令和２年度建設産業雇用改善表彰受賞★

　国家資格等取得の費用負担や育児・介護と仕事の両立支援をはじめ

に、より良い仕事をより良い雇用環境で行えるよう取り組んでいます。

　20代から70代と各世

代の従業員が、それぞれの

持ち味を活かしながらひと

つひとつの工事に臨んでい

ます。

　最も重要なのは「やる気」です。

　土木の仕事は、CADで繊細な図面を引き、役所や地域の方との緻

密なコミュニケーションを取り、現場仕事には細部まで熟練された

技術が息づいています。社会貢献度の高さ、やりがいの大きさともに、

子供に誇れる仕事です。この意志を次の世代に繋いでいくのが、私

たちの役目だと思っています。

　人にはそれぞれ味がある。持ち味をいかして、一緒にまちづくり

を繋いでもらえたらと思います。

代表取締役　今井 透

常務取締役　鈴木

随時受け付けています。

ハローワーク求人窓口よりお申

込み下さい。

庄内地域（転勤：無）

施工管理、現場施工

若干名

当社規定による（社保・厚年・

労災・退職金制度完備、昇給年

1回・賞与年2回実績有）

8：00～17：00

土、日、他当社カレンダーによる

（年末年始、GW、夏季休暇有）

普通自動車運転免許（AT限定不可）

施工管理は、基本的なPC操作

が出来る事

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

株式会社エイアンドシー
カブシキガイシャエイアンドシー

「豊かさと創造　すべてはお客様のために」

023 - 647-1053

jinji@aandc.jp

http://www.aandc.jp

　当社は昭和48年12月、山形ナショナル電機株式会社(元山形パ

ナソニック株式会社)の関連会社として設立し不動産及び損害保険の

事業を開始し、その後、山形県内を中心にモバイル事業、

TSUTAYA事業、ビジネスサポート事業等、展開してきました。「豊

かさと創造　すべてはお客様のために」という経営方針のもと、これ

からも皆様との出会いを大切にし、各種事業を通じて地域の豊かで楽

しい生活を創造してまいります。

　弊社は創業48年となります。お陰様でドコモ・

au・ソフトバンクの携帯ショップの運営、

TSUTAYA運営・ビジネスサポート事業や保険事

業等、様々な商売を展開する企業に成長してまいり

ました。今後も、商売人としての心構えである三方

良し(売り手より・買い手よし・地域よし)を念頭

においた営業を心がけ、さらなる成長を目指します。

そんな弊社に、皆さんの若いフレッシュな感性を持

ち込んで頂き、自己成長・自己実現できるよう一緒

に頑張ってみませんか。社員一同、お待ちしており

ます。

代表取締役　伊藤 芳明

人事部 部長　原田 泰文

随時

履歴書・卒業見込証明書、成績

証明書を郵送もしくは持参して

ください。

書類選考のうえ、試験の案内を

いたします。

山形県内９市町村、

秋田県内３市町村

（自宅より通勤できる店舗へ配属）

販売職（携帯電話ショップスタッフ）

５名

当社の規程による（社会保険完備）

大卒 　　　　180,000円

短大・専門卒 160,000円

９：30～ 19：00

シフト制（月８～９日）

特になし

山形市西田５丁目26番１号

昭和48年12月

267名

モバイル事業

（ドコモ・au・ソフトバンクの

直営店）、TSUTAYA事業、ビジ

ネスサポート事業、保険事業、

その他事業（コインランドリー、

カフェ）

http://www.aandc.jp

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸売業

遠藤商事株式会社
エンドウショウジカブシキガイシャ

暮らしをエネルギーで支える仕事です。

山形市穂積85番地

1928年 4月

268名

石油・LPガス製品などの卸売り

https://www.endo.co.jp/

023-631-1331

info@endo.co.jp

https://www.endo.co.jp/

　遠藤商事株式会社は昭和3年に山形市宮町の小さな油店から始まっ

た総合商社です。お客様からの要望にお応えする形で事業規模を拡大

してきました。

　創業から 90年以上が経った今では、山形県・宮城県に 20か所以

上の拠点を構え、石油製品だけでなく LP ガス製品・車両の販売・水

耕栽培など他にもたくさんの商品を取り扱っています。

　弊社がここまで規模を拡大してこられたのもひとえに地域のお客様

に支えられ、地域のライフラインを支えてきたからです。従業員それ

ぞれに活躍の場があり、日々努力している会社です。様々な活躍の場

があるのは、多種多様な事業を行っている当社ならではの環境です。

私たちと一緒に地域の暮らしを支えていきませんか？

　遠藤商事はエネルギーで地域を支える「地域密着

型の総合商社」です。現在は採用担当として、地域を

支える仕事の裏方として会社を支える自分の業務に

やりがいを感じています。

総務課　宍戸 直規

総務部総務課　宍戸 直規

合同説明会などでご案内致しま

す。

履歴書・成績証明書・卒業見込

証明書を郵送下さい。

山形県・宮城県各地（鶴岡支店あり）

総合職（営業・販売・事務のいづれか）

5名前後

193,600 円（営業・販売職に

は職務手当を別途支給します。）

各所属のシフトによる

年間104日

普通乗用自動車免許（AT 限定

不可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

太田産商株式会社
オオタサンショウカブシキガイシャ

ひたすら、むきあう。

鶴岡市大宝寺字立野503 -1

1967年4月

94名（男性56名　女性38名）

食肉加工・販売

https://www.otasansho.co.jp

0235-24-7465

gando@otasansho.co.jp

https://www.otasansho.co.jp/

　お客様の“あったらいいな”を実現するために、安全で美味しい豚

肉の提供を掲げ、「ISO9001：2015」認証、HACCP規格に対応し

た衛生的な環境のもと生産を行っております。

　良い製品づくりには安心して働ける職場環境は不可欠です。

　子どもたちの世代、その先まで「ふるさとの味」を伝えたい。

　私たちは、年齢、性別関係なく社員全体が輝ける職場を築きお客様

の「太田産商に頼んでよかった」という声を励みに日々がんばってい

ます。

そういった弊社の取り組みが評価され、経済産業省における「地域未

来牽引企業」として認定されました。

　今後も地元出身者を積極的に採用し、若手の人材育成に努めると共

に、地域経済の活性化にも寄与していきたいと思っています。

　私達は主に営業部門において、豚規格肉の販売に携わっております。現状の厳しい

環境下においてもシンプルですが、明るく・楽しくひたすら前進をモットーに日々頑

張っています。新たな人材については、現状の常識だけにとらわれない、探求心・冒

険心を持った人材を求めています。もちろん未経験者でも安心して働けるカリキュラ

ムを準備しております。そして私達も人材育成を通じて共に成長していける環境づく

りを心掛けていきたいと思います。

営業部長　丸藤 芳春
営業アシスタント　齋藤 麻友

総務部　関根　営業部　丸藤

2021年３月１日～

お電話を頂き、履歴書、卒業見

込証明書等郵送又は持参下さい。

もしご不明な点ありましたらお

気兼ねなくお電話下さい。

鶴岡市大宝寺字立野503 -1

総合職（総務・営業）部門、製造部門

各部門若干名

弊社規定によります（社保完備）

8：15～ 17：30

日曜、当社カレンダによる土曜

日、ＧＷ］、夏季、年末年始等

普通自動車免許、総務、営業は

簡単なＰＣスキル

有 無

東北芸術工科大学企画構想学科ゼミの皆様の協力のもとこのロゴ

マークを作成いただきました。創業当初から変わらない私たちの強

みである「ひたむきさ」をデザインで表現しています。
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業（電気・電子関連）

OKIサーキットテクノロジー株式会社

オキサーキットテクノロジーカブシキガイシャ

鶴岡から宇宙へ！

鶴岡市宝田１丁目15番68号

2012年10月

500名（2020年12月時点）

プリント配線板の製造・販売

https://www.oki-otc.jp/

0235-24-3451

otc-saiyou@oki.com

　OKIサーキットテクノロジー株式会社（OTC）は田中貴金属工業

株式会社からプリント配線板事業（1970年創設）を継承し設立さ

れました。製造工程が数多く、生産リードタイムが長い大型・高多層

プリント配線板の多品種少量生産を得意としています。宇宙航空研究

開発機構（JAXA）のプリント配線板認定7種全てを保有している日

本で唯一のPCB（printed circuit board）メーカーです。

　OTCでは最先端の技術に触れながら業務を行うことが

でき、業界内でも高いレベル・特殊性を持つ技術を磨く

ことが出来ます。

　エンジニア志望の人は、私と一緒に仕事をしませんか？

私が先輩社員から教えてもらった事を、私から皆さんに

技能伝承したいと思います。宇宙で活躍する製品の開発、

ものづくりを鶴岡で一緒にチャレンジしましょう！

2014年入社　岡部 圭珠

総務部総務課　恩田 義博

2021年３月１日から

ＨＰ（マイナビ）からエントリー

してください。その後、履歴書、

卒業見込証明書と成績証明書を

期間内に郵送してください。書

類選考の上、一次試験の案内を

いたします。

上記本社所在地に同じ

①技術職　②事務系総合職（営業）

1～5名

大学卒 月給　215,000円

通勤・時間外・子供手当・住宅手当ほか

8：30～ 17：15

土日祝（会社カレンダーの定めによる）

①理系、化学専攻歓迎

②文理不問

普通自動車運転免許（AT限定可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸売業

オビサン株式会社
オビサンカブシキガイシャ

「専門力」×「総合力」で
お客様の多様なニーズに応え続けます！

山形市流通センター1-9-2

1941年12月

51名

事業所・施設における I Tネット

ワーク環境とオフィス環境を総

合的にプロデュースし、提案販売

する仕事です

http://www.obisan.co.jp/

0234 -41-0230

k-inoue@spj.obisan.co.jp

http://www.obisan.co.jp/

　当社では、『ネットワーク＆オフィス』と『産業資材（紙・包装資材）』の

２つを事業の柱としています。『ネットワーク＆オフィス』は、オフィスや建

築施設の事業空間をソフト・ハード両面でデザインし、また機器の設定や保

守メンテナンス、システム・ソフトウェア開発などＩＴサービスを提供します。

『産業資材（紙・包装資材）』は製造・生産、流通・物流プロセスで必要な包装・

出荷資材、パッケージ、包装機械、印刷用紙を販売します。

　揺るがない『伝統』の上に常に『挑戦』を積み重ね、時代の変化に柔軟に

対応しながら、グループ企業（シャープ事務機山形販売、コイップ、奥羽エコー

ル、東和商会）と連携し多様な「専門力」と「総合力」で地域の企業活動を

支えています。

　社員の多彩なスキル向上を願い教育を重視しています。また、介護、育児、

病気の治療と仕事の両立を支援する制度を構築し、社員が働きやすい職場づ

くりに力を入れています。

　ビジネス環境は常に機能性、快適性、そして生産

性を向上させる事が求められています。

　オフィス・事務所・施設に関するお客様のニーズ

を、顔を向き合わせた商談でニーズを的確に捉え、

そのポテンシャルを最大限に引き出す、このような

仕事を心がけ、明るく楽しい環境です。

営業　井上 芳

井上

2021年3月1日～

マイナビ2022よりエントリー

下さい

オビサン株式会社 庄内支店

営業・カスタマエンジニア（保

守メンテナンス）

若干名

<大学卒> 170,000円

<短大・専門学校卒> 164,000円

8：15～ 17：15（休憩60分）

年間休日数113日

日、祝、他、会社指定日(月１回程

度土曜日出勤/部門毎出勤カレ

ンダー設定）

普通自動車免許

面接重視・対話重視

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

オリエンタルモーター株式会社　鶴岡カンパニー

オリエンタルモーターカブシキガイシャ　ツルオカカンパニー

いつでも、どこでも、「動き」のニーズに応えるために。

東京都台東区東上野4-8-1

1950年

3,183名（2020年3月末時点）

精密小型モーター及び制御用電子

回路などの開発・製造・販売

https://www.orientalmotor.co.jp/

0120-47-0231

trosaiyo@orientalmotor.co.jp

https://www.orientalmotor.co.jp/

　オリエンタルモーターは、産業用精密小型モーターを開発・製造・

販売しています。たとえば、駅の自動改札、銀行のATMや回転寿司

のレーンなどの身近な動きから、病院の検査装置やスマートフォン・

パソコンなどの電子機器に使われる半導体製造装置、電子部品検査装

置といった最先端技術まで、私たちのモーターはさまざまなシーンで

活躍しています。

　産業用精密小型モーターのリーディングカンパニーとして、動力用・

制御用・冷却用など50,000種類以上の製品を取り揃え、長年にわ

たり蓄積された技術力、きめ細やかな営業力、国内外100ヶ所以上

の販売網で世界中いつ

でもどこでもあらゆる

「動き」のニーズに応

えています。

　設計・開発～製造～出荷まで一括で行っている拠点を

事業所と呼び、鶴岡地区には鶴岡中央事業所、鶴岡西事

業所の２拠点有ります。鶴岡地区従業員のほとんどが地

元出身者です。オリエンタルモーターでは学部、専攻に

拘らず活躍できるフィールドがたくさんあります。

人事部　阿部 倫子

人事部　阿部 倫子

2021年3月1日（月）～

マイナビよりエントリーをお願

いします。

鶴岡中央事業所（鶴岡市宝田

1-13-30）または鶴岡西事業所

（鶴岡市大宝寺日本国271-5）

事務職、技術職、製造職

6名

大学卒・高専専攻科卒 189,000円

短大卒・高専卒 179,000円

8：30～17：15（休憩60分）

所定労働時間7時間45分

土日、祝日（完全週休2日制）

夏季・年末年始休暇・2021年

度年間休日125日・有給休暇

入社時に20日付与

普通自動車運転免許（AT限定可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：自動車小売業、整備業

株式会社カーサービス山形
カブシキガイシャカーサービスヤマガタ

みんなの「にこっと」のために・・・

山形市上山家町字下宿766-6

昭和55年2月

142名

全車種全メーカーの自動車販売と

整備（車検・点検・整備）等

https://cs-yamagata.co.jp

023-631-3711

matsuda@cs-yamagata.co.jp

http://cs-yamagata.co.jp

　カーサービス山形は、お客様・地域・社員みんなの「にこっと」が

経営理念です。昨年9月には庄内地区で2店舗目となる「鶴岡店」を

新規オープンし、さらに地域の皆様に愛されるべく社員一同お客様の

車への想いに寄り添う仕事を実践しています。

　当社には、新入社員向けのブラザー制度（先輩社員がマンツーマン

で指導）があり、不安や悩みの多い1年目をしっかりサポートします。

社員研修も多く、若手社員の成長の大きなカギとなっています。また、

お客様満足だけでなく従業員満

足にも力を注いでいます。レク

レーション大会や社員研修旅行

などの社内イベントや部活動も

あり、アットホームな職場です。

　明るく前向きに働く社員を応

援しています。

　私は入社した当初、自分の知識でお客様に車を紹介できるの

かが不安でした。しかし研修や先輩方と話をするうちに、車の

知識よりも大事なのは相手のことを知ろうとすること、自分の

ことを知ってもらうことだと学びました。弊社ではお客様が気

軽に来店できるような工夫をしているのはもちろんのこと、私

たち社員が働きやすい環境づくりにも力を入れています。社員の意見が通りやすい風

通しの良い会社で私自身も入社してよかったと思います。自分の長所を生かして輝け

る職場、カーサービス山形で一緒に働きましょう！

鶴岡店 営業　加藤 輝

サポート本部　小川・松田

2021年3月1日（月）～

9月5日（日）

「マイナビ2022」からのエントリー、

または「採用担当直通LINE」のQR

コードよりご登録いただき、お名前・

大学名・学部をお送りください。

※「採用担当直通LINE」のQRコー

ドは、弊社HPにも掲載されています。

酒田市または鶴岡市

営業職

若干名

当社の規定による（社会保険完備）

大卒初任給　195,000円

（営業手当含む）

9：00～ 18：15

火曜、第1・3水曜他

普通自動車運転免許（AT限定不可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸売業

加藤総業株式会社
カトウソウギョウカブシキカイシャ

郷土ともに、資材を通じて豊かな未来を創る

酒田市東町１丁目１番地の８

1948年８月

51名

建設資材の卸売業、再生可能エネ

ルギーによる発電事業

http://www.katosogyo.co.jp

0234-23-5411

info@katosogyo.co.jp

http://www.katosogyo.co.jp

　1899年に創業し、おかげさまで120年を超える老舗企業となり

ました。これまで建設資材を中心に地域の総合商社として、地域の街

づくり、道路や橋等の公共インフラ整備に貢献してまいりました。ま

た、酒田市営プールの指定管理者業務、空き家トータルサポート事業

等公益性の高い事業にも取り組んでいます。

　2009年からは、再生可能エネルギー事業に取り組み、現在建設

中も含めて20基の大型風車を事業化しています。再生可能エネルギー

事業のトップランナーとして、風力発電事業の普及啓発、関連事業者

の連携に取り組

み、洋上風力発電

事業に着手いたし

ました。

　これまで地域の多くの皆様に支えられて事業を継

続してまいりました。風向きをとらえながら世の中

の変化に合わせたビジネスを実践してまいります。

地域の総合商社として最大の投資が人材です。新し

い仲間を募集しています。

代表取締役社長　加藤 聡

管理本部　齋藤 弘

随時

電話、メールにてご連絡くださ

い。日程調整後面接いたします。

酒田市、鶴岡市

営業、サービスエンジニア

若干名

当社規程による

（社会保険完備、賞与年２回）

8：00～ 17：00

当社カレンダーによる

普通自動車免許（ＡＴ車限定不可）

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建築土木材料卸売・小売業

金屋株式会社
カナヤカブシキガイシャ

人々の住環境の要望に応える仕事です。

鶴岡市平京田字屋敷廻1番地4

昭和20年10月

15名

建設資材・什器及び備品・その他

販売及び施工

http://kanaya.life.coocan.jp

0235-22-0002

kanri@kanaya-s.co.jp

http://kanaya.life.coocan.jp

　当社は中小企業では珍しく、オーナーが経営に参画せず、社内規律

に基づいた経営を行っています。歴史は長いですが、新しい感性を大

切にしており、社員が主体的に物事を考え・行動するような企業集団

を目指しています。

　また、社員の福利厚生事業も多数行っており、活気に満ちた職場

です。

　営業職は男女問わず活躍しています。前向きで何事にも素直に取り

組める方をお待ちしています。

　私の所属する営業部では、お客様の好みや要望を

お聞きし、快適な暮らしのご提案をすることをモッ

トーに営業をおこなっております。

　年代を問わず気軽に話し合える職場環境であり、

自分自身が成長できる活気に満ちた場でもありま

す。アットホームな職場でぜひ一緒に働きましょう。

営業　小池 悠斗

業務管理室　五十嵐 寛子

随時

履歴書・卒業見込証明書・成績

証明書を郵送もしくは持参して

下さい。

本社所在地と同じ

営業

2名

大卒初任給　210,000円

スキルアップ手当あり

7：50～ 17：10

土日･祝日･夏季･年末年始

普通自動車免許（AT車限定不可）

奨学金支援制度、海外研修

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：ソフトウェア業

株式会社管理システム
カブシキガイシャカンリシステム

最先端の仕事とやりがいのある環境で
思う存分チャレンジ

酒田市京田2-69-8

昭和51年11月

82名

情報システムの提案、システムの設計・

開発、ネットワーク・セキュリティ環

境やWebサイトの構築　等

https://www.kksnet.co.jp/

0234-41-1355

ysasaki@kksnet.co.jp

https://www.kksnet.co.jp/

１．情報システムのコンサル、設計・開発、運用・保守のトータルな

ITソリューションを提供します。

２．情報セキュリティシステムを重視し、お客様の安心・安全な情報

システム活用に貢献します。

３．セキュリティ＆クラウドを活用した情報の安全で効果的な運用を

サポートします。

４．A I、I oTへの取り組みを強化しています。

５．メーカーのビジネスパートナーとして全国のお客様のシステム設

計・開発を行っています。

・情報システムを通じて地域に貢献できる、役に立

つ会社を目指します。

・次世代にタイムリーに対応出来る情報システムを

提供します。

・明るく、元気で健康的な人材を求めています。

代表取締役　今野 修

総務部総務課　佐々木 裕

2021年4月1日～

2022年3月31日

（定期採用試験終了後は随時募集

とします。定期採用試験の応募締

切及び試験日はHPに公開しま

す。）

履歴書・卒業見込証明書・成績証

明書・採用応募者の個人情報収集

同意書（ＨＰよりダウンロード可）・

高校卒業時成績証明書（院卒、大

卒は除く）・推薦書（時期的に発

行可能な場合）を郵送または持参

してください。書類選考の上、採

用試験の詳細を案内いたします。

酒田市、山形市、川崎市

①ＳＥ・プログラマー

②システム営業

①５名　②１名

当社規定による（社会保険完備）

9：00～ 17：45

土日祝、年末年始

普通自動車運転免許（AT限定可）

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：情報サービス業

キューブワン情報株式会社
キューブワンジョウホウカブシキガイシャ

地域発展に貢献するＩＣＴ企業へ

酒田市京田四丁目１番地10

鶴岡支社：鶴岡市宝田三丁目２番18号

昭和36年6月

39名

パソコン機器販売及びソフトウェ

ア開発業

https://cube-one.com/

0234-31-7191

info@cube-one.com

https://cube-one.com/

【企業理念】

　私達は、ＩＣＴ関連の技術力と創造力を通して地域に信頼される

ベストソリューションパートナーを目指す

　お客様が求めるソリューションの運用全般を弊社が一貫して

サポートいたします。

　クラウド、セキュリティ、ＩｏＴ、ＲＰＡなどＤＸへの対応を推進し

てまいります。

＜主な営業品目＞

○業務アプリケーション・ソフトウェアの開発・販売・指導・メン

テナンス

○コンピューター及びネットワーク周辺機器販売及びメンテナンス

○ネットワークシステムの企画・構築・メンテナンス

＜業種別ソリューション＞

民間向けソリューション

○ＪＡ・ＪＦ　○製造業　○流通業　○小売業　○サービス業

○建設業　など

自治体・学校向けソリューション

○自治体関連　○学校関連　○幼保育園関連　○医療関連　など

　弊社はICT技術を通し地域の産業・行政・教育・文化への社会貢

献を目指し、あらゆる業種に対応するソリューションの提供に取り

組んでおります。これまでの学びを活かし、地元の発展に貢献し、

一緒に庄内を盛り上げていきましょう。

代表取締役社長　芳賀 吉徳

経営企画部 マネージャー　鈴木 憲雄

随時

履歴書・卒業見込証明書、成績証

明書、推薦書を郵送してください。

書類選考の上、一次試験の案内

をいたします。

酒田市または鶴岡市

情報技術、ネットワーク技術、営業

若干名

当社規程による

8：30～ 17：30

土日祝・夏季・冬季

ＩＴ関連資格があれば尚可

有 無

本社

鶴岡支社顔認証
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：消費生活協同組合（食品・スーパー）

生活協同組合共立社
セイカツキョウドウクミアイキョウリツシャ

生まれ育った町で地域に貢献する仕事

鶴岡市宝田1丁目3-23

1955年 11月

1,083名

スーパーマーケット、宅配

共済・葬祭・斡旋（車検等）

http://www.yamagata.coop

0235-22-5110

sn.k00285ku@todock.coop

http://www.yamagata.coop/

　平和とよりよき生活をめざし、安全・安心な食とくらしを組合員へ

提供します。組合員の喜びを自らの喜びとし、組合員の暮らしに貢献

する生協職員・組織風土作りを目指しています。

　「生まれ育ったまちで働きたい」「地域に貢献する仕事に就きたい」

うまれた町でライフスタイルを築きたい、そんな想いを実現している

先輩が生協にはたくさんいます。チャレンジしたいことや成長できる

チャンスが生協にはきっとあります。生協で地域と共にその想いを実

現しましょう。

　職員の意欲を最大限尊重する風通しの良い組織風土です。職員そ

れぞれの持つ、個性と強みを活かせる多彩な活躍のフィールドがあ

ります。

2019年採用者

人事総務部　上野

2021年 3月1日より

共立社ホームページへ掲載します。

鶴岡市・酒田市・山形市・新庄市・

村山市・天童市・南陽市

総合職（店舗スタッフ・配送スタッフ）

10名

当組合規定により（社会保険完備）

9：00～18：00 

宅配（土・日）　店舗（交代制指定休）

普通自動車（ＡＴ限定不可）

準中型免許取得

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：メーカー（食品）、IT、専門店

カブシキガイシャキヨカワヤ、カブシキガイシャネットキヨカワヤ、
カブシキガイシャチャカンセイカ、オールキヨカワヤ、キヨカワヤファーム

山形をもっと好きになる『特産品文化創造企業』です

鶴岡市宝田1丁目4-25

1965年６月

88名（グループ計）

オリジナル特産品の企画・開発、

製造・販売

https://www.kiyokawaya.co.jp

0235-23-2111

saiyo@kiyokawaya.com

https://www.kiyokawaya.co.jp

　清川屋が目指すのは地域の文化と歴史を大切にする『特産品文化創造企業』です。あな

たの良さを活かして共に特産品文化を創造しましょう。

　「地域性」「本物志向」「おいしさ（安心・安全・健康）」をテーマに、山形・宮城を中心

とした東北の特産を活用したオリジナル商品の企画・開発から製造、販売まで一貫して行

います。リアル店舗・通信販売・自社工場が連携した特産品開発のネットワークを最大限

に活用し、ITとリアル店舗の融合を目指しつつ全く新しい創造的な事業を展開しています。

　現在、山形・宮城に13店舗を展開し、コロナ禍の中2020年6月6日にオープンした「県

産品ショップ」「県産食材カフェ」高級食パン専門店「許してちょんまげ」の3つが融合

した「0035 BY KIYOKAWAYA」は、旬のフルーツとたっぷりのクリームで話題の

0035サンドや耳までふわふわの高級食パンを提供する3事業連携の新業態です。また、

織る、編む、彫る、染める、焼く、をテーマに集めた手工芸品と山形の酒造とワイナリー

の特徴的なお酒を集めたコレクションショップ「0035gather」を2020年12月12日

にオープン。

　10月には、日本三景のひとつ、宮城県松島の東北代表新観光拠点『松島離宮』に「茶

屋勘右衛門 By KIYOKAWAYA」をオープ

ン。若手社員を中心にプロジェクトを編成

し、自社開発オリジナル商品のブランディ

ングにチャレンジしています。イノベー

ションと豊かな感性で東北の未来へ向けて

「新しい時代の特産品ギフト業態」を開発

するための若いチャレンジ精神あふれる人

材を必要としております。

　清川屋は創始創業以来355年、地域の皆様に支えながら、茶屋、旅籠屋から日

用雑貨店へと時代とともに業態を変え、今日まで事業を継承してきました。現在は

「清川屋」「ネット清川屋」「茶勘製菓」「オール清川屋」「清川屋ファーム」の5社で創

り出す『特産品文化創造企業』を企業テーマに、地域に根ざしながら常にイノベー

ションとオリジナリティーのある事業展開に取り組んでおります。創業時より変

わらない「もてなしの心」を大切にし、更にはコロナ禍に対応し、オウンドメディア

事業を中心にリアル店舗と IT の融合するオムニ事業を推進中です。お客様が求め

るものを感じながら、これまでにはない新しい価値を創造し、時代とともに進化し

続ける会社でありたいと思います。

代表取締役社長　伊藤 秀樹

清川屋採用（志賀/朝比奈）

2021年3月1日～

HPのフォームから受付

山形県（本社､鶴岡市､酒田市､山形

市､東根市）･宮城県（仙台市､松島町）

幹部候補職、総合職、一般職、ネッ

ト販売

数名

大卒 185,000円

短大卒 153,000円

社会保険完備、賞与年2回、昇給

年1回、諸手当あり

本社/9：00～ 18：00

店舗/店舗により異なります

年間107日（育児休業、介護休業あり）

普通自動車免許（取得見込み可）

福利厚生（新入社員歓迎会、サマー

パーティー、磯釣りいも煮会、海外

視察研修旅行2019年タイ[パタヤ]）

有 無

株式会社清川屋､株式会社ネット清川屋
株式会社茶勘製菓､オール清川屋､清川屋ファーム

0035 BY KIYOKAWAYA（山形県総合文化芸術館1階)
2020年6月6日オープン

茶屋勘右衛門 By KIYOKAWAYA（宮城県 松島離宮内)
2020年10月17日オープン

0035gather（山形県民ホール別棟)
2020年12月12日オープン
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：銀行業

株式会社きらやか銀行
カブシキガイシャキラヤカギンコウ

“地域の皆さまと「共に活きる」”

山形市

2007年５月

1287名

普通銀行業務

https://www.kirayaka.co.jp/

023-631-0001（代）

saiyou@kirayaka.co.jp

https://www.kirayaka.co.jp/

　当行は、地元中小企業の成長のお手伝いをする「本業支援」、そこ

で働く従業員の皆さまへは多角的なサポートを行うことで、「喜びあ

ふれる銀行」を目指して業務に励んでいます。さらに山形と宮城をつ

なぐ「じもとホールディングス」では、仙台銀行と共に「人・情報・産業」

の架け橋となり、地域経済の発展に力を尽くしています。職員自身も

いきいきと働けるよう、一人ひとりの能力を最大限に引き出すための

人材育成に力を入れ、「ノー残業」や「子育て支援」などワーク・ライフ・

バランスの推進に

も積極的に取組ん

でいます。意欲あ

ふれる皆さまとの

出会いを心より楽

しみにしています。

　私は渉外を担当しています。お客さまのお話から、

ニーズに合ったプランをご提案し、感謝の言葉をい

ただくと、とても嬉しく思います。「相談して良かっ

た。」と言っていただけることが、私のやりがいと

なっています。

渉外担当　主任 R・S

総務部人事課　森谷・佐藤

下記サイトより随時受付中

各種就活サイト（マイナビ・リ

クナビ・キャリタス就活）

山形･宮城･秋田･福島･新潟･埼玉

･東京

総合職F（転居有）、総合職A（転居無）

例年並

当行の規程による（社会保険完備）

大卒初任給　205,000円（総合

職Fの場合）

8：45～ 17：10（休憩60分）

土・日・祝

なし（既卒3年以内）

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

株式会社金龍
カブシキガイシャキンリュウ

新たにウイスキー事業を開始

酒田市黒森字草刈谷地180-1

昭和25年4月

17名

酒類の製造・販売

http://www.kinryu.co.jp

0234-92-4567

sawayaka@kinryu.co.jp

http://www.kinryu.co.jp

　山形県内唯一の焼酎専門メーカーとして、甲類焼酎「爽」・甲乙混

和焼酎などの製造・販売を行っています。お客様に愛される商品を提

供するため、熱意ある誠実な商品づくりをしています。

　今では「郷土の焼酎」として県内に定着し、堅実で安定した経営は

地域の各所から高い評価を頂いております。

　また、2018年よりウイスキー事業も開始し、鳥海山麓の遊佐蒸

溜所で、世界が憧れるウイスキー造りにチャレンジしています。

　充実した会社生活をおくりた

い、たくさんのことに挑戦した

い、そんな熱意のある方をお待

ちしています。

　私が所属している営業課では、お得意先様への商品案内・

販売促進策のご提案を主に行っています。お得意先様との

会話の中から各店舗の傾向や市場の状況を把握し、それに

合ったご提案を心がけています。また、日々の営業で得た

情報を活かしながら、商品ポスターやパンフレットのデザ

イン、テレビCMの企画も行っています。より多くの方に

金龍の焼酎を楽しんでいただくことを目指しています。

営業　釼持 和花

総務　後藤

3月～

履歴書・成績証明書・卒業見込

証明書を郵送してください。

酒田市・遊佐町

製造・営業

若干名

当社の規程による（社会保険完備）

大卒初任給　205,000円

8：30～ 17：00

完全週休2日制・年末年始・お

盆他

普通自動車免許

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サービス業

クリーンサービス株式会社
クリーンサービスカブシキガイシャ

笑顔になる「ひと」「まち」「みらい」を創造します

酒田市北新橋一丁目12 -13

昭和50年10月

270名

総合ビルメンテナンス業

https://www.cleanservice-group.jp/

0234-22-5050

recruit@cleanservice-group.jp

https://www.cleanservice-group.jp/

　当社は様々な施設や建物を安心快適に利用できるよう、管理・運営

するビルメンテナンス事業を主に行っています。太陽光発電やコイン

ランドリーの運営等、新規事業にも積極的に取り組んでいます。

　また、共同企業体「庄内アソビバプロジェクト」を設立し、県社会

教育施設の指定管理、学童保育所の運営や、自治体の子育て支援施設

の管理運営事業も行っています。

　当社は、このような幅広い事業を通して地域から信頼を得て、必要

とされ続ける企業を目指しています。

　なお、関連会社として警備会社、設備保守会社、リサイクル施設の

運営会社及びFMラジオ局などがあり、今後も広く地域に貢献してい

きたいと考えています。

　入社当初はどんな仕事をしたら良いかもわからない状

態でしたが、先輩方が一から丁寧に教えて下さいました。

新しいことにチャレンジし続ける当社のおかげで、新入

社員の私でも様々な仕事ができ、日々成長とやりがいを

感じています。残業することはほとんど無いため、私は

退勤後に趣味であるバドミントンを楽しんでいます。

経営企画部企画開発グループ　三浦 涼乃

佐々木 雅彦

随時

履歴書(写真添付)および職務履

歴の郵送。または会社HPから

の応募。

本社

総合職(事務系、技術系）

1人

170,000円～

8：15～ 17：00

日曜・祝日・当社指定の土曜

不問。ただしビルクリーニング

技術士、電気工事士、宅地建物

取引士などの業務に関連する資

格があれば尚可。

当社は企業主導型保育所と提携

しており、保育所に空きがある

場合は優先的に入所することが

可能です。

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：社会福祉事業

社会福祉法人恵泉会
シャカイフクシホウジンケイセンカイ

介護・保育・障害サービスで地域貢献

鶴岡市茅原町28番10号

1980年３月

330名

介護・障害・保育事業

http://www.keisen-swc.jp/

0235-29-5111（恵泉会事務局）

〒997-0018鶴岡市茅原町28番10号

t-ohkawa@keisen-swc.jp

http://www.keisen-swc.jp/  

facebookもご覧ください。

　社会福祉法人恵泉会は、昭和55年に障害者支援施設を運営する法

人として設立され、現在では介護施設、保育所など総合的な福祉サー

ビスを提供しており、職員数も300人を超えております。恵泉会で

は資格取得の支援など人材育成に努めるとともに職員の職場環境の整

備にも力を注いでおります。

★くるみん認定企業

★山形県ワークライフバランス優良企業知事表彰受賞

★やまがた子育て・介護いきいき企業

〇事業所内保育所「鈴の音保育園」設置

〇育児短時間勤務を小学校入学前まで拡大

　職場を見せてもらった際に職員の丁寧な説明や、

ご利用者様と楽しくお話をしている姿が印象的でし

た。恵泉会のあたたかい雰囲気が決め手でした。職

員のための事業所内保育園や子育て世代への支援が

充実していることが恵泉会の魅力の一つです。育児

をしながらも安心して仕事が続けられる会社だと思

います。（社会福祉士、介護福祉士取得）

特別養護老人ホーム永寿荘介護員
　栗本 貴子

事務局　大川 尚

2021年4月1日～　随時受付

一次　書類選考、二次　面接試験

履歴書を事務局まで郵送もしく

は持参してください。

鶴岡市内

介護員、生活支援員（障害）、保育士

介護員３名、生活支援員２名、

保育士３名

当法人の規定による

（社会保障完備）

事業所のシフトによる

121日

普通自動車免許（取得見込み可）

介護福祉士、社会福祉士あれば尚可

保育士は保育士資格が必要

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：医療・介護・福祉

医療法人健友会
イリョウホウジンケンユウカイ

切れ目のない医療・福祉・介護をおこなっています

酒田市中町3丁目5-23

1957年10月

471名

医療・介護・福祉

http://www.kenyukai-sakata.jp

0234-22-2918

info@kenyukai-sakata.jp

http://www.kenyukai-sakata.jp

　酒田市中心部に位置し、病気の予防から治療、リハビリ、在宅支援まで、

多職種で連携し合い一貫したケアを行っています。患者・利用者の立場

に立った心の通い合う医療・介護・福祉を展開しており、いつまでも住

み慣れた地域に住み続けられるようにサポートさせていただきます。

　子育て世代から若い世代まで様々な年齢層の職員が共に働き、多職種

間で意見を言い合える職場です。職種を超えた交流の機会もあり、アッ

トホームな雰囲気があります。よりよい医療・介護・福祉サービスの提

供を目指し、職種ごとにプリセプター制度などの教育体制も充実してい

ます。

　私は、去年から内科・外科の混合病棟で勤務している

2年目の看護師です。入退院の多い病棟で、仕事を行う

ことでいっぱいいっぱいになることもありますが、先輩

たちの支えや的確なアドバイスもあり一つ一つ丁寧に教

えていただきながら業務を行えています。また、患者さ

んとの関わりの中に看護師としてのやりがいを感じます。

皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

看護師　加藤 輝

総務課　菅原

新卒6/1～随時

事前に電話もしくはメール連絡の

上、応募書類を郵送してください。

応募書類【履歴書（写真添付）、各

職種の免許証写（既卒）、卒業見込

証明書（新卒）、成績証明書（新卒）】

医療法人健友会

看護師・介護職・その他専門職

（臨床工学技士など）

職種により異なります。若干名

【看護師新卒】

3年制卒 205,000円、

4年制卒 209,000円

【リハビリ・臨床工学技士新卒】

3年制卒 195,000円、

4年制卒 198,000円

8：30～17：00、9：00～17：30など

※職種により異なります。

※職種によってシフト勤務あり

土日祝休みまたは4週8休

（職種・契約内容により異なります)

各職種に必要な資格・免許【取

得見込可】

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：医療機器製造業

株式会社高研
カブシキガイシャコウケン

医療・福祉・美容の分野で社会に貢献しています。

東京都文京区後楽1- 4 -14

1959年10月

273名（男性150名、女性123名）

医療機器、教育用医療モデル、化粧

品原料、研究用試薬等の研究開発

および製造、販売

http://www.kokenmpc.co.jp/

0235-24-3992

koken_recruit@kokenmpc.co.jp

当社は、「医療・福祉・美容」の分野で

社会貢献している医療機器メーカーです。

　1959年医用シリコーンの人工皮膚などの研究開発で事業をスター

トさせました。そして現在、医療機器事業、教育用医療モデル事業、

化粧品関係および試薬事業が当社を支える三本柱となっております。

　これからも人々のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）の向上に役立つ、

オリジナリティある製品を供給していきます。

◆メッセージ

　当社の事業は医療機器やコラーゲンなど、専門的で難しいと思われ

がちですが、入社後、研修を受けながら知識や経験を積むことができ

ます！私たちと一緒に人々の「医療・

福祉・美容」の分野を通じて社会に

貢献してみませんか？

　私は大学時代に医療機器プロジェクトに携わっていた

ため、医療業界に強い憧れがありました。そこで地元に

就職したいと考えていたところ、当社を知り、医療・福祉・

美容の3分野で活躍しているところに大きな魅力と将来

性を感じたため志望しました。入社前は堅い社風のイメー

ジがありましたが、実際は部署を超えて社員同士の仲が良く、とても和気あ

いあいとしています。そのため仕事のことだけでなく、プライベートのこと

も相談できる方々が身近にいるためとても働きやすい環境だと思います。

今野 太郎
総務人事部　原田

2021年3月1日より

「マイナビ2022」よりエント

リー、会社説明会の予約をして

ください。

東京都、山形県　他

理系総合職、文系総合職

※詳細は、「マイナビ2022」へ

掲載しています。

若干名

当社規程による（社会保険完備）

工　　場 8：30～17：15（休憩65分）

工場以外 9：00～17：30（休憩50分）

土日・祝日、夏季休暇、年末年始

休暇、特別休暇、慶弔休暇　等

不問

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業

株式会社小松組
カブシキガイシャコマツグミ

地図に残る、誇れる仕事！

酒田市こあら３丁目６-１

昭和34年９月

23名

公共工事（国・県・市）

0234-22-7411

komatu01@inetshonai.or.jp

　弊社は2019年に設立60周年を迎えました。

　庄内地方で官公庁発注の公共工事を主体とする建設会社です。

　特長として、国土交通省が発注する工事をメインとし、常に国が進

める ICTなどの最先端の技術を取入れ工事を進めております。

　2019年には国土交通省から優良工事表彰を受賞しました。

　これからも『安全第一』『品質第一』を目標に掲げ、常に新しい技

術を取り入れ、成長し続ける企業を目指しています。

　公共工事は地図に残る、誇れる仕事です。

　みんなと力を合わせ仕事をし、職場のみんなが笑顔でいられる様な

会社を目指しています。

　ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。

代表取締役社長　小松 与志雄

代表取締役社長　小松 与志雄

2021年 3月～

履歴書・卒業見込証明書・成績

証明書を郵送して下さい。

書類選考の上、面接のご連絡致

します。

庄内地方（主に酒田市）

土木施工管理技術者（見習い）

若干名

185,000円（令和２年度実績）

8：00～ 17：00

96日

普通自動車免許

（取得見込可・AT限定不可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：新聞・情報誌発行業

株式会社コミュニティ新聞社
カブシキカイシャコミュニティシンブンシャ

郷土の未来をつくるコミュニティ新聞社

酒田本社：酒田市二番町9-14

鶴岡支社：鶴岡市美原町28-26

1981年12月

41名

地域新聞・タウン情報誌の発行

https://www.komi-shin.com

0234-24-8081

info@komi-shin.com

https://www.komi-shin.com

　当社は「郷土の未来をつくる」という理念のもと、庄内地方全体の

情報発信のコアとなることを目指しています。地域新聞やタウン情報

誌等の情報発信を通じて、より良い地域社会づくりに貢献したいと考

えています。

・地域新聞の発行(週刊)

　郷土の未来をつくる地域新聞「コミュニティしんぶん」を毎週金

曜日に発行しています。酒田・鶴岡・周辺町に約83,500部を発行し、

世帯カバー率は約84％と幅広い層に読まれ支持を得ています。

・タウン情報誌の発刊(月刊)

　地域密着型タウン情報誌「月刊 庄内小僧」を毎月25日に発刊し

ています。発刊部数は約8,000

部で、グルメ・レジャー・ショッ

ピング・イベント等の役立つ地

元情報を発信して好評を得てい

ます。

　“広告提案・デザインのプロを目指せる仕事“そ

れがコミしんの営業職です。「求人募集をしたい」「新

店舗のPRをしたい」など、お客さんによって作成

する広告デザインも様々で、常に新鮮な気持ちで仕

事と向き合えます。新しいアイディアもすぐに取り

入れる社風で、立案した企画が採用されるとやりがいも出ます。人

と関わる仕事がしたい方や、想像したものを形にしたいクリエイティ

ブな感性を持っている方におすすめです。若くパワフルな皆さんと

一緒に働ける日を楽しみにしています。

営業職･鶴岡担当　三浦 大輝

総務部　齋藤

2021年3月より随時

求人票を確認の上、必要書類を

酒田本社まで送付してください。

書類選考後、追ってご連絡差し

上げます。

酒田本社

新聞記者職：大学卒以上、

制作職(DTP職)：短大・専門卒以上、

営業職：高校卒以上

若干名

大学卒180,000円、

短大・専門卒170,000円、

高校卒160,000円、

+諸手当 (2020年度実績)

月～金9：00～ 18：00、

土9：00～ 15：00

第2･4土曜、日曜、祝日、夏季休暇、

年末年始休暇、他（年間休日100日）

自動車運転免許(AT限定可)、制

作職のみDTP関連技能、必要学

歴は職種参照、※学部・学科につ

いては不問の自由応募です。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

株式会社斉藤工業所
カブシキガイシャサイトウコウギョウショ

確かな技術で豊かな空間を創造する

酒田市山居町二丁目13番18号

昭和31年11月

11名

建築工事(公共施設、民間施設、

住宅等の建築、修繕)

http://saitokogyosyo.co.jp

0234-22-3822

kksaito@saitokogyosyo.co.jp

http://saitokogyosyo.co.jp

　総合建設業として60有余年の歴史を誇り、地元では珍しい建築に

特化した経営をしています。

　公共工事・民間工事ともに大小かかわらず、新築からリフォームま

で多種多様な工事を手掛けています。

　建設業界では現在人手不足が深刻化しています。世の中ではＡＩ

への移行が叫ばれていますが、我々の職種は人間の手に掛かる比率

がとても大きく、人材の確保が大きな課題です。

　建築は新たなものだけではなく、修繕、保存も大きな仕事の一つ

です。大切に家をつなぐ、それは我々にしかできない作業です。伝

統的な技を後世に残す、そんな使命があります。

代表取締役　斉藤 淳

総務　斉藤

随時

履歴書、卒業見込み証明書と成

績証明書を郵送または持参して

ください。

上記本社所在地に同じ

建築技術者

2名

大学卒　月給　200,000円

残業手当、資格手当、家族手当等

8：00～ 17：00

日曜祝祭日、隔週土曜日、夏季・

年末年始休暇(会社カレンダーに

よる)、年次有給休暇(支給する

有給休暇日数5日分指定)、慶事

休暇、時間単位年次有給休暇有

普通自動車運転免許

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：社会福祉・介護事業

社会福祉法人酒田福祉会
シャカイフクシホウジンサカタフクシカイ

なんだかホッとできる、そんな温かな雰囲気

酒田市駅東2丁目3-6

2017年4月

58名

社会福祉・介護事業

https://www.s-fukushi.jp

0234-23-1125

t-ashitaba@water.ocn.ne.jp

https://www.s-fukushi.jp

　酒田福祉会は、通所介護・小規模多機能・有料老人ホームが入る「多

機能複合施設明日葉（あしたば）」を運営しています。また、2021

年４月に「特別養護老人ホーム グランパ・グランマ」を開設し、併

設する短期入所・通所介護・デンタルサロンとともに、医療と介護の

横断的連携を図り、ご利用者とご家族の安心・安全・信頼をモットー

に多職種の専門職員が連携して、お一人おひとりに寄り添った総合的

な支援に取り組んでいます。

　私たちは「明日葉」三原則（明るい挨拶・明るい笑顔・

明るい声掛け）を守り、地域の方々や子ども達と交流し

ながら楽しい介護を実践しています。地域の医療機関・

学校・自治体とも連携していきながら、なんだかホッと

できる、そんな温かな雰囲気の施設を目指しています。

施設長　瀬尾 有可

法人本部　手塚（てづか）

随時可能（施設見学をご希望の

際は事前にご連絡ください）

履歴書を郵送または持参くださ

い。書類選考後に面接を行いま

す。

山形県酒田市

介護職、看護職

若干名（前年度新卒実績：3名）

182,940円～（介護福祉士の例）

8：30～ 17：30（シフト制） 

月10日、年間120日

（介護）不問

（看護）正・准看護師

有 無

36



応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：米菓製造販売

酒田米菓株式会社
サカタベイカカブシキガイシャ

日本の「米文化」を庄内から発信します

酒田市両羽町2-24

昭和41年10月

74名

米菓及び生地製造販売・観光事業

http://www.sakatabeika.co.jp

0234-22-9541

y-miyata@sakatabeika.co.jp

http://www.sakatabeika.co.jp

　酒田米菓は昭和26年の創業から、米菓を主軸としたスナックメー

カーとして、東北を中心にせんべい商品を提供してまいりました。本

拠地酒田の位置する庄内平野は米作りに最適な水・大地・気候に恵ま

れた環境で、古くから美味しい米どころとして知られています。せん

べい作りの重要な工程は機械任せにすることなく、職人の手によって

手間をかけて仕上げ、安心して食せるふるさとの味を守り続けており

ます。私たちは米の伝統菓子であるおせんべいの提供を通して、この

国の誇る「米文化」を次の世代に伝える事を願いつつ、時代に応じた

柔軟な姿勢でこれからも皆様に愛される商品作りに取り組んでまいり

ます。

　全パートナーが物心両面の幸福を追求すると同時に夢

と希望が叶えられる企業となり、人類と社会の進捗発展

に貢献する事

　そのためには従業員満足度を追求していきます。今携

わっている職種、環境、責任などあらゆる方面から満足

して仕事ができているか追及していきます。すなわち社

員の幸せを追求し、人間性を高めていきます。

代表取締役　佐藤 栄司

総務部　宮田 由紀

2021年3月1日～

メールを頂いた方へエントリー

シートをお送りします。

酒田市

総合職（次世代リーダー）

若干名

200,000円前後

8：00～17：30

土日、祝日他（年間120日）

パソコン操作できる方、普通自

動車免許

愛と情熱とスピード感を持って

いる人希望！

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サービス業

酒田レンタル株式会社
サカタレンタルカブシキガイシャ

Rent comfort!!

酒田市こがね町二丁目6番地の45

昭和60年9月

15名

建設機械レンタル・販売・修理、薪

ストーブ展示場の運営、JAレンタ

ルショップの運営

http://www.sakaren.co.jp

0234-22-3399

hironobu_sato@sakaren.co.jp

http://www.sakaren.co.jp

　弊社は、昭和60年に設立し今期で36年目になります。弊社の取

り組んでいるレンタル事業は、土木・建築工事で使用する建設用機械、

工場などで使用する産業用機械、仮設事務所やイベントなどで使用す

るハウス・備品がメインとなります。また、展示場の運営も行っており、

薪ストーブの販売所として薪ストーブショールームCOMFORT、新

品・中古の常設展示場を開設しております。

　メインであるレンタル事業では、各分野の担当者が一つになって

レンタル商品を賃貸しています。１つの商品に対し複数名関わって

おり、個々のスキルが１つのレンタル商品という形になっています。

常にレンタル商品も進化している

ため、個々のスキルを常に高め合

うよう全社一致団結して取り組ん

でおり、日々進歩できるやりがい

のある仕事です。

　市場に出回っていない新しい商品を積極的に取り

入れ、新商品情報の発信拠点となるよう日々情報収

集と分析を行っております。

代表取締役　佐藤 博信

佐藤 博信

2021年4月20日～

2021年6月19日

履歴書　書類選考の上、一次試

験の案内をいたします。

酒田市、庄内町

総合職（営業）、技術職（整備）

若干名

会社規定による（社会保険完備）

8：00～ 17：30

日曜、祝祭日、年末年始、夏季、交代

での土曜日（会社カレンダーによる）

パソコン操作が出来る方、普通

免許

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：福祉サービス

社会福祉法人さくら福祉会
シャカイフクシホウジンサクラフクシカイ

一緒に笑顔を創りませんか？

酒田市中牧田字丸福171

1995年5月

510名（2020年4月）

高齢者福祉・介護のトータルサポート企

業として、山形県内40施設（特養、ショー

トステイ、グループホーム、デイサービス、

多機能型、認知症デイ等）で、幅広い介護

サービス事業所を展開。

https://www.sakura-welfare.jp/

0234-62-2941

info@sakura-welfare.jp

https://www.sakura-welfare.jp/

　「さくら福祉会は、ご利用者がその人らしく生活し、笑顔で過ごさ

れることをどこまでも支援します。」を理念、「人がひとを笑顔にする」

をスローガンに、多様な福祉サービスを提供しています。当法人では

現在、業務のデジタル化を進めており、介護記録の情報データの一元

化、多職種間の情報共有、記録入力の時間短縮を目的として、介護シ

ステムのタブレット運用を本格的に開始。これまでは、職員が記入し

た紙媒体記録を見ないと、ご利用者様の食事、排泄量等の把握ができ

ませんでしたが、タブレットがあれば、食事、排泄などの情報が瞬時

にわかり、業務の削減につながっています。ご家族様からの問い合わ

せにも、すぐに応対できるといったメリットもあります。また、睡眠

時間の把握、心拍数といった情報をベッドに取り付けたセンサーで見

守る介護ロボットもデイサービスを除く、全事業所のベッドに設置。

見守り強化につながり、ヒヤリ

ハットの減少に寄与しています。

当法人は、これからも業務のデジ

タル化を進め、職員が協働し、「人

がひとを笑顔にする」を実現して

いきます。

　就職活動は人生の中でも大きなターニングポイントの一

つです。不安もあるかと思いますが、自分がどこでどんな

仕事をしたいのかを明確にし、よく考えて答えを出してく

ださい。少しでも興味があるところがあれば、可能であれ

ば積極的にWEB説明会に参加したり、一部制限はあります

が、事業所見学に行くことをお勧めします。皆さんが新社会人として素晴らし

い一歩が踏み出せるよう、応援しています。後悔のないように頑張って下さい。

介護予防センターさくら山形
生活相談員　草苅 茜

法人本部（特別養護老人ホーム

さくらホーム内）　山下・五十嵐

2021年8月1日～

2021年10月8日

履歴書（写真添付）、資格証明書

の写し※応募期間内に法人本部

へ持参または郵送可（募集期間

内に必着）

県内40事業所

介護支援専門員・生活相談員・

看護師・介護員・機能訓練指導員

若干名

当法人規定による。社保完備。

詳しくは、HPにて「さくら福祉

会採用情報」で検索して下さい。

週休二日制　※シフトによる

年間114日

普通自動車運転免許ほか、各職

種によって、必要資格あり

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：医療・介護

医療法人社団さつき会老人保健施設明日葉

イリョウホウジンシャダンサツキカイロウジンホケンシセツアシタバ

『幸齢者』になるために

酒田市曙町2丁目18番地の6

1989年６月

89名

老人保健施設、グループホーム、

クリニックの運営

https://www.satsuki-ashitaba.jp/

0234-22-3885

ashitaba@inetshonai.or.jp

https://www.satsuki-ashitaba.jp/

　当法人の前身は、昭和45年に酒田市駅東に開業しました瀬尾整形

外科医院です。平成7年5月1日に開設しました老人保健施設「明日葉」

は、初代理事長が整形外科医師として長年の夢でありました、リハビ

リテーションを中心に据えた医療と福祉を兼ね備えた施設として、酒

田では最初の診療所併設型の老人保健施設です。初代理事長の遺志を

継承し、「寝たきりの人は立てるように、立てる人は歩けるように、

明日葉の葉のように明日に向かって今日一日を元気に生きて欲しい」

との願いをこめて、心温かなサービスを提供してゆきたいと思ってお

ります。また、老人保健施設として社会的な役割はもちろんですが、

精神科医師をはじめとした専門職ス

タッフが一丸となって、心と身体の

真のリハビリテーションを提供し、

幸齢者を目指して心に寄り添った

トータル的な支援をしていきます。

　入職してもうすぐ５年。技術はもちろん知識も全く

ない状態でしたが、優しく頼りになる先輩方がいるお

かげで、今も毎日楽しく真剣に仕事に取り組むことが

できています。またご利用者様と楽しく過ごしたりと、

毎日が楽しいです。色々な知識を学べる場所な為、レ

ベルアップにはとても良い環境だと思っております。

介護員　河井 大輔

事務　兼山 卓

令和３年３月１日～

履歴書、卒業見込証明書、成績

証明書、資格取得見込証明書

酒田市曙町2丁目18番地の6

介護員

５名

当法人の規定による（社会保険完備）

大卒初任給　185,000円

シフトによる

１ヶ月10日の休み

不問（介護福祉士優遇）。医療介

護に興味のある方お待ちしてお

ります。

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：電子機器製造業

株式会社JVCケンウッド山形

カブシキカイシャジェイブイシーケンウッドヤマガタ

お客様のニーズと期待に応えるものづくりで
信頼される製品やサービスをお届けします

鶴岡市宝田一丁目15番80号

1981年７月

150名

無線通信システムの設計・開発・製造

http://jky.jvckenwood.com/

0235-24-4811

yazawa.katsuya@jvckenwood.com

http://jky.jvckenwood.com/

◎JVCケンウッド山形は、JVCケンウッドグループの一員として通

信システム事業分野において商品企画、開発、生産、サービスまで

一貫したものづくり体制を整えている会社です。

◎KENWOODは、「鋭さ」「先進性」「高品質」といった価値を市場

から高く評価されているブランドです。 時代を先駆ける鋭い視点、

鋭い視野で限界を超越していきます。

◎JVCは、音と映像の分野において特徴ある商品や技術力を高く評

価されているブランドです。ひとの感覚を高める新鮮な発想力で豊

かな毎日を提案していきます。

　加速するものづくり革命と世界企業との競争環境の中で私たちは『誠実』、

『創造』、『挑戦』を経営理念に掲げ、お客様のニーズと期待に応えるものづ

くりで信頼される製品やサービスをお届けしてまいります。私たちと一緒に、

お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様を含めすべての皆様より

『信頼』される『魅力のある会社』を目指し、取り組みましょう。

人事総務チーム　矢沢 克弥

人事総務チーム　矢沢 克弥

2021年３月１日

履歴書、卒業見込証明書、成績

証明書を郵送もしくは持参して

ください。

鶴岡市宝田一丁目15番80号

技術職（生産システムの設計）

若干名

大学院卒 ： 227,000円

大学卒 ： 209,000円

高専卒 ： 183,000円

短大卒 ： 176,500円
※2020年度実績

8：25～ 17：10 

土日・祝日、年間休日126日

連続休暇（ＧＷ、夏季、年末年始）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

株式会社主婦の店鶴岡店
カブシキガイシャシュフノミセツルオカテン

健康で、楽しい食事を提供します。

山形県鶴岡市美咲町37-17

1963年 9月

432名

小売業

http://www.fu-sha.com

0235-22-2683  

tanikawa@fu-sha.com

http://www.fu-sha.com 

　弊社は、1963年に鶴岡地域の皆様に、「新鮮なものをより安く」

提供する食品スーパーとして設立されました。創業店の銀座店を開店

以来、食品スーパーを8店舗、洋菓子店を1店舗営業、展開しています。

競争の激しい食品・小売業界で、地域に密着した一番店を目指して店

作りに努めています。地域社会の現状と未来を見つめながら、お客様

に最も近いところに視点があるスーパーマーケットとして、何ができ

るのかを追求し続けていきたいと考えます。

　スタッフとしての魅力のひとつは、多くの部門が

集まり、ひとつの目標に向かい協力し合い努力する。

個々の考えがすべて実現する訳ではありませんが、

思ったことをアピールできる場がたくさんあり、一

人一人の判断に任される事もあります。そこが「やり

がい」に繋がります。スーパーマーケットの仕事は、

スタッフの皆さんが目標を共有し、それをクリアし

た時の満足感と達成感が得られる魅力的な仕事で

す。

主婦の店ミーナ店　阿部 店長

総務部　谷川

2021年 3月1日～

履歴書（写真添付）、卒業見込証

明書、成績証明書を御郵送下さ

い。折り返し、会社説明会等の

日程を電話、文書等で連絡致し

ます。

鶴岡市内

販売・仕入れ担当

10名

179,000円

9：30～18：00（シフト有り）

年間105日（休日シフト表による）

普通自動車免許（通勤用）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合サービス業

株式会社庄交コーポレーション
カブシキガイシャショウコウコーポレーション

庄内にこだわり、庄内をこえる。

鶴岡市錦町2番60号

1979年12月

700名

生活産業・観光産業

http://www.shoko-corpo.jp/

0235-22-3033

somu＠shoko-corpo.jp

http://www.shoko-corpo.jp/

　わたしたち庄交グループは、庄内を舞台に多角的な事業を展開して

おり、常に成長する企業を目指しています。地域交通の「安心」と「安全」

を支え、暮らしの進化・発展に貢献できる企業です。ホテルやショッ

ピングモール、航空事業や飲食業などの事業を展開しております。こ

うした当社の多様性を活かし、庄内地域の皆様に、生活の様々なシー

ンで地域密着型のサービスを提供しております。そして豊かな自然に

恵まれた庄内地方に「快適さ、便利さ、楽しさ」を提供し続けている

企業です。当社は東京第一ホテル鶴岡・庄内観光物産館・庄交サービス・

庄交学園・庄交クリーン・庄交トラベル・プラスワン・航空・

S-MALL・不動産・アドの事業部構成になっています。

　庄交グループは、庄内地方を大事なベースキャン

プとしながら、広域経済圏を視野に入れる「庄内に

こだわり、庄内を超える発想とビジョン」が求めら

れています。元気で、明るく、前向きな姿勢で仕事

に取り組み、周りの同僚を当社グループを地域の皆

様を元気にしてくれる。

　私は、その様な方々を応援し、必ず守っていきます。

　素晴らしい出会いを心から期待しております。

代表取締役社長　國井 英夫

人事部　小林・白幡

2021年4月中旬～6月30日（必着）

エントリーシート（ＨＰからダ

ウンロード可）を郵送又は持参

してください。書類選考の上、

一次試験の案内をいたします。

鶴岡市・酒田市

総合職・専門職

5名

（大卒）基本給182,000円（総

合職初任給）

（社会保険完備）

9：00～ 17：30

第2・第3・第4土曜日・日曜・

祝日（年間休日105日）

普通自動車免許

※勤務時間・休日は事業部毎異

なります。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸・小売業 

荘内エネルギー株式会社
ショウナイエネルギーカブシキガイシャ

暮らしに必要なエネルギーの原点はここから発進‼

酒田市東町１丁目７番地の９

昭和33年12月

65名

石油・ガス製品の販売、車両販売、

住宅設備販売・設置、損害保険代理店

http://www.shonaienergy.jp/

0234-22-5070

mie.s@shonaienergy.jp

http://www.shonaienergy.jp/

　昭和33年より半世紀以上にわたり地域に根差した事業を展開しています。

　私達は社会の動きを読み取り前進し続ける企業です。石油製品をはじめ、

ガス・電気など、暮らしに欠かせないエネルギー全般を扱っています。

　当社は自主性を大切にしています。自ら能力向上を目指す方、人とのコミュ

ニケーションを大切にできる方と一緒に地域を盛り上げていきたいと考えて

います。

　社会保険完備、福利厚生充実！（資格手当、家族手当、誕生日・結婚記念

日祝い、制服貸与、インフルエンザ予防接種、自社取り扱い商品の社員割引、

etc…）

　スキルアップの為の支

援制度も充実していま

す。国家資格取得の費用

は全額バックアップしま

す。

　完全セルフガソリンスタンドではなく、フルサービスのスタンド

を続けるのには理由があります。『人とのつながりをもっていたいか

ら』『お客様の声を聞いて、地域に寄り添う企業でありたいから』

　あなたの笑顔が地域を支える力となります。一緒に働きましょう！

　『整備士は男性がなるもの』そう思ってあきらめていた自分の夢を

再び呼び戻してくれたのが、当社の企業説明会でした。働きながら

夢を実現できる環境に満足しています。話を聞いてみて下さい。きっ

とガソリンスタンドのイメージが変わるはずです！

採用担当者より

若手社員の声　女性（2019年入社）

総務部　佐藤 美江

随時

履歴書、卒業見込証明書と成績

証明書を郵送または持参して下

さい。書類選考の上、一次試験

の案内をいたします。

酒田市・鶴岡市

自動車関連サービス

４名

180,900円

シフトに寄る

年107日

普通自動車免許（取得見込可）

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：金融業

株式会社荘内銀行
カブシキガイシャショウナイギンコウ

「革新の金融情報サービスグループを目指します」

鶴岡市本町1-9 -7

1941年4月

1,271名

普通金融業

https://www.shonai.co.jp/

0235-28-2419

saiyo@fidea.co.jp

https://www.shonai.co.jp/

　「地域貢献」が私たちの使命です

　荘内銀行は、「革新の金融情報サービスグループ」を基本理念とし、

お客さまの「夢」の実現に貢献することを目指しています。

　現在、当行を含むフィデアグループでは、中期経営計画スローガン

に『お客さまの知恵袋　信頼され相談される銀行』を掲げ、コンサル

ティング機能の発揮を通じた、お取引先の成長支援、地域活性化の取

組みを強化しています。また、若手を含めた役職員全員が考え、年齢

や組織の枠を超えて議論し、実践する自由闊達な企業風土は、従来の

枠組みに捉われない、環境の変化に先駆けた真に価値あるサービスの

提供につながっています。

　そのため私たちは、お客さまニーズに合わせたスキル・ノウハウを

備えた人材の育成に注力し、若手行員の皆さんが早期に成功体験を得

られるよう研修制度を充実させています。

　若い世代の行員が、柔軟な発想や行動力を大いに発揮できる環境が

あり、今もさまざまなセクションで活躍しています。

　私たちとともに成長し、一緒に地域を盛り上げていきましょう！

　当行には、自らが次のステージへとステップアップでき

るチャンスがたくさんあります。努力次第で希望するキャ

リアを築くことができるのは他社にはない当行の魅力の一

つです！。また、職場内の風通しがよく、上司とのコミュ

ニケーションが取りやすい職場環境も魅力に感じています。

鈴木 稜平（2016年4月入行）

人事管理室　中村

3月～

マイナビからWebエントリーの

上、会員制ページ「メンバーズ

サイト」にてエントリーしてく

ださい。

山形県、宮城県、福島県、秋田県、

東京都

総合職

若干名

205,000円（4大卒）

8：30～ 17：00

４年制大学・大学院・短大を卒

業見込みの方（学部不問）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：専門・技術サービス業

株式会社庄内測量設計舎
カブシキガイシャショウナイソクリョウセッケイシャ

創造のちからで　未来を拓く

東田川郡庄内町余目字三人谷地69-9

1966年8月

50名

建設コンサルタント、補償コンサ

ルタント、測量、地質調査

http://www.shonai.com/

0234-43-2459

info@shonai.com

【事業紹介】

～社会インフラサービスを側面からプロデュース～

　主に国土交通省・県・市町村が管理する社会資本整備としての河

川や道路、橋梁、農業土木等に係る建設関連の計画設計、施設点検、

環境調査、測量、地質調査及び用地・建物補償調査など広範囲な業

務領域で専門の技術サービスを提供しています。　

【当社の魅力ポイント】

～地域に密着した事業を展開～

　昭和41年8月の創業から半世紀にわたり、確かな技術力で地域

のインフラ要請に対応しています。

　あなたの計画・設計した施設が、そのまま現地に築造される喜び

を分かち合いましょう。

　大学で専攻した生物の分野とは違う業務担当でした

が、UAVによる空中写真測量の三次元点群データ作

成など先輩方のサポートのおかげで、楽しく仕事をし

ています。土・日の休日は趣味など自分の時間をたく

さん作れるので、毎日がとても充実しています。

技術部第一課　福山 健太朗（入社2年目）

総務部　吉田 健一

2021年3月～

履歴書、卒業見込証明書、成績

証明書を郵送もしくは持参して

ください。日程調整後、面接い

たします。

募集等に関するお問合せや会社

訪問には随時対応しております。

本社

技術職

2名

初任給：大卒　 190,700円

　　　　短大卒 175,800円

8：00～ 17：30（休憩90分）

土日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇

不問

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：協同組合

庄内みどり農業協同組合
ショウナイミドリノウギョウキョウドウクミアイ

農家の方々を支え、消費者との架け橋となります

酒田市曙町一丁目１番地

平成６年４月

536名（令和２年11月末）

営農販売事業・経済事業・

信用事業・共済事業・福祉事業 

http://midorinet.or.jp

0234-26-5561（土日祝日を除く）

jinji@ja.midorinet.or.jp

http://midorinet.or.jp 当組合ホームページの採用情報

　庄内みどり農業協同組合は、平成６年４月に酒田飽海地区８つの総

合ＪＡを合併し設立されました。

　「農畜産物の営農指導・販売を行う営農販売部門」、「営農資材や農

業機械などを扱う経済部門」、「信用部門」、「共済部門」など幅広い事

業を展開し、農家・生産者を多方面からサポートする仕事をしており

ます。また、地域に密着した組合として、地域貢献活動にも積極的に

取り組んでおります。

　シンボルマーク上部のグリーン部分は、“MIDORI”の「Ｍ」、新緑

萌ゆる山並みであり、自然の生

命観・フレッシュな躍動感を表

現しています。下部のオレンジ

部分は、大きな恵みをもたらす

豊かな大地をイメージさせると

ともに、新たなフィールドを見

据える眼、既成概念にとらわれ

ることのない自由な発想を生む

無垢な瞳であり、行動力あふれ

る情熱を表現しています。

　もともと誰かをサポートする仕事に就きたいと考

えていたこともあり、農業者を多方面から支援する

という目的に共感しました。

　現在は、企画経理課で広報誌を作成する仕事をし

ています。自分で取材し、一冊の広報誌として出来

あがった時にはやりがいを感じます。

令和２年入組　戸林 美桜

総合企画部 人事教育課　阿部

2021年4月1日（木）～

2021年5月21日（金）

追加エントリー期間あり

履歴書・卒業見込証明書または

卒業証明書を郵送もしくは持参

して下さい。

酒田市・遊佐町

総合職（事務職）、専門職（福祉）

15名程度

当組合の規程による

8：30～ 17：00

土日・祝日・年末年始

普通自動車免許（取得見込可）

社会保険完備・退職金制度・慶

弔見舞金制度・再雇用制度ほか

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業（土木・建築・住宅）

株式会社菅原工務所
カブシキガイシャスガワラコウムショ

「つくり続ける。」
未来に安心をつなぐ会社を共につくりましょう

酒田市東栄町12-44

昭和12年5月

55名（2020年12月現在）

総業建設業（土木・建築）

https://www.sugako.co.jp/

0234-22-5422

saiyou_tantou@sugako.co.jp

https://www.sugako.co.jp/

　創業83年目、地域の総合建設業として庄内地方を主軸に建設事業

を行っております。『お客様と社員と地域にとって”いい会社”であ

り続けたい』を理念とし、建設から修繕・解体までを終始一貫責任を

もって社業を行い、生活基盤を『つくり続ける』ことで未来の子供た

ちが安心して暮らせるまちづくりに貢献できる。そんな会社づくりを

目指しています。市内建設会社で

いち早く完全週休二日制を導入、

これからの時代にあった制度改革

を進行中です。この街で暮らす人々

の未来に安心をつなぐのが建設業

の仕事です。

　普段何気なく通る道路や橋、学校や事務所などの建

物、豊かな生活ができるあたたかい家…これらは建設

業を営む会社でつくりメンテナンスすることで安心し

て生活ができます。今、若い担い手が不足しています。

正直とても大変ですが『人を生活を守る』ことができ

るとてもやりがいのある仕事です。次代を担う皆さま

のお力添えを何卒よろしくお願いします。

専務取締役　菅原 脩太

総務部　菅原 脩太・生石 かおり

2021年6月20日～

2021年12月末　※随時

◆下記メール宛に氏名・連絡先・

出身校・希望職種を記載して送信

◆indeedから応募（indeedペー

ジから『菅原工務所』と検索）

◆ショウナイズカンから応募（イ

ンタビュー記事掲載）

庄内地方（酒田･鶴岡･遊佐･三川･庄内)

工事監督＜施工管理職＞（土木ま

たは建築）

4名（土木2名、建築2名）

大卒初任給　197,000円（基

本給+各手当）

賞与：2回（8月・12月）

決算手当：5月（業績による）

8：00～ 17：00

土日･祝日（年間123日）

普通乗用自動車免許（取得見込可）

パソコン操作ができる方

学科不問（意欲ある方大歓迎！！）

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：ソフトウェア業

株式会社セーブ
カブシキガイシャセーブ

ＩＴ技術で地元企業・全国のお客様へ貢献

鶴岡市斎藤川原字間々下116 -1

昭和63年（1988年）4月

11名

ソフトウェア開発、機器販売

事業所所在地に同じ

システムエンジニア

若干名

当社の規定による

大卒初任給185,000円

9：00～ 18：00

土日・祝・年末年始他

普通自動車免許 (AT限定：可 )

0235-24-7116

info@savecom.co.jp

https://www.savecom.co.jp

当社は、地元企業のお客様の要望に応え、お客様の利益に貢献でき

るシステムを提案し、構築する事を目的として地域に貢献しています。

システム開発については、常に最新の I T 技術の提供によって、地

元企業の発展を手助けしており、多くの企業様の信頼を得ております。

さらに、農家向け自社パッケージを開発し、全国の農家の皆様に安

くて使いやすいソフトを提供する事で、より多くの皆様にご支持を頂

き、長く利用して頂いております。

I T技術に興味のある方、明るく前向きな姿勢で自ら考え行動できる

方、人と話す事が大好きで当社理

念に共感して頂ける方を募集しま

す。

個人個人の能力に合わせて、教

育や社内外の研修を行っており、

全社員が生きがいを持って仕事が

できる職場です。

情報技術の基本として、コミュニケーションとチー

ムワークを重視しています。

そのため、うまくいかないことや、わからないこと

があれば、すぐに相談し、課題や問題に取り組む雰

囲気を大切にしています。

代表取締役　成澤正一

代表取締役　成澤正一

2021年 4月20日～

8月31日　必着

履歴書、卒業証明書、成績証明書

を郵送または持参してください。

書類選考後、一次試験の案内を

いたします。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：その他サービス業

株式会社セントラルリース
カブシキガイシャセントラルリース

自分の街と、身近な生活をつくる「足場業界」

南陽市宮内2035 -1

1991年3月

195名（2020年11月現在）

仮設足場の施工技術サービス付きリース

http://www.central-lease.jp/

私たちは、山形県・宮城県・新潟県・千葉県で

“絶対なくならない仕事”をしています

　会社名も企業ロゴも認識のない方がほとんどだと思いますが、実は

街のいたるところにあるモノなので「見たことある」方がほとんどで

しょう。「沢山の場所に提供している」ということは、需要が豊富に

あるということ。さらに！法律で安全確保のため一定以上の高さでの

作業は、すべて足場が必要と定め

られています。“絶対なくならな

い仕事”という点はまさにそうい

う点です。現場の安全を守り、快

適な作業環境を提供するのが私た

ちの使命です。

　お客様に“気持ちのいい仕事”を提供することが私たちのモットーです。

施主様、ハウスメーカー様協力会社様など私たちが関わるすべての方々に「い

いね」と言っていただくために、みんなで頑張っています。

　働いている従業員はみな「雰囲気がいい」「上司との距離が近い」「みな優

しい」と言います。お互いに気持ちのいい仕事を心がけると、職場の雰囲気

も良くなるのです。ぜひ一度、私たちとお話ししましょう。足場は撤去され

てしまいますが、自分の想いはその建造物に残ります。「記憶に残る気持ち

のいい仕事」を一緒にしませんか？

管理部　採用担当

管理部 採用担当　星

2021年3月1日（月）より

リクナビ2022、マイナビ2022

いずれかよりエントリーしてください。

山形県（三川町・中山町・高畠町）、

宮城県、新潟県、千葉県のいずれか

※勤務地は相談のうえ決定

営業／セイフティービルダー（SB）

営業　若干名／SB　各営業所2名

営業　19万円／SB　18万円

営業　8：30～ 17：30／

SB　　8：00～ 17：30

日曜日・祝日・年末年始・その

他会社カレンダーによる

普通自動車運転免許

有 無

0238-59-1131（平日8：30～17：30）

saiyo@central-lease.co.jp

http://www.central-lease.jp/
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングカブシキガイシャ

世界に向けて、最先端のものづくりを

熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000-1

2001年4月

約9,900名（2020年10月1日現在）

電子部品・デバイス・電子回路製造業

https://www.sony-semicon.co.jp/

0235-23-3411

sony-semiconductor-saiyou@jp.sony.com

https://www.sony-semicon.co.jp/

　私たちはソニーのエレクトロニクス製品や自動車、医療、スマート

社会に必要不可欠な半導体製品の設計・開発・量産及びカスタマーサー

ビスまでを手掛けています。特に主力事業であるイメージセンサーは

世界シェアNo.1を誇り、世界中のスマートフォンやカメラ、車載カ

メラなどに搭載されています。

　こんにちは。私は、2017年度の新入社員とし

て製造技術部に配属され、現在は半導体製造装置の

保守・メンテナンスをはじめ、生産設備に関する様々

な業務を担当しています。製造技術部は、年齢や性

別を問わず皆が協力して業務を行っており、活気あ

ふれる明るい職場です。入社後の研修制度も充実し

ており、仕事に関して一から学べる環境が整ってい

ます。私自身、半導体の知識は殆どありませんでし

たが、研修や職場の上司・先輩の指導もあり、1年

間で多くの知識を得ることが出来ました。経験の有

無に関わらず、努力次第でどんな人でも活躍できる

職場だと思います。

山形人事総務部　採用担当

2021年3月1日～

弊社HP・就職サイトからソニー

グループ共通マイページにてプ

レエントリーして下さい。

鶴岡市宝田1-11-73

(山形テクノロジーセンター )他

＜技術系＞設計、製品技術、デバイ

ス開発、プロセス開発、解析技術、

テスト技術開発、実装技術開発、生

産技術、製造技術、設備技術、品質

／信頼性技術、データサイエンス

＜事務系＞経営企画、生産管理、経

理、人事・総務

200名（予定）

（大学院） 248,000円

（大学・高専専攻科） 222,000円

（高専・技術系短大） 191,500円

（事務系短大卒） 178,500円

（高校卒） 168,000円

8：30～17：30（フレックスタイ

ム制あり)・交替制

完全週休2日制（年間休日121日)

交替制は当社カレンダーによる

2022年3月に高校、高専、短大、

大学、大学院を卒業・修了見込みの方

（障がい者採用あり、留学生採用あり）

有 無

※2020年度実績
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：陸運業

第一貨物株式会社
ダイイチカモツカブシキカイシャ

新たな付加価値を創出する総合物流企業

山形市諏訪町二丁目1番20号

1941（昭和16）年3月15日

5500名（正社員4300名）

トータルロジスティクスサービス

https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/

023-623-1411

saiyou@daiichi-kamotsu.co.jp

https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/recruit/

　第一貨物は2021年に80周年を迎えます。1941年に創業以来、

北海道～関西、更には、アジアを中心に海外にも拠点進出し、トータ

ルロジスティクスサービスの提供を主力事業としてきました。自前主

義による特別積合わせ輸送を軸に、主に企業向けの商流貨物を扱って

おり、インターネットによる「貨物追跡サービス」を日本国内で最初

に導入するなど、お客様に確かな輸送品質と安心を提供しています。

そんな第一貨物を支えているのは「人財」。当社の商品は、形あるモ

ノではなく物流サービスです。人と人との繋がりが当社の商品を構成

する要であることから、社員

一人一人を大切にする社風が

育まれ、アットホームな職場

が形成されています。

【会社全体で若手社員を気に掛けてくれます】

　入社前は、体育会系の方が多いのかなというイメージでした

が、実際は、柔らかい雰囲気の方が多く安心しました。メンター

制度を導入しており、入社後1年間は相談役として歳の近い先

輩を配置してくれるので、仕事上や、私生活の悩みをいつでも

相談できます。また、メンターだけでなく、会社全体で若手社

員を気に掛けてくれるので、私自身働きやすいと感じています。

人事部　小島 果穂

人事部　兼子 邦浩・鈴木 恭兵・

　　　　前田 夏瑠

2021年3月1日～

マイナビ2022またはリクナビ

2022よりエントリー下さい。

北海道～兵庫県に68事業所

事務総合職・集配ドライバー職

50～100名

【事務職】181,520円

【集配職】186,930円

※残業別途支給・諸手当(通勤、

勤務地、家族、寒冷地等)

8：00～ 17：45

日・祝 ※土（月2回程度）年間123日

普通運転自動車免許必須（AT可）

社宅・独身寮 完備

（独身者3000円/月）等

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：食肉製造・加工・卸売業

株式会社大商金山牧場
カブシキガイシャタイショウカネヤマボクジョウ

私たちは元氣のみなもと製造業です

庄内町家根合字中荒田21-2

昭和54年7月

380名

豚・生産飼育、豚肉脱骨・整形及び部分肉

製造業務、業務用食肉アウトパック業務、

食肉・加工食品卸売業務ほか

https://www.taisho-meat.co.jp

0234-43-8629

fukuyama@taisho-meat.jp

https://www.taisho-meat.co.jp

　私たちは「元氣のみなもとをつくってます」のコーポレートメッセー

ジのもと「食」への安心・安全を最優先に考え、食肉の生産から加工・

販売まで一貫生産体制を実践している山形県の総合食肉会社です。

　2013年食肉産業展「銘柄ポーク好感度コンテストグランドチャ

ンピオン大会」では、自社ブランド豚である「米の娘ぶた(こめのこ

ぶた)」が初代グランドチャンピオンにあたる「農林水産省生産局長賞」

を受賞しました。弊社では自信をもってお届けするブランド豚「米の

娘ぶた」をはじめ、味に定評のある庄内豚から一般豚に至るまでお客

様のご要望に合わせた豚肉をご提供しております。

　人が生きていくのに、必要不可欠な「食」を届ける仕事や、豚・牛

の生産飼育、農業に興味のある

方、そして「豚肉」の大好きな方、

ご応募お待ちしております！

　「先輩が長年勤めているしっかりした会社」と高

校ですすめられて入社しました。肉をカットしてい

ますが、まさに職人の世界で、それぞれがナイフな

どにこだわりながら技を磨いています。社内は明る

く、先輩も気さくに相談できる人ばかりです。自分

も早く後輩に慕われるようになりたいですね。

カット事業部　五十嵐 祐生

管理本部　福山 雅一

山形事業部　佐藤 明義

2021年3月1日～6月30日

志望動機記載の履歴書を郵送又

は持参。

庄内町、山形市、金山町他各事業部

総合職・一般総合職

若干名

当社規定による。

大卒初任給　203,000円
（令和2年度）

7時間45分

96日

普通自動車免許（ＡＴ可）

食品衛生管理者・獣医師資格取得者歓迎

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

竹本産業株式会社
タケモトサンギョウカブシキガイシャ

安心・安全な環境で美味しさを提供しています

酒田市あきほ町655番地の2

昭和60年12月

84名

食肉処理業、食用油脂製造業、

惣菜製造業

http://takemoto-sangyo.jp/

0234-75-3033

take.san@isis.ocn.ne.jp

http://takemoto-sangyo.jp/

【業務内容】

・豚の脂肪だけを扱っている会社です。

・豚脂は製品の副原料としていろんな食品に使われています。（ウイ

ンナー、サラミ、ラーメンの原料など）

・豚の旨みを出せる製品を作っています。

【当社の強み】

・珍味（サラミ）に入っている米粒のような脂を瞬間的に凍らせて、

バラバラになった製品（特許取得）も製造しています。こちらは全

国の7割位を占める生産と納品をしています。

・ラーメン関係では調味脂、こってり背脂等の生産、カップラーメン

関係ではこってり味や、中に入っている背脂などのレトルト製品を

作っています。

　わが社は「人は食を抜きにしては生活できない」を経営

理念として、どんな時代でも新しい製品創りに挑戦し、安

心・安全を目指して歩み続けております。

　挑戦することが好きな方、日々、感動・感謝できる感性

の豊かな方、一緒に会社と自分を成長させてみませんか？

代表取締役　竹本 栄蔵

代表取締役　竹本 栄蔵

2021年 3月1日～

履歴書、卒業見込証明書と成績

証明書を郵送又は持参してくだ

さい。

飽海郡遊佐町藤崎字茂り松157-31

製造、生産管理

若干名

大学卒　171,000円～、　

8：15～ 17：30

日、祝、当社カレンダーによる

土曜日、夏季、年末年始（年間

100日）

普通自動車免許

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サ－ビス業（老人福祉）

社会福祉法人立川厚生会
シャカイフクシホウジンタチカワコウセイカイ

目配り、気配り、思いやりの介護

庄内町狩川字笠山433番地3

昭和60年７月

97名

老人介護

http://www.tk-kouseikai.or.jp/

0234-56-3522

sansuien@jeans.ocn.ne.jp

　社会福祉法人立川厚生会は、昭和60年に設立された、庄内地域で

も古い特別養護老人ホームです。現在は、母体となる特別養護老人ホー

ムを主に、短期（一部障害受入）・通所・小規模多機能居宅介護の施

設運営と居宅介護（ケアプラン作成事業）を行なっております。

　旧狩川小学校校舎跡地に建てられており、自然豊かな立地となって

おります。旧立川地区を主に事業展開しており、地域のお年寄りの憩

いの場となるよう日々頑張っております。

　福利厚生にも力を入れております。職員の皆さんが積極的に資格取

得に努められるような環境、リフレッシュに繋がる親睦会活動も活発

に行い。ノンストレスを目指しております。

　介護の仕事を選んだきっかけは、祖母の介

護を家族がしていたからです。

　実際、仕事となると大変ですが、多職種で

良い介護ができるように頑張っています。

介護員5年生

事務課長　岩浪 冷子

令和３年４月１日～

令和３年８月３１日

履歴書・卒業証明書（見込含む）

期間内に郵送もしくは持参して

ください。書類選考の上、試験

の案内をします。

特別養護老人ホーム山水園

栄養士（管理栄養士）・介護員・

看護員・機能訓練指導員

各職種　１名ずつ

当社規程による（社会保険等完備）

変則勤務（当社勤務表による）

週休２日

パソコンの操作ができる方

普通自動車免許

通勤できる方

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サービス業

株式会社タマツ
カブシキガイシャタマツ

～地域に愛され、為に生きる企業として～
お客様と生きる喜びを分かち合う会社です

鶴岡市美咲町32番７号

1983年4月

49名

福祉用具の開発・レンタル販売・

住宅改修・消毒メンテナンス

http://tamatsu.co.jp

0235-23-6333

info@tamatsu.co.jp

http://tamatsu.co.jp

　福祉用具の開発・レンタル販売・住宅改修・消毒メンテナンス、展

示研修会を事業とする福祉用具総合専門店として、庄内地方を拠点に

高齢者や障がい者の手足となる『生活用具』を扱っています。初めて

の介護や障がいのある生活に不安や悩みを抱えている方は少なくあり

ません。私たちは自分の身になってお客様に寄り添ったサービスを心

掛けています。「タマツに会えてよかった！」「ありがとう！」「助かっ

たよ！」そんなお客様の一言を励みに働いています。福祉に関しての

知識がなくても相談できる環境があり安心して働ける職場です。イン

ターンシップも受け入れていますので是非ご連絡ください。

　温かい雰囲気の中にメリハリがあると感じています。周りの先輩

方は面倒見の良い方ばかりで、分からない事に関しても聞きやすい

環境です。沢山の失敗をしてきましたが、上司、先輩から時に厳しく、

時に優しく、丁寧に指導してもらい、自分の足りないものに気付く

ことができました。ご利用者様の話からちょっとした悩みを聞き出

し、その方に合った物を提案して喜んでもらい、笑顔に会えるのが

喜びです。

管理部　森元 慎一

2021年３月１日～

５月26日（必着）

ホームページよりエントリーし

てください。

鶴岡市、酒田市、山形市

営業職・事務職・企画開発・技術

1名

大学卒170,000円、

内業務手当（0～10,000円）

8：30～ 17：45

日曜・祭日・土曜日３週で２日

年間110日

普通自動車免許

月残業18時間位

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：複合サービス業

鶴岡市農業協同組合
ツルオカシノウギョウキョウドウクミアイ

耕そう、大地と地域のみらい。

鶴岡市日吉町3-1

昭和47年3月

312名

信用・共済・不動産・営農指導・

販売・購買・福祉・機械燃料事業

https://ja-tsuruoka.or.jp

0235-23-5090

info@ja-tsuruoka.or.jp

https://ja-tsuruoka.or.jp

　JA鶴岡は、昭和47年に旧鶴岡市内の12の農協が合併して誕生し

ました。庄内平野の中心に位置し、出羽三山・鳥海山・金峰山と三方

を山に囲まれ、日本海に面し、自然豊かな環境の中で、稲作を基盤に、

特産の「だだちゃ豆」「アンデスメロン」等の園芸品目の振興も盛ん

に行われています。

　JA鶴岡の職員は、「夢と活力ある農業・地域社会」の実現のため、

地域特性を活かした農業振興と心の豊かさを実感できる生活環境の提

供に努めております。また、各事業を通し地域社会から信頼を受け、

地域発展に貢献することを目指している総合農協です。

　農家の方に対して生産技術の指導や管理を行う営農指導に携わっ

ています。庄内は、「食の都」と言われるほど食に魅力のある土地です。

その食を支える農作物を作るのが、私たちJAです。農業に関わるこ

とに、大きな誇りを持てる仕事です。

耕種指導係　菅原 隼希

人事教育課　藍 陽子

2021年4月1日～5月14日

自筆の履歴書・学業成績証明書・

卒業証明書または卒業見込証明

書・受験表用の写真（パスポート

版）を期間内に郵送もしくは持参

してください。書類選考の上、一

次試験の案内をいたします。

鶴岡市

総合職（信用・共済・販売・購

買等各事業の事務及び営業業務、

営農指導）

若干名

当JAの規程による（社会保険完備）

8：45～ 17：15

土日・祝日・年末年始

（部署により異なる場合あり）

①学歴　大学・短大・高専

②事務系・営業系・技術系の総

合的な業務に適応できる能力を

有する方

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：金融サービス業

鶴岡信用金庫
ツルオカシンヨウキンコ

つるしんは、いつも地域のパートナー

鶴岡市馬場町1番14号

1926年 11月

204名

会員組織制の金融業務

https://www.tsuruoka-sk.jp

0235-22-2352

s11425005@
tsuruoka-shinkin-bank.co.jp

　山形県庄内地区ならびに新潟県村上市 ( 旧岩船郡山北町に限る）を

事業区域として、地元中小企業者や住民が会員となってお互いに助け

合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されている

相互扶助型の金融機関です。

　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は地元で資

金を必要とするお客様にご融資を行なって、事業や生活の繁栄のお手

伝いをしています。また地域社会の一員として、地元の中小企業者や

住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努

めております。

　本業である金融業はもとより、様々な地域貢献活動を通して、地域

との関わりを深めていくことの

できる働きがいのある職場です。

「人が輝き、街が賑わい、活力あ

ふれる百年幸せな街づくり」を

一緒に目指しましょう。

　当金庫は、来るべき創立100年に向けて、心は「ONE TEAM」で、

行動は「毎日、新しいものを探して」歩んでいきたいと思います。

　一人でやることは苦しい、しかし、仲間と一緒にやることで乗り切

ることができることはいっぱいあります。今年も仲間と一緒に“百人

の一歩”で“100年幸せなまちづくり”にチャレンジしていきます。

理事長　佐藤 祐司

総合企画部人事企画課　菅原／阿部

令和3年3月1日開始（終了未定）

リクナビからエントリーして下さい。

庄内地域

総合職（営業店業務・本部業務）

5名程度

大卒初任給　200,000円
（2020年度実績）　　

8：40～ 17：40

土日祝日・12/31～ 1/3

普通自動車免許（取得見込み可）

各種休暇制度、信用金庫年金制度

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

T&日本メンテ開発株式会社
ティアンドニホンメンテカイハツカブシキガイシャ

コンクリート構造物の調査・補修で社会貢献、
頼りにされる地元企業を目指します。

酒田市木川字東中道29-8

1970年3月

40名

総合建設業

(コンクリート構造物の調査・補修)

http://www.maintenance.co.jp

0234-93-2139

s-koyama@maintenance.co.jp

http://www.maintenance.co.jp

　私たちは、社会インフラであるコンクリート構造物の維持メンテナ

ンスを目的とした補修・補強工事を得意とする建設業です。

　日々進歩する技術・工法を積極的に採用し、メーカー企業各社と協

力しながら工事を進めます。

　新しい技術や補修・補強技術に興味のある方、技能を身につけたい

方、お待ちしています。

　先輩のアドバイスをもらい自分なりに工夫しなが

ら、一緒に働く人達と協同して仕事を進めます。工

事が完成した時の達成感は大きいです。

工事技術職　渋谷 樹蘭

総務部　小山 新司

随時受付（ホームページをご確

認ください）

履歴書、卒業見込証明書及び成

績証明書を郵送もしくは持参し

てください。書類選考の上、面

接日時などの詳細をご連絡いた

します。

山形県及び隣県（県外出張あり）

工事技術職、現場作業スタッフ

（技能職）

若干名

当社規定による（社会保険完備）

8：00～ 17：00

当社カレンダーによる

年間104日（令和2年度）

普通自動車運転免許（AT限定不可）

既卒者の応募歓迎、通年採用し

ています。

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：電子部品製造業

TDK庄内株式会社
ティーディーケー　ショウナイ　カブシキカイシャ

Attracting　Tomorrow

山形県鶴岡市山田字油田97番地

1968年 9月10日

1,059名

電子部品製造

https://www.jp.tdk.com/

0234-33-5111

Kouji.Takada@tdk.com

https://www.jp.tdk.com/

≪経営理念≫

社是：創造によって、文化産業に貢献する

社訓：夢　勇気　信頼

車載用電子部品、ＩＣＴ機器用電子部品を中心に事業成長を続けてお

り、極小型インダクタコイル、最先端プロセスの薄膜コイルを製造し

ております。各種製品の要素技術を融合し市場変化とお客様のニーズ

に迅速かつ的確に対応し、お客様に満足いただける製品を提供してお

ります。

主要製品　インダクタ製品、薄膜デバイス製品、電気自動車用ＤＣ-

ＤＣコンバータ

TDK庄内は、車載、ICT、産業機器と多彩な分野で使用されて

いる製品を製造しております。常にお客様に満足いただける製

品を提供し、市場変化に応じた製品開発を行っております。“モ

ノ造りに興味がある方”“チームワークを大切にする方”“自ら

と企業の成長を目指したい方”そんな人材を求めています。

採用担当　髙田 浩司

人事総務 髙田 浩司

2021年 3月以降随時

履歴書　成績証明書　卒業見込

証明書を弊社まで郵送してくだ

さい。

酒田工場、鶴岡工場、鶴岡東工場

技術職 製造・生産関連職総合職

システムエンジニア　生産管

理・品質管理職技術職（生産技術、

製造技術、情報システム技術 他）

若干名

大卒：195,200円　

8:30～ 17:00 

完全週休２日制　年間休日125日 

連続休暇 (GW, 夏季、年末年始 )                      

普通自動車免許

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

テクマン工業株式会社
テクマンコウギョウカブシキカイシャ

私たちは技術開発をとおして人々が相互に理解を深め、
人間性を十分に発揮する豊かな社会の実現に貢献します。

鶴岡市下清水字内田元74 -17

昭和48年5月

33名

色彩選別機、射出成形機、

各種FA機器の開発・設計・販売

https://tecman-kk.com

0235-23-0007

saito-you@tecman-kk.co.jp

https://tecman-kk.com

　昭和48年、「技術で社会に貢献する」を志に、テクマン工業株式

会社は設立されました。

　わたしたちは、これからの“ものづくり”のあるべき姿の追求に挑

戦していきたいと考えています。そして、蓄積した技術によるオリジ

ナルな商品を全国に、世界のユーザに満足していただけるように、全

社員一体となり努めてまいります。

　当社は3人のエンジニアでスタートしました。当

時、縁の下の力持ち的存在だったエンジニア職が、

もっと力を発揮できる会社を創ることを目標とし昭

和48年に創業。現在もその思いを胸に抱き歩んで

います。お客様のニーズをいかに具現化していくか、

納期の速さや精度の高さは元より、開発提案してい

くことを重視しています。案件をより理解していく

ためには、お客様と身近に接し、ニーズを適確に掴

んだエンジニア一人一人に権限を与え、任せるよう

にしています。

代表取締役 社長　三浦 冨博

取締役 総務部長　齋藤 裕

随時

履歴書、卒業見込証明書を郵送

または持参して下さい。書類選

考の上、一次試験の案内をいた

します。

鶴岡市（転勤の可能性有り）

機械・機構系の制御エンジニア

２名

月給185,000円

（社保完備、通勤手当有り）

8：40～17：30

日・祝日・年夏年始、他当社カ

レンダーによる

普通自動車運転免許（AT限定可）

自家用車で通勤可能な方

工学部機械系の卒業者であれば、

なお可

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業（スーパーマーケット）

株式会社ト一屋
カブシキガイシャトイチヤ

うまいものならなんでもト一屋 いつも新鮮近くて便利

酒田市東町2-2-1

1948（昭和23）年3月

109名

酒田市内に８店舗を展開するチェーン方

式のスーパーマーケット（※当社はCGC

グループに加盟しております）

http://www.toichiya.co.jp

070-5058-8037（採用担当者直通）

dai1b@toichiya.co.jp（採用担当直通）

http://www.toichiya.co.jp/
recruit/index.html

　当社は、酒田市内に8店舗　食料品を中心としたスーパーマーケッ

トの店を展開している会社です。「店は客のためにある」を基本理念に、

お客さまに役立つ企画や意見を吸い上げて、企業活動を活性化させて

います。その提案はキャリアや地位に関係なく採用されます。「気軽

に利用できて頼りになる店」として地域ナンバーワン店としての軌跡

を描いてきました。日々、新しい食の提案、心はずむおいしさの提案

を行っています。

　昔ながらの食生活を大切にしながら、新しい時代にふさわしい商

品を提供し、健康的で豊かな食事のお手伝いができるように日々努

力しています。人や生活の動向に関心を寄せ、さまざまな分野に好

奇心が旺盛な行動力のある人に、今後の原動力になってほしいと考

えています。

営業課長・髙橋　弘

営業課長　髙橋 弘

2021年4月1日～

6月30日（予定）

履歴書（写真貼付）、学業成績証

明書、卒業見込み証明書を郵送

下さい。書類選考後に、試験・

面接の日時をご連絡いたします。

酒田市内（店舗、各センター、本部）

販売員/販売部門を経験した後、

営業企画、商品開発、情報処理

等の専門分野に配属

若干名（２～３名）

当社の規定による（各種保険：健

康保険、厚生年金保険、雇用保険）

大卒/180,250円

9：30～ 18：30

（各店舗により異なる）

完全週休2日制

（配属先により曜日は異なります）

普通乗用自動車免許（取得見込

可）、簡単なパソコン操作ができ

る方（エクセル等）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：損害保険業

東京海上日動火災保険株式会社 山形支店

トウキョウカイジョウニチドウカサイホケンカブシキガイシャ ヤマガタシテン

一緒なら、世界は変えられる。

東京都千代田区丸の内１-２-１

1879年8月

17,077名

国内・海外営業、損害サービス等

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

023-632-3636

お電話にてお問合せください。

https://www.saiyou.
tokiomarine-nichido.co.jp/

　東京海上日動は、誰もが挑戦を実現できる世界を創ること、そして

誰かのいざというときを支え、もう一度次の一歩を踏み出せる世界を

創るため、明治時代から141年の歴史を刻んできました。当社の

DNAは社員一人ひとりに刻まれており、それぞれが「地域や社会に

貢献したい」「グローバルに活躍したい」「長く働き、成長し続けたい」

など、自分らしく目標を掲げ、

キャリアを形成しています。そ

してそれぞれの目指す姿を応援

するために、当社では長期休暇

の取得や社内研修の開催等の各

種制度が充実しています。

　当社には「育て、育てられる」風土が根付いてい

るため、周りの先輩方が様々な場面でサポートして

くださいます。入社したばかりの頃は不安もありま

したが、今では活力あふれる先輩方、同期、後輩に

日々刺激を受けながら業務に励み、自身の成長を実

感することができています。

　当社は海外にも目を向けている企業でありなが

ら、各地の地方創生にも取り組んでおりますので、

地元に貢献したい方にもおすすめです。

入社２年目エリアコース社員
山形支店業務グループ

MYPAGEに掲載いたしますの

で、下記URLよりご登録をお願

いいたします。

グローバルコース/全国・世界各地

エリアコース/山形県内（山形市・

鶴岡市・米沢市・新庄市）

グローバルコース・エリアコース

未定

グローバルコース 228,670円

エリアコース 189,350円

（いずれも大卒の場合）

9：00～ 17：00

土日祝・その他休暇有

特になし

その他詳細はHPをご覧ください。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

東北旭段ボール株式会社
トウホクアサヒダンボールカブシキガイシャ

県内NO.1の段ボール企業

飽海郡遊佐町比子字青塚1-1

1962年6月

95名

段ボールシート・ケースの製造・販売

https://www.tohokuasahi.jp

0234-75-3881

soumu@tohokuasahi.co.jp

https://www.tohokuasahi.jp

　当社は酒田市誘致企業第一号として、昭和37年市内旭新町に操業

致しました。

　段ボール包装をメインに、あらゆるパッケージについてトータルで

ソリューションを提供できる会社を目指しております。

　また東北地区日本海側唯一の一貫メーカーであり、段ボールシート

から段ボールケースまで一貫して生産しております

　2021年より『ESG経営』に取り組んでおり、人と人、人と地球、

人と社会とのつながりをより強めて『よきモノづくり』企業を目指し

て取り組んでおります。

　その中のひとつとして、社員に育休や短時間勤務を積極的に取得さ

せるため、自らも仕事とプライベートを充実させることができる管理

職＝『イクボス』の育成への取り組みもそのひとつとなります。これ

からも人と地球そして社会とのつながりを第一によきモノづくり企業

を目指してまいります。

　山形市出身。総務部で経理を担当しています。千

葉県の大学を卒業後、希望していた庄内地域の企業

である当社に入社しました。実家がある山形市に、

山形営業所があることも当社を選んだポイントです。

　経理の担当として、大学で学んできたことを活か

し、緊張感と責任を持って業務にあたっています。

　残業もほとんどなくプライベートに時間をあてる

ことができています。

総務部　丹野 貴陽（入社1年目）

総務部　本間 喬

随時

HPよりお問い合わせいただき後

日、当社よりご連絡いたします。

飽海郡遊佐町

総合職

若干名

大卒初任給　187,780円（基本給）

8：15～17：00

日・祝日・年末年始

大学卒業資格、自動車普通免許

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

東北エプソン株式会社
トウホクエプソンカブシキガイシャ

個々の活躍とチームの力で「わくわくする会社」に。

酒田市

1985年１月

1,953名

インクジェットプリンター部品、

半導体製品、商業産業向け生産装

置、ロボットの要素部品の技術開

発・製造

https://www.epson.jp/
company/tohokuepson/

0120-468-469

te.somu@exc.epson.co.jp

https://www.epson.jp/company/
tohokuepson/recruit/

　当社は、セイコーエプソングループにおける国内最大規模の製造拠

点として、お客様の期待を超える商品・サービスをお届けするべく「東

北エプソンだからこそ実現できる技術」を確立し続けています。その

実現に向け、能力開発を積極的にサポートする仕組みや、成長した人

を評価する制度が充実しています。

　そして、社員が能力を最大限に発揮できる自由闊達で風通しの良い

職場環境をつくり、仕事を楽しむ姿勢を忘れない活気あふれる会社を

目指しています。

　私は学生時代からものづくりに興味があり、就職先として

製造業を検討していました。その中で掲げている高精度で高

性能な「省・小・精の技術」に魅力を感じ、入社を決意しました。

現在は社内生産設備の設計業務を担当しています。部内メン

バーと協力しながら生産設備を立ち上げ、実際に製品が作ら

れる姿を見たときには大きな達成感を感じます。

2016年入社　酒田生産技術センター　佐藤 貴洋

東北エプソン　採用担当

2021年3月1日～

マイナビよりエントリーしてく

ださい。エントリー後、詳細を

ご案内します。

酒田市

＜技術職＞生産装置に関わる機

械・電気設計、電子制御技術開発、

生産技術開発　等

＜事務職＞人事労務、財務経理、

生産管理　等

15名

大学院 236,000円、

大学 215,000円、

高専 191,000円

※2020年4月実績

通常勤務 8：30～ 17：15

週休二日制（年間127日）・当

社カレンダーによる

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業

東北電機鉄工株式会社
トウホクデンキテッコウカブシキガイシャ

未来に残る、ものづくりのプロフェッショナル

酒田市大浜一丁目4番57号

1945年11月

175名

建設業

http://www.dtekko.co.jp/

0234-33-9111

http://www.dtekko.co.jp/

　当社は酒田市に本社工場を有し、各種プラント・生産設備の設計・

製作・建築施工からプラントの自動制御監視システム、データ処理シ

ステム等の計装設備工事、さらに電気設備・給排水・空調設備工事・

保守メンテナンスなど幅広く事業を行っております。当社は、東ソー

株式会社(東証一部上場/化学)グループの総合エンジニアリング会社

として、創立以来高い技術と品質でお客様の信頼を得て社会に貢献し

てまいりました。昨年末には、本社新社屋が完し快適な職場環境が整

いました。また、入社後の資格取得支援制度や技術研修制度にも力を

入れており、資格手当の支給もあります。若い社員も増えており、ソ

フトボール大会や芋煮会等、社員同士が親睦を深める機会もたくさん

あります。

　覚えることは多いのですが、業者の方々とコミュ

ニケーションを取りながらお客様の要望に沿った建

物を作れることが魅力だと思います。

建築土木課　松浦

経営管理室　菅原

3月から随時対応

リクナビ（学卒）、ハローワーク

酒田市

建設業

3～5人

月20万円程度（月給制）

時間外手当、通勤手当等

8：00～ 17：00

土曜日（年数回出勤日あり）

日曜日、夏季休暇、年末年始

特になし

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：化学工業

東北東ソー化学株式会社
トウホクトウソーカブシキガイシャ

明日のしあわせを化学する

酒田市大浜

1983年３月

144名（2020年４月現在）

化学工業製品の製造

http://www.t-tosoh-chem.jp/

0234-33-6111

keikan-soumu-zm@tosoh.co.jp

http://www.t-tosoh-chem.jp/

　当社は、東ソーグループの一員として、創業以来、長年培ってきた

食塩電解技術を基盤に、電気分解から得られる苛性ソーダと塩素を活

用し、種々の製品を日本及び海外市場に供給しています。当社の製品

は、私たちの生活を支える様々なものに幅広く使用されております。

　当社は「化学の革新を通して、幸せを実現し、社会に貢献する」を

企業理念とし、社員全員が日々の業務の中で実践すべき心構え・心得

を「１.挑戦する意欲、２.冷たい状況認識、３.熱い対応、４.持続す

る意思、５.協力と感謝」と掲げ、東北の優良化学会社の実現に向かっ

て邁進しています。

■ 製品

苛性ソーダ、次亜塩素酸ソー

ダ、ポリ塩化アルミニウム、

塩酸、高度さらし粉、塩素化

パラフィン、ITO粉等

　当社は、豊富な教育制度・ほう賞制度の他、安定した勤務制度と

して、様々なライフイベントに応じた手当や休暇が充実しています。

　また、風通しの良い職場環境作りの為の福利厚生制度として、レ

クリエーション・クラブ活動等が盛んです。

採用担当者より

経営管理グループ　採用担当

2021年4月1日から随時

履歴書、卒業証明書、成績証明

書を郵送してください。書類選

考後、採用試験の案内をいたし

ます。

酒田市大浜

電気設備スタッフ

２名

当社規定による

大卒初任給　202,690円

8：30～ 17：15

年間123日（理論値）

電気系学科卒業

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：福祉介護

株式会社東北福祉サービス酒田事業所

カブシキガイシャトウホクフクシサービスサカタジギョウショ

山形を代表する会社を創る

山形市嶋南一丁目10番7号

平成11年2月

430名

通所介護、住宅型有料老人ホーム

http://www.t-fukushi-service.co.jp/ 

0234-26-6605

h.takahashi@t-fukushi-service.co.jp

http://www.t-fukushi-service.co.jp/

　山形市、天童市、寒河江市、東根市、中山町、河北町にて通所介護、有

料老人ホーム（住宅型）、グループホームの運営を行っております。酒

田市においては通所介護、有料老人ホーム3か所の運営をしています。

　個別ケアを尊重するため、全室個室で普段の生活と変わらず安心し

て生活できるような環境整備を心がけています。

　全然違う業種から、無資格で介護業界に転職し、初めは不安だら

けで先輩の説明さえもよく分からなかったが、先輩や同僚、それに

何よりも利用者さんから助けていただいて、楽しく仕事が出来まし

た。今では介護福祉士も無事に取得し、後輩職員の指導員を任され

るようになりました。

　心にゆとりをもって、同僚と先輩、後輩と楽しい事業所を作れた

らいいなと思います。

生活相談員　佐藤

高橋

2021/4/20～

履歴書（エントリーシートHP

からダウンロード）卒業見込証

明書、成績証明書を郵送又は持

参、書類選考の上ご案内いたし

ます。

酒田市

介護職・生活相談員

3人

基本　175.000円

手当8.000～ 20.000円　通勤

6：30～15：30 8：30～17：30

11：00～20：00 16：00～翌10：00

シフト制

社会福祉士・介護福祉士・社会

福祉主事のいずれか

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸売業・小売業

株式会社東北マツダ
カブシキガイシャトウホクマツダ

「美しく走る」マツダブランドを提供し、
お客様のカーライフを支えます。

宮城県仙台市宮城野区小田原1丁目3番23号

平成15年 2月

735名

•マツダブランドの新車販売

•中古車の商品化及び販売

•自動車の部品、用品等の販売

•自動車の車検、点検及び修理

•損害保険代理店業務　　他

http://www.tohokumazda.co.jp/
　　　　　　　recruit/index.html

022-297-2122

recruit@tohoku-mazda.co.jp

http://www.tohokumazda.co.jp/
　　　　　　　　recruit/index.html

　当社は、秋田・岩手・宮城・山形を営業テリトリーとする広域自動

車ディーラーです。

　当社は更なる高みを目指し、地域NO.1自動車ディーラーを目標に、

お客様はもちろん、お取引先様、社員、その家族、地域に愛される会

社を目指しています。

　社員一人ひとりが自動車のプロとしての自覚を持ち、日々の研鑽・

育成に励むと共にチームワークを大切にお客様が求めているものは何

かを常に考え行動します。

　そのための知識、ビジネスマナーなどを学習する研修が数多く用意

されています。

　「人 材」は【人 財】の 考

えのもと、【明るく、楽しく、

元気のよい】会社であるた

めに、私たちはまず【人】

を大切にしています。

＝嬉しかったエピソード＝

　初めておクルマをご成約いただいたお客様から頂いたお言葉で

すが、「車を気に入ったのは勿論だけれど、Mさんが一生懸命説明

してくれたから貴方から買いたい」と言っていただいたことです。

お客様からどの車も素敵だけれど、私は車に詳しくないから、どれ

を選んだら良いのか分からないと最初に言われていました。

　先輩スタッフにも沢山相談し、専門用語などを一切使わずにどうしたら伝わりやす

いかなと考え、比較資料を作って手書きのお手紙と一緒にお渡ししていました。契約が

全て済み、改めてお話を聞くとその資料と手紙を見て再来店してくださったとのこと

でした。

　「ここまでしてくれてありがとう」と直接言っていただけることが何よりも嬉しいで

すし、納車の時の笑顔を見るとこの仕事をしていて良かったなと感じます。

鶴岡店 営業スタッフ　A.Mさん

管理部総務グループ

大森 昇 / 加藤 雅人 /土井 梓

2021年 3月1日（月）～

マイナビ2022 よりエントリーの上、弊

社単独会社説明会にご参加ください。

有 無

山形市、酒田市、鶴岡市、新庄市、天童市、

寒河江市、南陽市、米沢市

営業職・サービスエンジニア（整備職）

営業職18名、

サービスエンジニア（整備職）21名

■営業職 大卒 179,190円

 短大、専門学校卒 167,750円

■サービスエンジニア（自動車整備職）

 専門４課程卒 179,190円

 専門 2課程卒 167,750円

■営業職　通勤手当、家族手当

■サービスエンジニア（整備職）　

資格手当：国家一級小型自動車整備士資

格手当 /毎月10,000円支給、国家二級

自動車整備士資格手当 / 毎月 5,000 円

支給、通勤手当、家族手当

9：30～ 18：15（休憩60分）

火曜日定休日　当社カレンダーによる

■営業職･整備職：普通自動車運転免許

（AT限定除く）

■サービスエンジニア（整備職）：国家二

級自動車整備士資格（取得見込み）

※2020年 4月実績
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サービス業

東洋ワークセキュリティ株式会社
トウヨウワークセキュリティカブシキガイシャ

3年後に株式上場を目指しています！

宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18

平成２年９月

2,400名

総合セキュリティ事業

https://www.tw-s.co.jp/

022-225-5068

j-saiyou@tw-s.co.jp

https://www.tw-s.co.jp/

　我が社は当初、親会社である東洋ワーク株式会社の警備事業部門か

ら始まり、対応エリアを拡大してお客様にご愛顧いただき、順調に業

績を伸ばしてきました。平成21年9月に部門を法人化し「東洋ワー

クセキュリティ株式会社」( 本社･仙台 ) として設立。以来地元東北を

中心に高い技術力とネット

ワーク、また協力体制を構築

し、積極的な事業展開により

全国各地にもエリアを広げて

参りました。

　一緒に「安全・安心」なサー

ビスを提供していきましょう!!

　警備実務を経験していく中で国家資格を取得し確

実にキャリアアップを重ね、当社の中核を担う人材

を目指してください！

新卒採用課 課長　齋藤 征己

新卒採用課 課長　齋藤 征己

2021年 3月1日～

ナビサイトもしくは当社ＨＰか

らエントリーください

全国41拠点

総合職・一般職

200名

総合職 208,000円～

一般職 188,000円～

一般職（大卒） 193,000円～

地域手当は勤務地域により最大

20,000円

8：00～ 17：00（現場による）

116日以上

普通乗用自動車免許（取得見込可）

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

トヨタカローラ山形株式会社
トヨタカローラヤマガタカブシキガイシャ

「地域と共に歩む」トヨタカローラ山形

山形市南一番町1-15

1962年10月

492名

自動車販売・整備など

https://www.tc-ymt.jp/

023-641-2120

yokosawa-yuusuke@tc-ymt.jp

https://www.tc-ymt.jp/

　昨年5月より全国のトヨタ販売店では全車種併売が始まり、県内最

大のネットワーク店舗を持つ当社の強みが生かせる状況だと考えてお

ります。今まで以上に地域密着の活動でお役立ちできるよう、「地域

と共に歩む企業」として努力してまいります。

　今後も社是である「たのしくゆたかな自動車生活をより多くの人々

に」をモットーにお客様から信頼され、選んでいただける店づくりを

行っております。

　自動車が不可欠なここ山形で、私達と共に多くの方々とふれあいな

がら、お客様のカーライフをサポートしていきませんか。

　日頃の営業活動を通じ老若男女、様々な方々とお話しをする機会

があります。「営業は大変だ」とおっしゃる方もいますが、毎日勉強

になりますし、自分自身を成長させるには最高の仕事だと思います。

　また、お客様から「〇〇さんありがとう。」と言って頂くことが励

みになりますし、やりがいにもつながっています。

採用担当　横澤 優介

人財開発室　横澤 優介

2021年3月～10月末

まずは当社ホームページよりエ

ントリーください。

山形県内21拠店

営業職

（営業スタッフ・フロアスタッフ）

10名

当社の規定による

大卒初任給　183,200円

（営業スタッフ）

9：15～ 18：15

当社カレンダーによる

普通乗用自動車免許（MT）

有 無

（トヨタカローラ山形 鶴岡店）
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

有限会社成澤鉄工所
ユウゲンガイシャナリサワテッコウショ

人と人とのつながりを大切にする、
鉄骨のプロフェッショナル

鶴岡市柳久瀬字大坪16

平成元年11月

38名

鉄骨製作・鉄骨工事

https://narisawatekko.com

0235-64-3714

n-tekko@aroma.ocn.ne.jp

https://narisawatekko.com

　当社は、建築鉄骨工事を主に、機械製作、建築金物と製作業務を拡

大しており、多くの鉄骨建造物に対応しております。建築鉄骨工事に

おいては、東北一円は基より関東方面まで施工範囲が広がりました。

　鉄骨を通じて地域に広く貢献し、ものづくりのプロでありながら、

ものづくりを支える「人」の成長も大切にして技術も人も、会社とし

ても成長を続けていけるように色々なことに取り組んでいます。

　良い製品が作れるよう何度も打ち合わせをして、検査を受け、現場

で組み立てられていきます。そうして完成した建物が地図に載り、地

域づくりに繋がっていきます。難しい事もありますが、とてもやりが

いのある仕事です。

　主に、図面を元に鉄骨の仮組溶接を行っていますが、分から

ない事があれば諸先輩方に優しく教えて貰えるので、自分の身

になっています。

　社内には様々な行事や委員会活動があり、夏はBBQ、秋は芋

煮会やボーリング大会など、社員の皆さんとコミュニケーショ

ンが取れるところが成澤鉄工所の強みだと思います。

　技術面でも人間としても成長していかなければなりませんが、会社と共に成長し、

何事にもチャレンジしていきたいと思っています。

製造部　新舘 大介

総務部　佐藤 祐子

2021年3月1日（月）～ 随時

履歴書・卒業見込証明書と成績

証明書を郵送もしくは持参して

ください。書類選考の上、面接

の案内を致します。

鶴岡市

製造･設計･品質管理

若干名

当社の規程による（社保完備･残

業手当・皆勤手当・資格手当・通

勤手当・住宅手当・家族手当 有）

149,000円～175,500円

8：30～ 17：30

会社カレンダーによる

普通自動車免許(AT限定可・取

得見込み可)

通勤可能な方

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業

株式会社ニシカワ
カブシキカイシャニシカワ

大正７年創業。まもなく103歳のニシカワです。

埼玉県戸田市新曽633

1953年12月

154名

光学機器・精密機器製造

http://www.nisikawa.co.jp

0235-66-3681

k.moriya@nisikawa.co.jp

http://www.nisikawa.co.jp

会社概要

　大正7年東京都文京区で創業。三菱重工、日産自動車の部品製作

から開始。

　日本光学工業(現:ニコン)とは1950年からのパートナーです。

今年で103年、日本の技術と共に成長してまいりました。

当社の強み

　光学機器、精密機器から大物鋳造部品まで「大物なのに精密加工」

を可能とし、日本でも最大級の門型5面加工機や門型平面研削盤に

より、設計・加工・塗装・

組立など一貫生産の仕組み

を持つ集団です。東日本一

の大型加工機をはじめ65台

を有する設備力と比類なき

技術と高品質が強みです。

　当社しかできない高精度の技術、技能を追求しております。「大物

精密加工屋」を武器に山形の地から日本の技術を世界に発信してお

ります。是非皆さんも一緒にものづくりをやってみませんか。

代表取締役　西川 俊行

総務課　守屋　敬二

令和3年4月1日～6月30日

HPの採用情報（採用問い合わ

せフオームへ）または電話での

申込み。追って当社採用試験の

ご案内をお送りいたします。

鶴岡工場・三川工場

機械加工・生産管理・生産技術・

組立業務

若干名

当社規定による

大卒初任給　171,800円

8：20～ 17：15

日曜、祝日、その他当社カレン

ダーによる

特にありません

「自らの仕事に誇りと責任を持

ち、人生を心から楽しむ」こう

いった人物を求めております。

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

株式会社ニシムラ
カブシキガイシャニシムラ

ファッションライフをまごころでお届けするニシムラ

酒田市中町1-9-21

昭和45年9月

108名

メンズアパレル、レディースアパレル、ベ

ビー子供服、生活雑貨、洋食器、アクセサ

リー、服飾雑貨、その他関連商品の販売。

http://www.nishimura-co.jp/

0234-23-4129

jinj i@nishimura-co.jp

http://www.nishimura-co.jp/

　私たちはお客様に「ファッションライフをまごころでお届けする」

ことを企業の使命観としております。

　「ファッションワールド ニシムラ」では、主力のメンズ商品に加え、

レディーズ商品にも注力し、キャリアスーツ・フォーマル・ドレスなど

幅広いアイテムでお客様に最適なファッションを提案しております。

　「雑貨とファッションのお店 ラ・

カーサ」では、「もっと生活を楽し

くするお店」をコンセプトとし、暮

らしに潤いと癒しをお届けしており

ます。

　二つの業態運営を通して、お客様

のファッションライフがより豊かに

なるために、どのようなお手伝いが

できるのか、常に考え、挑戦を続け、

日々の仕事に取り組んでおります。

　企業の使命観に共感して「お客様に喜んでいただく」という強い

思いのある人を仲間として迎えたい。洋服、雑貨が好きでお客様の

喜びが自分の喜びと思える人。仲間と協調しながら仕事ができる人

を採用したい。

代表取締役社長　西村 公夫

齋藤 錠治、阿部 一弘

当社Webサイトにて告知

担当者に連絡後、履歴書、卒業見込

証明書、成績証明書を本社に郵送し

てください。書類選考の上、合格者

には二次試験の案内を連絡します。

山形県、宮城県の店舗または本社

総合職（販売、営業企画、バイヤー）

若干名

大卒総合職 203,000円

大卒エリア総合職 193,000円

9：00～20：00のうち7.5時間、

休憩90分

年間87日

（当社カレンダーによるシフト制）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：情報処理サービス業

株式会社日情システムソリューションズ

カブシキガイシャニチジョウシステムソリューションズ

ソリューションビジネスは、
人を想い、社会を創る仕事です

酒田市京田二丁目69番3

1988年2月

136名（男性107名　女性29名）

ソフトウェア開発 他

http://www.nichijosys.com

0234-41-2122
（管理本部 総務部　黒井）

saiyou@nichijosys.com

https://www.nichijosys.com/recruit/

https://job.mynavi.jp/22/pc/search/
corp80086/outline.html

　日立製作所、日立グループ各社の最新情報技術を継承し、地方自治

体・民間企業・各種団体等、お客様に最適なソリューションを提供し

ます。

　各種システム開発、クラウドサービス、運用保守、維持管理まで総

合的にサポートします。

　◆自治体向けソリューションサービス

　・総合行政・健康管理システム

　・自治体向け各種クラウドサービス 等

　◆民間企業向けソリューションサービス

　・ＡＩ・IoT・ローカル5Gソリューション

　・各種システム構築

　・ネットワーク設計･構築･保守

　・データセンター、インターネットサービス 等

　私は県外出身ですが、大学進学を機に訪れた酒田に

貢献したいという思いを第一に就職活動を行いました。

自治体や民間のお客様の課題に対して的確なアドバイ

スを行い、信頼と支持の向上に努める姿勢や人との繋

がりを大切にしているところが当社を選んだ理由です。

営業本部 情報営業部　鈴木 那奈

管理本部 総務部　黒井

2021年3月1日～

マイナビ当社ページよりエント

リー、ご応募お願いします。

・本社（酒田市）

・東京支社（中央区日本橋）

・山形支店（山形市）

・新潟支店（新潟市）

システムエンジニア・システム営業

5名程度

大学院卒 214,780円

大学・高専専攻科卒 205,790円

高専本科・短大卒 192,950円

専門卒 181,390円

通勤手当・時間外勤務手当・家

族手当・資格手当・管理職手当・

勤務地手当・首都圏加算手当

8：30～ 17：30（休憩60分）

毎週土曜・日曜、祝日、年末年始、

特別休暇 他（年間123日程度）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：業務請負業・人材派遣業

株式会社バーンフュージョン
カブシキガイシャバーンフュージョン

地域に還元し 地域が活性化される
それが私たちの望みです

酒田市千石町2 -13 -10

2011年7月

670名

30億3000万円

製造構内請負事業・

労働者派遣事業（派06-300080）

有料職業紹介事業（06-ユ-300040）

http://www.bahn.co.jp/company/

0234-21-0113（本社）

mensetsu.bf@bahn.co.jp

http://www.bahn.co.jp/company/
（お問合せフォームをご使用ください）

　2011年7月の会社設立以来、私たちは山形県酒田市に本社を置

く“地元の人材派遣会社”として「地域での雇用を通じ地域の活性化

に貢献する」という理念の下、事業を進めて参りました。これから労

働人口は減少し続け、それに備え特に製造業ではオートメーション化

を加速させていくことでしょう。そのような中でも必要とされる人財

を育成し、この地域の方々が「この地域で働き続けたい」と思えるそ

の一助となる活動を進め、これからも地域に貢献し続けて参ります。

　私は労務管理業務を経て現在は社内システムの開発に携わっ

ています。「労務管理」はスタッフさんの入社・退社・保険の手続き、

勤怠管理などのお仕事です。人材サービス業は多くの人と触れ

合える業界です。この仕事のやりがいはスタッフさんから相談

を受けたり、感謝の言葉を頂いたとき等“人を支える”立場と

して頼りにされていると実感出来るところだと思います。

サポート部　佐藤（入社5年目）

笹本　

以下のメールアドレスへエント

リー希望である旨を記載し送信

ください（フォーム問わず）。確

認後こちらからご連絡致します。

本社（酒田市）、東北テクニカル

センター（鶴岡市）

労務管理業務・取引先企業への

企画・提案

3名

月給　186,000円

（月収例　228,720円/時間外含）

8：30～ 17：30

土日祝（夏季・年末年始休暇有）

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

賞与年2回（昨年度実績）

昇給年1回　社会保険完備

慶弔見舞金制度有　通勤手当/

月額15,000円まで　社員特別

優待販売有　有給休暇（半日単

位の休暇可能）資格取得制度有

有 無

バーンフュージョン独自の技術者育成の為の研修施設（鶴岡市美咲町）

弊社CMマスコット

本社（酒田市）
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：金属製品製造業

パイプ・ラインエンジニアリング株式会社

パイプラインエンジニアリングカブシキガイシャ

確かな技術で快適な生活空間を創造・提供する

東京都台東区寿3-20-11 S・Kビル

1999年9月

56名

管工事業　金属製品製造業

http://www.pipe-line.co.jp/

0234-28-8825

k-konno@pipe-line.co.jp 

http://www.pipe-line.co.jp/

　当社は関東を中心に管工事を行っています。現場では、熟練工の高

齢化や短工期等の問題が多様にあり、その解決の一助として社長の出

身地である酒田に管工事の配管や部材を製造する工場を設立致しまし

た。

　工事依頼は大手サブコンが元請となっている大型案件が主となって

います。自社で加工管工場を持つこ

とにより、配管製造から工事までを

一貫して行えるようになり、コスト

的にも工期的にもより最善の提案を

行うことができるようになりまし

た。これにより、競合他社との差別

化を行うことに成功し関係各所より

大きな評価を得ております。

　酒田工場は設立から6年目で若手社員が多

く、明るく活気のある職場です。社員のほと

んどが業界、製造に関する知識が無いまま入

社していますが、チューターのサポートで少

しずつ仕事の知識や社会人としての成長を実

感することができます。休暇も充実しているので、プライベートを大切にで

きるところも当社の魅力です。是非、私たちと一緒に働いてみませんか。

業務部　前田 梨夢

業務部　今野

随時

履歴書、卒業見込証明書、成績

証明書を郵送ください。

酒田市京田4丁目8-2

生産管理

2名

大学卒 月給　185,000円

通勤・時間外・能力・家族・休日ほか

8：00～ 17：00

土日、祝日、年末年始、夏季休暇、

5/20酒田祭

普通自動車運転免許（AT限定可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

林建設工業株式会社
ハヤシケンセツコウギョウカブシキガイシャ

地域の安全を守り、
お客様と一緒に生活空間を創造する仕事です

酒田市幸町1-6-6

1949年3月

102名

土木、建築工事の請負

https://www.hayashikensetsu.co.jp/

0234-23-3322

kazue-h@hayashikensetsu.co.jp

　林建設工業株式会社は、1919年に創業。2019年8月に創業

100周年を迎えました。『地域社会に安心と快適を届けます』を企業

理念とし、建設を通じて貢献を続け、近年は酒田市の発展や地域の子

供たちへの教育という面での取り組みも行っております。

　会社内においては、中期経営計画を策定、ビジョン『変化に対応し

た経営』、『安心して働ける環境』を実現するため、役職員一丸となって、

さまざまな取り組みをおこなっております。

　女性も一緒に働ける環境であるため、安心して仕

事をすることができます。

土木技術者　太田こころ

総務部　堀口 和枝

随時

履歴書、HPよりエントリーシー

トをダウンロードし記入郵送く

ださい

庄内地区

土木技術者、建築技術者

各1名

大卒初任給　215,800円

8時～17時半

土日祝日他

無し

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業

有限会社原田エフエフケイ
ユウゲンガイシャハラダエフエフケイ

〝人〟としても成長できる企業でありたい。

鶴岡市福田丁38番地

平成7年7月

23名

建設業（フェンス等、金物工事、ドローン）

http://www.haradaffk.com

0235-25-7557

ai-ｆｆk@amail.plala.or.jp

http://www.haradaｆｆk.com

　有限会社原田エフエフケイは、平成7年に設立された建設会社です。

主にフェンスやガードレールなどの設置や、特殊な機械を使用し、岩

削工事、パイプ打込みなど、専門的な工事を請け負っております。近

年では、新たに高速道路の中央分離帯に設置するガードロープの施工、

太陽光パネルの設置、農薬散布用ドローンの教習施設も開設し、農業

法人の会社も立ち上げました。

　資格取得のための費用は会社で負担しており、国家資格やスキルを

身につけていただけます。

　決して大きな会社ではありませんが、少人数だからこそ、一人一人

が活躍でき、個人の頑張りが評価されやすい職場です。

　現在は20代が3名、30代が7名、40代が3名、

50､60代が10名と若手からベテランまで幅広い

年齢の職人が活躍しています。未来ある企業に成長

するために、常に社会やお客様のニーズに応えられ

るよう努力してまいります。外で働くのが好きな方、

ものづくりが好きな方、大歓迎です。一緒に働きた

い方、ぜひお待ちしております。

代表取締役　原田 裕治

原田 裕治

随時募集

電話にて日程調整後、履歴書を

ご持参いただき面接いたします。

山形県内（場合によって県外出張あり）

建設業（防護柵工事）

若干名

当社規定による

（社会保険完備、賞与年２回）

退職金制度、労災保険加入

8：00～ 17：00

当社カレンダーによる

年末年始休暇､ＧＷ休暇､夏季休暇あり

普通乗用自動車免許（オートマ限定不可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：老人介護福祉サービス

株式会社ひまわり
カブシキカイシャヒマワリ

《明朗（明るく）愛和（仲良く）喜働（喜んで働く）》
一緒に働きましょう

鶴岡市稲生一丁目3-5

伊藤　暁生

1996年 11月

73名

訪問介護、デイサービス、有料老人

ホーム、居宅介護支援事業所等

http://himawari-s.co.jp

0235-25-5145

info@himawari-s.co.jp

福 利 厚 生  ・新年会、観桜会、夏祭りなど

 ・ソフトバレーボール大会、ボーリング大会

 ・社員セミナー（グループでの国内外研修）

研 修 制 度  ・月刊誌「致知」を使用した社内木鶏勉強会

 ・外部講師を招いての社内研修会

 ・介護以外の分野においても外部研修に積極的に参加

しています。

お客様との行事 ・季節の外出企画（花見、紅葉狩りなど）

 ・運動会（中央公民館）　・芋煮会（由良海岸）

 ・夏祭り、灯篭コンテスト　　・温泉ツアー　　

 ・日々の余暇活動（午前、午後）

　コロナ禍の中、以前と同様には行えませんが、様々な対策、管理の

もと工夫して活動していこうと考えています。

先輩に励まされ、助けられ、今年で9年目。入社当時から大きく成長

できたと実感できます。

支えて頂いた先輩方への恩返しという意味でも、後輩たちの支えにな

れるように頑張っています。ひまわりで一緒に働きませんか？お待ち

しています。

アメニティハウスひまわりサブリーダー　舟山貴博

経理部　後藤祐介、総務部　若生悠

令和3年4月以降　随時

履歴書、卒業見込証明書と成績

証明書を郵送してください。

鶴岡市稲生一丁目

介護員、看護師、理学療法士、

作業療法士

2人

大卒初任給 180,000円+各種手当

8時間

4週9休（年間125日程）

不問（介護福祉士、看護師など

の資格手当あり）

笑顔で明るく挨拶ができる方。

自ら学ぶ意識を持った、向上心

のある方を募集します。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：畜産食料品製造業

株式会社平田牧場
カブシキガイシャヒラタボクジョウ

「健康創造企業」として社会に貢献

酒田市

1967年2月

約600名

養豚、食肉加工、販売、外食他

http://www.hiraboku.info/

0234-22-8612

recruit@hiraboku.co.jp

https://recruit.hiraboku.info/contact/

　当社は「平田牧場三元豚」「平田牧場金華豚」など国内屈指のブラ

ンド豚を生産する総合食肉メーカーです。豚の飼料や飼育法から徹底

的にこだわり最高の肉質を実現するとともに、環境に優しいものづく

りを重視しています。 自社生産豚を使用したハムやベーコンなど、お

いしく安心・安全な製品づくりを徹底してきました。

　六次産業化している当社には「食」と「おいしさ」を極めるための

生産・製造・販売まであらゆる仕事があります。食べることが好きな方、

動物が好きな方、ものづくりがしたい方、人と接することが好きな方

には活躍の場が無限に広がっています。

　たくさんの方に仲間になって頂きたいです。より良い社会をつくる

ために、事業と自らを成長させられる真摯な方をお待ちしています。

　私は動物に関わる仕事がしたくて平田牧場に興味を

持ち、生産から製造・販売まで一貫して行っているこ

とに魅力を感じて入社を決めました。自分が育てた豚

が商品となりお客様に美味しいと言って頂けた時にや

りがいを感じます。先輩社員とのコミュニケーション

も取りやすく、仲の良い働きやすい職場です。

生産部　本多 康平

管理部 総務・人事課　採用担当

2021年3月1日～

マイナビまたはキャリタスより

エントリーをお願いします。

山形県、東京都、群馬県、北海道

総合職

若干名

当社の規定による

大卒初任給　200,000円

（山形県内勤務の場合）

配属先により勤務地手当あり

部署により異なる

（本社 8：30～ 17：30）

部署により異なる

（本社 土日・年末年始他）

普通自動車運転免許（通勤用）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合人材サービス事業

株式会社フジワーク山形事業所
カブシキガイシャフジワークヤマガタジギョウショ

「働く」のプロがいる。人と共に50年。

大阪府高槻市

1983年6月

109名（男性100名・女性9名）

鶴岡市末広町23番50号

　　 ROC和 鶴岡事務所1階 A

マニュファクチャリングサービス

製品開発・システム開発

http://www.fujiwork.co.jp

0120-52-2209/0235-64-8520

itagaki-yuko@fujiwork.co.jp

http://www.fujiwork.co.jp

【半導体製品製造に関わる装置の保守・保全メンテナンス業務】

　（株）フジワークは大阪本社を拠点に、マニュファクチャリングサー

ビス事業を軸とし、製品開発、不動産開発、施設運営、総合人材サー

ビス業とグローバルに展開しております。総合人材サービスを通じて、

プロフェッショナル人材の能力開発、キャリア開発、請負組織の組織

対応力の強化、プロの製造組織としての品質の強化にも注力しており

ます。現場での職務経験後は工程リーダー、品質・生産管理などの専

門業務責任者、事業場、事業所の管理責任者へとステップアップが可

能です。ものづくりのスペシャリストを目指しませんか？おまちして

おります‼

　私たちは半導体製造装置の「保守・保全・メンテナンス」の

業務を行っています。

　入社してからは学ぶことだらけですが、優しい先輩方から指

導してもらい、経験や知識を積み重ねています。

　今後、自分も指導していく立場になっていきますが、先輩方

のように一人ひとりしっかりとコミュニケーションを取りなが

ら指導し、信頼されるリーダーになれるよう頑張っています！

小松 将也（2020新卒）

板垣 優子

2021年4月～

電話、メールにてお問合せ下さ

い。

鶴岡市

半導体設備のメンテナンス業務

5人

当社の規定による

大卒初任給　190,000円(社会保

険完備　賞与、昇給あり、退職金制

度　資格促進支援　育児休暇あり）

変形１ヶ月単位/7：30～19：30・

19：30～翌7：30の２交替

年間休日185日/会社カレン

ダーによる

PC操作

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：グループホーム・小規模多機能型居宅介護

ぷらすはーと株式会社

ちいさな会社ですみません。

鶴岡市神明町15-15

2001年5月（合資会社喜助としてスタート）

75名

グループホーム・小規模多機能型居宅介護

http://kisuke7778.co.jp/

0235-64-1305

soumu.kisuke.na3@bb-town.jp

http://kisuke7778.co.jp/

ぷらすはーとのない人生は、

きっとつまらない。

　はじめまして。ぷらすはーと株式会社です。　

弊社は鶴岡市の南地区を中心にグループホーム・小規模多機能型居宅

介護サービス・サービス付き高齢者向け住宅を提供しています。

　他の福祉法人よりも職員数や建物など小規模なのが魅力です。ご利

用者の心の中にある小さな小さなぷらすはーと（ホッとする気持ち・

人生の主人公は自分）に働きかけるケアに力を入れて取り組んでいま

す。できる環境にあるご利用者の気持ちに寄り添い、ロゴマークのよ

うにご利用者一人ひとりの個性的な♡がホームからあふれるような

only one を目指し、日々奮闘中です！

入職前は県外の医療施設で作業療法士として働いていました

が、地元に帰ろうと思い就職先を探していました。見学をした

時から、あたたかい雰囲気で居心地の良さを感じ、ここで働き

たいと思い入職しました。いつもご利用者と真剣に向き合い、

喜びや楽しさ、時には辛さを共有できる関係を築いているこ

とが素晴らしいと思いました。研修も多くあり、勉強できる環

境もあります。自分のやりたいことや働き方も相談できます。

見学も大歓迎です。ぜひ皆さんも一緒に働きましょう。

介護・生活リハビリ主査：佐藤　美咲

常務　成田 恵太

随時募集（ホーム見学も随時行っ

ています。）※コロナウイルスで日程

調整の可能性あり

履歴書、卒業見込み証明書の郵

送または持参、もしくは電話・

メールからも受付OKです。

鶴岡市 神明町・斎藤川原・外内島のいずれか

介護職員・看護師

複数名

介護職：185,000円～（各種手当含む）

看護職：195,000円～（各種手当含む）

当社勤務表による

週休二日

不問（ご利用者の生活が豊かに

なるように寄り添える方大歓迎

です♬）

有 無

83



応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

サービス業

株式会社プレステージ・インターナショナル山形BPOパーク

カブシキガイシャプレステージ・インターナショナルヤマガタビーピーオーパーク

ビジネスの相手は『企業』ですが、
大切にしているのは『人』です。

東京都千代田区麹町2-4 -1

麹町大通りビル14階

1986年10月

連結3,948名

BPO（ビジネス・プロセス・アウ

トソーシング）事業

https://www.pi-recruit.jp/

yamagata/

0234-41-0711

( 平日 9：00～ 18：00)

saiyo_SKT@prestigein.com

https://www.pi-recruit.jp/yamagata/

◆事業内容◆

　主要事業はBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）。自動車・

金融・不動産など様々な業界のクライアント企業に対し付加価値のあ

るサービスを提案し、消費者に対し実際にサービスを提供しています。

◆魅力と特徴◆

・社会人のスタートからキャリアアップまで先輩従業員が丁寧にサ

ポート！楽しみながら成長を感じられる環境が整っています。

　※若者応援宣言企業、H27年度「山形県ワークライフ・バランス優

良企業知事表彰」受賞。

・山形BPOパークは従業員の8割が女性。企業内保育園を設けるなど、

働く女性がいきいきと活躍できるよう支援しています。

　当社は「困っている人を助けたい」というシンプルな発想で創

業以来成長してきました。付加価値の高いサービスを生み出し続

けていくために、様々な人財を求めています。年齢や性別は関係

ありません。「やりたい」と思ったすべての人にチャンスがありま

す。当社グループの従業員には、「困っている人の力になりたい」

というホスピタリティを胸に、柔軟性、責任感、積極性を持って、

チャレンジし続けることを望んでいます。

代表取締役　玉上 進一

山形BPOパーク　山形管理部　採用担当

2021年3月1日～

「マイナビ2022」よりエントリー

履歴書（写真貼付）・卒業見込証

明書・成績証明書を希望する就

業場所へ提出ください。

酒田市、鶴岡市

(他 秋田県、新潟県、富山県等 )

総合職、管理者候補、カスタマーサー

ビススタッフ、I T職、経理職、保育士

計15名程度

当社規定による（詳しくは当社

HPをご覧ください）

例　総合職（大卒）216,000円

管理者候補（大卒）174,000円

職種により異なる

シフト制（当社休日カレンダーによる）

不問

UIJターン歓迎、見学会・説明

会随時受付中 

有 無

運営する女子スポーツチーム「アランマーレ」
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：サービス業・美容業

ヘアリゾートハピネス (株式会社ハピネス )
ヘアリゾートハピネス（カブシキガイシャハピネス）

可愛く☆カッコ良く。
お客様に直接喜んで頂け、やりがいのある仕事です。

鶴岡市ほなみ町11-14

平成26年2月

9名

美容業

happiness.blansyst.net

090-6850-4094

hairresorthappiness@yahoo.co.jp

happiness.blansyst.net

gottu79

　ヘアリゾートハピネスは平成26年から3人でOPENして、現在は

従業員も9名に増え、8年目になります。

　『似合わせカット』や『似合わせカラー』等、1人1人に合わせたヘ

アスタイルや時間を提供しています。お客様のゆっくりくつろぎたい、

よりキレイになりたいを叶えるメニュー『ヘッドスパ』や『トリートメ

ント』『まつ毛パーマ』等も力を入れています。

　平成28年から株式会社になり、社会保険等にも加入し、安心して働

ける環境が整っています。OPENしてから毎年有給消化率は100％を

達成しており、プライベートも仕事も両立出来るようになっております。

また、女性従業員も多く、産休、育休の取得実績もあります。産後は1

人1人のライフワークに合わせ、時短勤務や休日の調整もしています。

　東京の有名サロン出身のオーナーが技術や接客サービス等指導しま

す。初めはシャンプーから、1人1人に合わせて練習を重ね、3年～4

年のカリキュラムでスタイリストを目指してもらいます。

　美容の技術は多少不器用でも頑張って練習してい

けば上手になっていきます。大切なことは素直な事

と、人と接するのが好きな事、やる気がある事です。

　美容の仕事を通じてお客様をハッピーに♪たくさ

んのお客様をハピネスにしていきましょう！

　ハピネスは今後もどんどん成長していきます。一

緒に成長出来る方をお待ちしております！

代表取締役　後藤 貴幸

採用担当者　後藤 貴幸

2021年4月22日～10月31日

電話にて直接お問い合わせ下さい。

鶴岡市ほなみ町、鶴岡市内

美容師見習い

2名

￥142,212～ 158,083

昇給あり、社会保険完備

有給休暇100％消化

9：00～ 19：00

月8日休みシフト制

(月6日or7日選択可)

なし

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：輸送用機器製造業

マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社

マーレエンジンコンポーネンツジャパンカブシキガイシャ

モビリティの未来を、私たちの手で

埼玉県桶川市赤堀2-17

1938年２月

908名

エンジン部品の設計・製造

www.jp.mahle.com

050-3363-4067

ken.kurazumi@mahle.com

www.jp.mahle.com

　マーレはドイツに本社を置く自動車産業界のリーディングシステム

サプライヤーです。世界に160の拠点を擁し、77,000名におよぶ

社員がエンジン関連製品の開発と生産に従事しています。当社は、マー

レグループにおけるアジア太平洋地域の本拠地として、内燃機関用ピ

ストンを中心とした各種周辺部品を開発・生産する「エンジンシステ

ムズ＆コンポーネンツ事業」を展開し、製品の品質は、マーレグルー

プの中で最高水準にあると認められています。また、日本国内におけ

る当社製品のシェアは、80%を占めています。

　当社は、アジア太平洋地域を牽引し、世界のモデ

ル工場として注目を集めています。

　日本ならではの技術力を発揮しながらグローバル

企業の一員として胸を張れる。それが当社の魅力で

す。

人事部 部長　菊地 甚一

人事部人事グループ　倉住 賢

随時

マイナビ2022弊社ページより

鶴岡市、大江町　埼玉県桶川市

事務系総合職・技術系総合職

8名

202,600円（大卒）

通勤・住宅費補助など

8：30～ 17：15

土日、各種長期休暇

技術系…理系学部

事務系…不問

フレックスタイム制、年間休日120日

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：製造業（窯業）

前田製管株式会社
マエタセイカンカブシキガイシャ

安全・安心の礎・プレキャスト製品メーカー

酒田市上本町6番7号

昭和23年９月

502名

プレキャストコンクリート製品製造

https://www.maeta.co.jp/

0234-23-5111

saiyou-info@maeta.co.jp

https://www.maeta.co.jp/

　コンクリート製品の設計から施工まで、土木から建築まで、東北か

ら関東まで幅広く一貫した体制で活躍しています。

 ・東日本全域に工場と支店を持ち、設計技術～品質管理・施工管理

等徹底して行う体制で、役所・コンサル・業者から信頼をいただ

いております。 

 ・震災復興およびオリンピック需要等のインフラの整備に欠かせな

い、プレキャストコンクリート製品で、人手不足・材料不足 を

解消できるよう製品開発・工法開発に務めております。

「社是・モットー」

・顧客の心を心とし「良い製品を安く」をモットーに広く社会に奉

仕する。

・創意工夫に徹し、研究に努め仕事に愛情と情熱を傾ける。

・「マエタ」のマークに誇りと責任を持ち、進んで国土の開発に寄

与する。

　弊社の仕事はそれに携わる社員本人だけでなく、

家族や地域を守る仕事です。そして、自分の子ども

など下の世代のために何かを残すことをやりがいと

感じられる方であれば、弊社の仕事を魅力的だと感

じていただけるはずです。

代表取締役社長　前田 直之

小池 禎一

令和3年3月～9月

直接郵送またはマイナビ

酒田本社、仙台・東京支社、

東北・関東地区

営業・技術・施工管理・一般事務

6名程度

大卒初任給　210,000円

8：00～ 15：20

土日、祝日、夏期・年末休暇

普通乗用車免許

（取得見込・オートマ限定可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：スーパーマーケット

株式会社マルエーうちや【店名：ジェイマルエー】
カブシキガイシャマルエーウチヤ（ジェイマルエー）

大切なのは、いつでも「お客様目線！」

秋田県秋田市泉北2-4-23

1976年5月

670名

スーパーマーケット

https://www.maruei-uchiya.com/

018-896-1811

jinj i@maruei-uchiya.com

https://www.maruei-uchiya.com/

　当社は、秋田県秋田市・由利本荘市と、山形県酒田市・鶴岡市に７

店舗のスーパーマーケットを展開しております。近年も順調に売上高・

来店客数を伸ばしながら、食を通じて社会に貢献することを目標とし

ております。「常にお客様の立場で物事を考えよう」を経営理念とし、

地域のお客様に「こんな店がここにあってよかった」と感謝される店

舗づくりに、社員一同取り組んでおります。

　最近は、新規開店はもちろん、既存店の商品の陳列方法の変更や売

場変更にも力を入れ、既存店の売上高前年対比でも100%以上を達

成しています。

　また近年では、プロセスセンターの稼動、自動発注システムの稼動

などの大規模な業務改革で、

経費削減を実施し、より一層、

商品の品質向上と低価格提供

ができるように努力しており

ます。

　営業強化のためには、お客様の立場に立った思考・

発想が欠かせません。また、様々なデータを分析し、

論理的な判断をすることが必要となります。そのた

めには数多くの課題にぶつかることがあります。し

かし、それらの課題に片っぱしから手をつけること

ができますから、大きな充実感とやりがいを感じる

はずです。当社では、この考えに感銘し、邁進でき

る人材を求めています。

代表取締役　海風 正一

本部 管理課　松枝 滋

2021年３月１日～

マイナビサイト等より

応募は、履歴書、卒業見込証明

書と成績証明書を期間内に郵送

してください。

酒田市、鶴岡市

店内販売（総合職）

５名程度

当所の規程による（社会保険完備）

大卒初任給　198,000円

（2021年4月採用）

9：00～ 18：00他

週休２日制

特になし

有 無
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応募方法

問合せ
messag

e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：食品製造メーカー

丸善食品工業株式会社
マルゼンショクヒンコウギョウカブシキカイシャ

庄内から味力を全国・海外へ発信

東京都板橋区成増１丁目30-13

1962年２月

220名（鶴岡160名）

ラーメンスープ、香味油、

レトルトカレー製造

https://www.maruzenfood.co.jp

0235-25-1191

s-kazuhiro@maruzenfood.co.jp

https://www.maruzenfood.co.jp

　大手食品メーカー、即席麺メーカー、飲食店、レストラン向けに新

鮮な庄内豚の豚骨スープをはじめ鶏がらスープ、カレーやデミグラス

ソースを提供し、全国や海外のプロの料理人から支持されています。

多くの方が普段から口にしている身近なメニューに使われています。

　生産量は業界トップクラスです。

　若い社員がたくさん活躍していて、新入社員を先輩がサポートする

メンター制度を導入し、レクレーションや食事会など、コミュニケー

ションの場を多く提供しています。

　スキルアップのための通信教育や資格取得を支援する教育補助が受

けられます。

みりょく     　　　　　

「すべては味力のある食のために」

　「魅力ある味＝味力」を目指して研究開発を続けて

います。食文化の豊かな庄内から「味力」を全国、そし

て世界へ向けて一緒に発信していきましょう。

代表取締役　竹本 博則

総務課　佐藤 一弘

2021年３月1日より

採用担当者へご連絡下さい

鶴岡市宝田３丁目６-31

研究開発、品質管理

若干名

大卒171,000～187,250円
　(前年実績による )

8：30～ 17：30

部署により時間に変動あり

日、祝、当社カレンダーによる

土曜、夏期、年末年始、

普通自動車免許

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

株式会社 丸高
カブシキガイシャ マルタカ

庄内随一の総合建設業

酒田市下安町41-1

昭和37年（昭和23年創業）

150名（2020年 6月現在）

土木事業、建築事業、住宅事業、

企画開発事業、コンパクトシティ推進事業

http://marutaka-miraiya.com/

0234-25-2011

m_togashi@marutaka-net.co.jp

marutaka-miraiya.com/

　丸高は、遊佐町の吹浦で創業し、2020年には72周年を迎えました。

現在では、山形や仙台にも支店を展開し、建築と土木の両方に携わる

仕事をしています。建築では、ビル、マンション、学校、病院、大型

店舗の大型構造物から私たちに身近な一般住宅、リフォームまで建築

全般に携わる仕事をしています。土木では、橋梁、トンネル、河川、治山、

下水道、海上の各工事等、公共工事がメインの仕事です。これまで培っ

てきた知識・技術・経験を活かし、社員全員で力を合わせて、お客様

へ最高のモノをお届けします。また、ここ酒田も人口減少が深刻化し

ており、現在の状態では、街としての求心力、文化や経済が失われて

しまいます。手遅れになる前に、地元の建設業者と手を組み、行政と

協力して、酒田のまちなか再生に全力を尽くします。そして、都市機

能の外への広がりを抑え

た正しいコンパクトシ

ティの実現化を目指して

います。丸高は、「街リノ

ベーション」を提唱し、

酒田の未来をデザインし

ます。

代表取締役社長　髙橋 剛

総務部人事採用担当　富樫 光昭

通年

履歴書（写真添付）及び職務経

歴書を郵送ください。書類選考

後に、詳細をご連絡致します。

本社、庄内営業所、仙台支店、山形支店

建築技術職、土木技術職、建築営

業職、土木営業職、住宅営業職、

企画職、専門事務職、一般事務職

技術職5名、その他若干名

高卒初任給月給166,000円～

大卒初任給月給190,640円～

短大・高専・専門月給178,320円～

8：00～ 17：00

完全週休二日制（土日）、祝日、夏

季休暇、年末年始（2020年実績124日）

普通自動車運転免許等

各種社会保険完備、退職金制度、

定期健康診断、財形貯蓄、ユニ

フォーム貸与、完全週休二日制

技術職の場合、社有車・パソコン

貸与

有 無

　酒田市は人口減少が進み、民間の活力が大きく失われつつあります。

　人口減少の中で地域を活性化するためには、中心街密度を高めたコン

パクトシティの実現が望まれます。人が集まると事業性が生まれ、行政コ

ストの効率化も期待できます。

　今までと同じ暮らし、行政サービスを続けるのは難しい時代です。それ

らを共通認識として、官民連携で再開発事業を進め、住み替えを誘導しな

ければコンパクトシティは成功しないし、住民も自助と共助の意識が必

要だと考えます。

　当社は、2020年6月からコンパクトシティ推進部を新設し、事業性を持たせて新しいまちづ

くりを提唱しています。造るだけでなく街を活用していく仕組みを作りサービスも充実させるこ

とをイメージしています。そのため、さまざまな分野で人材も幅広く求めています。

　まちづくりにノウハウを提案しながら、官民連携の一端を担っていきたいと考えています。
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：食品製造業（野菜漬物製造）

株式会社マルハチ
カブシキカイシャマルハチ

心を込めた「こだわり」

東田川郡庄内町

1914（大正3）年3月

165名

浅漬け等野菜漬物の製造

http://maruhachi.n-da.jp/

0234-43-4808（総務部直通）

saiyo@maruhati.net

http://maruhachi.n-da.jp/e154085.html

マルハチのここに注目！

①「商品開発」が強みです

「山形のだし」やあつみかぶの漬物「雪ん娘」など自社開発商品に

自信あり！

②「日本一」があります

「若もぎ小茄子」はナスの漬物で19年連続一番売れています

③漬け物業界で「東北No.1」です

全国に約2,800社の漬物メーカーがあるといわれていますが、売

上/生産規模とも東北No.1です

④社員ひとりひとりを大切にしています

マルハチの基本は「人財」。エルダー制度で若手社員が新入社員と

ともに成長していきます

　庄内から全国のお客様に「おいしい」をお届けしています。人が好き！

野菜が好き！地元が好き！な、みなさんを心からお待ちしております。

★自分のアイデアが商品化!?

　商品アイデアアンケートを実施しています。自分のアイデアが、スー

パーさんの店頭に並び、さらには大ヒット商品になるかも!?

採用担当者から

総務部 部長　金子 清志

金子 清志

2021年3月1日～

リクナビよりエントリーください。

本社（山形県東田川郡庄内町）

東京工場（埼玉県春日部市）

営業職/製造職

若干名

基本給　195千円、

通勤手当（上限10千円）

営業手当　30千円ほか（2021募集実績）

営業　8：00～17：00（休憩60分）

製造　8：30～17：45ほか（同上）

営業　日曜その他

製造　社内カレンダーによる

文理問わず可

1年間の製造研修があります。

有 無

91



応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業・自動車整備業・保険業

株式会社Miura-Carz-One
カブシキガイシャミウラカーズ・ワン

仕事もプライベートもHAPPYに！

鶴岡市中野京田字大坪５番地

昭和54年8月

25名

新車・中古車販売・車検・整備・

鈑金塗装・保険代理店

http://www.miura-cars.com

0235-26-7900

miura-cars.ck2@cap.ocn.ne.jp

　私たちは、全メーカーの新車販売・中古車販売・車検のコ

バック・鈑金塗装・レッカー・保険代理店業務の６つを軸に、

地域のお客様に愛される企業を目指しております。

　創業当初からお客様・社員・社員の家族・取引会社の皆様

が幸せになることを常に思い、社員一人ひとりが笑顔で働け

る労務環境整備を心がけております。

　社名には「Ｚ（極める）」「Ｏne（１番）」の想いが込められています。一緒に

地域No.1を目指しましょう！

総務部　山﨑 美保

総務部　山﨑 美保

2021年4月20日（火）～

8月31日（火）必着

履歴書・卒業見込証明書・成績証明書を

期間内に郵送もしくは持参ください。書

類選考の上、一次試験の案内を致します。

鶴岡市中野京田字大坪５番地

営業職・サービスフロント職

若干名

当社の規定による（社会保険完備）

大卒初任給：

（営業職） 214,000円

（フロント職） 200,000円

9：00～ 18：00

毎週月曜日・その他曜日（週休

2日シフト制）

普通乗用自動車免許

通勤可能な方

有 無

◆私たちのビジョン◆

一、私たちは「もっと身近に充実したサービスを」を掲げ、地域ナンバーワンの

車屋を目指します。

一、私たちは夢と感動の車社会を実現します。

　皆様のおかげで弊社は令和２年に創業50周年を迎えることができました。

　お客様の信頼を各事業の原点に置き、安心と安全の提供を通じて、豊かで快適

なカーライフと経済の発展に貢献します。

　山形県において必需品である自動車のお話を通じて、お客様との信頼関係を築

きご満足いただけるカーライフを提案し、トータルサポートするのが私たちの使

命だと考えております。

　人と接するのが好きな方・向上心がある方・気遣いができる方を求めております。

　弊社では、一人ひとりが高い自覚の元、自立的・計画的に成長できるようにす

るため、社員の職層に合わせた「成長シート」をいう業務を可視化したものを採

用しております。

　入社後、充実の研修に加え、先輩社員たち・人事が全面的にサポートしますので、

「入社後に何をして良いか分からない」という心配は不要です。

　アットホームな職場で若い社員が多く、明るく活気のある職場が特徴です。

　全社員が目標を持って仕事ができる職場づくりをしております。
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業

株式会社メカニック
カブシキガイシャメカニック

人・地球、ともに笑顔に。

酒田市砂越字中台70番地

1987年

28名

環境装置・鋼構造物の製作、プラント・

械設備設置の施工管理、農業水利施設

の施工整備

http://www.mechanic.co.jp　

0234-52-2417

mechanic@hyper.ocn.ne.jp

http://www.mechanic.co.jp

　当社は環境装置事業として、技術力を活かし浄化センター、ゴミ処

理場の新設工事、農業揚水場の施設製作、整備等のライフライン設備

を行っています。

　地球にやさしい環境づくりを目指して、あらゆる人々の役に立つも

のづくりを行っている企業です。

　一昨年より太陽光発電、風力発電設備を実施、今後は農業と太陽光

を組み合わせたソーラーシェアリングや山間の雪解け水を活用した小

水力発電にチャレンジし、

環境創造企業としての役

割を果たしていきます。

　今は元請けの仕事を担当していて、お客様と直接打

合せをしたり、設計をしたり、現場全体の安全管理を

したりと、元請けの仕事の幅の広さに驚きながらも、

とても大きなやりがいを感じることができています。

　図面を描いたものや、管理者として動かした現場が

形になるということにも、同じ感動があることがわか

りました。今後もっともっと元請けの仕事を受注し、

自分も会社も成長していけるといいなと思っています。

工事部課長代理　土門 弘幸
入社10年

総務部　大場 幸治

2021年６月１日から随時

電話またはメールにて連絡後、

履歴書･卒業見込証明書･成績証

明書郵送又は持参ください。

上記本社所在地に同じ

技術職

２名

200,000円

通勤・時間外・出張・研修手当等

別途支給、社会保険完備

8：00～ 17：30（休憩90分含む）

土・日・祝日 他　会社カレンダー

による休日（年間110日）

自動車運転免許（ＡＴ限定可）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業・一級建築士事務所

森建設工業株式会社
モリケンセツコウギョウカブシキカイシャ

地域に貢献する企業

鶴岡市上藤島字街道西3 -1

昭和35年 3月

18名

総合建設業

morikensetu.com

0235-64-2362

moriken1@galaxy.ocn.ne.jp

morikensetu.com

　弊社は鶴岡市を中心に、庄内地方全域で仕事をしています。下水道・

都市ガスのような暮らしに大きくかかわるインフラ工事から、写真の

ような公園の整備工事、住宅から公共建築物まで幅広い建築工事も行

います。他にも管設備工事、機械設備工事等、様々な仕事をしており

ます。幅広いジャンルで活躍するため、会社は積極的に資格取得を支

援しており、従業員一人一人が高い意欲を持って仕事に取り組んでい

ます。

　森建設工業に入社するきっかけは、入社当時に工事していた寺の改修工事でし

た。入社7年目になり建築工事以外に、土木工事にも携わるようになりました。

　２年前に会社からの支援もあり、１級土木施工管理技士を取得することが出来

ました。弊社は、若手社員が多く、明るく元気な会社です。共に成長し、高め合える

ような仲間が増えることを期待しています。

樋渡　大

山本 秀邦

随時

電話・メール　

山形県内

土木・建築・管工事　作業員

2人

大卒　 200,000円

専門卒 190,000円

通勤・資格・責任者・役職他

7：45～ 17：15 

日曜日　第2・4土曜日　

（GW・お盆・お正月）　　　　

なし

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：輸送用機械器具製造業

山形クラッチ株式会社
ヤマガタクラッチカブシキガイシャ

チームワークとチャレンジ精神を発揮し、
全員で新しい未来へ挑戦！

鶴岡市下山添字庄南43

1973年

108名（2020年11月末現在）

・自動車用クラッチの設計、開発、製造・

　プレス用金型の設計、製造

・プレス部品の製造・熱間鍛造品の製造等

http://www.y-clutch.co.jp

0235-57-2881

ito-hiro@y-clutch.co.jp

http://www.y-clutch.co.jp

　当社は、愛知県に本社のあるアイシン精機を中核としたアイシング

ループ170社のうちの1社です。事業内容は発進伝導装置関連商品（ク

ラッチディスク、クラッチカバー）を主体に一貫生産体制をとってい

ます。

　海外ではタイに子会社を持ち、現地OEメーカー、アフターマーケッ

ト（特にアセアン市場）の顧客を中心にクラッチを生産・供給してお

り山形クラッチとタイ子会社では部品の相互供給など保有リソーセス

も最大活用する視点で取り組んでおります。日本ではクラッチの車は

少なくなりましたが海外においてはクラッチの自動車はまだまだ多

く、世界に打ち勝つものづくりにチャレンジし生産活動を行っていま

す。また、近年ではハイブリット車用部品も生産しております。

　ものづくりに興味のある方大歓迎です。

　当社のクラッチ生産は鍛造、プレス、熱処理、切削、組立と

多くの工程があり、自分はその中でも円盤状のバネを生産する

工程の生産技術を主として担当しております。完成したバネは

単純な形ですがそこに至るまではいろいろは機械的専門知識を

駆使し時には失敗も経験しますが、そこでさらに自分の技術に

磨きがかかり仕事の面白さを実感します。

　物づくりの原点である生産技術を一緒にやってみませんか。

生技グループ　村田 彩輝斗

業務部　伊藤 浩一

2021年3月1日～

2021年9月30日

履歴書、卒業見込証明書を郵送

または持参して下さい。

上記本社所在地に同じ

技術系（生産技術・設備保全）

1～2 名

大学卒　月給　188,000円

（2021年4月採用者への提示額）

通勤、時間外、世帯手当　等

8：00～ 17：10

週休2日制、長期（ＧＷ、夏季、

年末年始）各一週間程度

生産工程の設計・製作、既存工程

の改善、生産設備保全（機械・電気）

有 無

タイ工場
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：自動車小売業

山形ダイハツ販売株式会社
ヤマガタダイハツハンバイカブシキガイシャ

たのしくゆたかな自動車生活を、より多くの人々に

山形市白山3-8-30

1970年10月

250名

自動車の販売ならびに修理、点検

https://yamagata.dd.daihatsu.co.jp/

023-641-1551

sayaka.yanai@ymgt.daihatsu-dlr.co.jp

https://yamagata.dd.daihatsu.co.jp/

　当社の仕事は、車の販売をはじめ、お客様宅への定期訪問等のアフター

フォロー、点検や車検、保険業務などのカーライフサポートを行うことで

す。

　車の営業職というと、お客様に「車を買ってください」というやり取り

ばかりしているイメージを持たれる方も多いかと思いますが、実際にはそ

うではありません。お客様の生活スタイルやご家族のことを知らなければ、

目的・ニーズにあわせた提案はできません。いかにお客様の立場に立ち、

コミュニケーションを図るかが重要です。お客様との信頼関係を築き上げ

ることができれば、増車や車の買い替えにもつながります。

　車が好きか嫌いかは関係ありません！人と接することが好きな方、じっ

くりとお客様とつながりを持ちたい方、お待ちしております。

★入社を決めた理由

　私は、自動車ディーラーの営業という仕事は、車と

いう商品だけでなく、思い出も提供する仕事だと思っ

ています。そう思っているのも、私が幼いころ、家族

で車を買いに自動車ディーラーに行ったとき、そこで

対応してくれたスタッフの方々が、とても優しかったことや、新しい車

に乗ってワクワクした気持ちをいまだに覚えているからです。

　車を買う機会は、多くの人にとって、数回しか起こらないことだと思

います。だからこそ、その数少ない大切な１回を私自身がお手伝いでき

ること、自分のためだけでなく、人のために仕事ができることといった

部分に非常に魅力を感じ、この業界で働いてみたいと思いました。

営業職　竹田 昭範

総務部総務課　鈴木 亘・箭内 沙也佳

3月1日以降 随時

マイナビ・リクナビの当社ページより

エントリーいただくか、メール・電話

にて担当者にお問い合わせください。

山形県内11拠店

営業職・サービスエンジニア職

営業職5名、サービスエンジニア職8名

営業職（大卒） 210,500円

サービスエンジニア職（国家2級）

 184,500円

その他規定による　

9：30～ 18：00

年間104日

共通：自動車運転免許（AT限定不可）

サービスエンジニア：国家2級自

動車整備士

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

山形日産自動車販売株式会社
ヤマガタニッサンジドウシャハンバイカブシキガイシャ

庄内で生まれ庄内で育ち庄内を愛する企業

鶴岡市美咲町34番５号

昭和21年11月

110名

自動車販売及び自動車整備

https://ni-yamagata-hanbai.
nissan-dealer.jp/top.html

0235-22-3400

togasi@yamagata-hanbai.co.jp

https://ni-yamagata-hanbai.
nissan-dealer.jp/top.html

　山形日産自動車販売㈱は、戦後まもない昭和初期にここ鶴岡に誕生

した会社です。

　県内でも庄内地区を販売エリアとし、鶴岡市の３店舗酒田市の３店

舗、合計６店舗で営業しております。主に車両販売が中心です。車検・

点検の入庫予約、車を使っていての困り事、アドバイスなどお客様へ

最適なカーライフの提案のお手伝いをしていただきます。

　車両販売以外にも仕事内容は多岐に渡ります。

　お客様との繋がりが強く客様に感謝される事もあり、とてもやりが

いのある仕事です。

　就業場所は、庄内ですし、従業員も全員庄内出身者ばかりです。

　全員がチームで、職種を超えて助け合いながら仕事をしていると

てもフレンドリーで楽しい職場です。

管理部　富樫 金一

店舗支援管理部　富樫 金一

2021年４月20日～

履歴書　成績証明書を期間内に

郵送もしくは持参して下さい。

書類選考の上、一次試験のご案

内を致します。

鶴岡市又は酒田市

営業職

若干名

大卒初任給　170,000円

＋各種手当(当社規程)

9：20～ 18：50

火曜日ＧＷ盆年末年始

普通乗用自動車免許

パソコン操作が出来る

通勤可能な方

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：食品卸売業

株式会社山形丸魚
カブシキガイシャヤマガタマルウオ

安全・安心な食品を提供し、皆様の生活を豊かにします

天童市石鳥居二丁目２-70

1953年９月

200名

生鮮水産物および加工品、一般食

品（飲料、瓶、缶詰、調味料など）

の卸売業

http://www.maruuo.co.jp/

023 - 658 - 3330

saiyou@maruuo.co.jp

http://www.maruuo.co.jp/

　創業以来、山形県内で食品卸売を行っており、今年創立68周年を迎

えます。水産物の卸売では県内でNo.1のシェアをいただいています。

　当社が扱っている商品は生鮮水産物やその加工品はもちろん、調味料・

ペットボトル飲料・カップラーメン・嗜好品といった一般加工食品やスー

パーなどで販売しているお惣菜も扱っており、非常に幅広い食品の流通

に携わっています。そのため、山形県に住んでいる方はほぼ間違いなく

当社が取り扱った食品を口にしていらっしゃると思います。

　当社が扱う商品は、日本はもちろん全世界から集まってきます。その

中で自分が売りたい商品をある程度自分の裁量で販売できることが当社

の特徴です。

　食生活を豊かにすることは生活の豊かさに繋がります。そのためには

「安全・安心な食品」を提供することが不可欠です。そうした食品をお

届けできるよう、努力を続けています。

　私は庄内浜を始め、全国各地から様々な魚を集め、庄内一円

のスーパーや魚屋さんへ販売する業務を行っております。納品

した魚はお刺身や総菜、お寿司など形を変えて店頭に並んでお

り、庄内に住んでいる方なら一度は私が販売した魚を口にした

ことがあるのではと思います。自分の販売した魚で皆様の食生

活を支えていると考えるとやりがいを感じています。今後も皆様の食をより豊かに、

安心して安全に食べて頂ける魚を、お届けしていきたいと思っております。

酒田営業所鮮魚課係長　田中 章喜

管理本部総務人事課　矢野健太郎

2021年3月1日～

2021年10月31日

履歴書ないしエントリーシート

を本社の採用担当者宛てに郵送

してください。書類選考の上、

随時一次選考の案内をいたしま

す。

酒田市船場町２-３-30

総合職

１名

当社の規程による（社会保険完備）

通勤手当・家族手当・シフト手

当など

①3:00～ 12:00

②4:00～ 13:00

日曜・祝日、水曜日（隔週など）

ほか会社年間カレンダーによる

普通自動車免許取得ないし取得

見込みの方

自動車通勤が可能な方

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：小売業

株式会社ヤマザワ
カブシキガイシャヤマザワ

健康・元気　ヤマザワ

山形市あこや町3-8-9

1962年10月

3575名

食品スーパーマーケット

https://yamazawa.co.jp

0120-154-655

SaiyoK@yamazawa-co.jp

https://yamazawa.co.jp

　ヤマザワは山形県・宮城県で60店舗を展開する食品スーパーマー

ケットです。

山形県内小売業では売上No.1

　「毎日の生活に必要な商品を新鮮で美味しく、安く提供する事によ

り、食生活を豊かにし地域社会に貢献する」を経営理念としておりま

す。また、時にはライフラインとして「食」を支えています。

　ヤマザワでは「地域のお客様に繰り返しご来店してい

ただける店づくり」を目指しております。「食」は毎日

の生活に欠かせません。今後も「食」を通じて地域のお

客様に貢献していけるよう、努力していきます。ぜひ食

に興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

採用主任・山鹿（やまか）

金澤・山鹿

3月1日～9月30日（予定）

リクナビ2022もしくは

マイナビ2022からエントリー

山形県・宮城県の各店舗

総合職・エリア総合職

30名

大卒　　　　200,000円

短大専門卒　180,000円

1日8時間のシフト勤務

年間休日113日

自動車運転免許（通勤用）

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：総合建設業

株式会社山本組
カブシキガイシャヤマモトグミ

未来の景色をカタチに。

鶴岡市

1960年6月

33名

建設業（建築・土木・解体）

農業　（生産・加工・販売）

https://yamamotogumi.biz

0235-75-2334

cucumber@yamamo10.co.jp

　建設工事の面白さは、唯一無二の一品受注生産の物造りと、大きな

スケールで仲間と協働で築き上げて行く楽しさ、その事を彼女や彼氏

に自慢できる事、天空の下“未来の景色をカタチに”出来る喜び、そ

して物造りに傾けた情熱の量に比例して、成長できることです。

　私達は、建設業・農業を通して地域に密着し、人々の生活がより便

利で、豊かになることを目指しています。「仲間と一緒に仕事を成し

得ていくことの達成感」を大事にしながら創業時から続く「本物の物

づくり」の精神を追求し続けています。

　創業から現在まで変わらない当社の企業理念は、

「社員の物心両面の幸せ」。社員の成長が、原動力です。

　社員全員がアイディアを自由に出し合える組織づ

くりを行い、100年残る物造りにチャレンジしてい

ます。

代表取締役　山本 斉

松浦 雄太

3月1日～5月31日

マイナビのエントリーシートか

直接担当者まで連絡下さい

鶴岡市

専門技術職

3人

大卒　202,400円

高卒　184,800円

賞与3回　夏季・冬季・決算季

8：00～ 17：00

週休二日制、GW,夏季、年末

年始休暇（当社カレンダーによる）

要普通免許（情熱のある人）

山本組は禁煙推進企業です。原

則として喫煙者はご遠慮下さい。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：卸・小売業

ヤマリョー株式会社
ヤマリョーカブシキガイシャ

つながる、ささえる、エネルギー

山形市流通センター3丁目6の5

昭和24年4月

296名

卸・小売業

http://yamaryo.co.jp/

023-633-2323

satoko-sakurai@yamaryo.co.jp

http://yamaryo.co.jp/

　当社は皆様の生活に不可欠なエネルギー、石油製品、ガス製品、住

宅設備、建設資材、各種保険、リース事業、生活支援事業等を展開し

ています。エネルギー事業の企業として、すべての人々に、そして生

活に、時代に合ったより良いサービスと長年培った技術力で愛される

企業を目指しています。採用後は、メーカー主催の専門研修、業務に

必要な資格取得のための研修など、学びの機会が豊富です。主体性を

持って学べる環境の中で、実力を養うことが可能です。当社は

1949年の設立から今年4月で72年を迎えます。勤続年数が長い社

員も多く、10～30年の社員には表彰も行っています。地元山形で長

年続く当社で一緒に働いてみませんか？

　当社は給油事業、石油事業、ガス事業など生活に

欠かせない事業を行っています。また、社全体でお

客様に対して親身になり、お客様との距離の近い関

係性を大事にしています。県内でも各地にお客様が

いらっしゃるので、お客様とのつながりの強さも当

社の魅力かと思います。

石油部　石川 修平

総務部　櫻井 理子

2021年4月1日（木）～

5月14日（金）※予定です。

マイナビよりエントリー

山形県内・仙台市

総合職

若干名

基本給　185,110円・

通勤手当・資格手当他

8：30～ 17：50

土日・祝日

普通乗用自動車免許

勤務時間や休日は営業所によっ

て異なります。

今回記載しているのは本社の例

になります。

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：医療・福祉

社会福祉法人友和会
シャカイフクシホウジンユウワカイ

人の和を大切に、人に寄り添う仕事です

酒田市曙町2-26 -1

平成3年5月

120名

社会福祉事業

（特別養護老人ホーム等の介護事業）

www.fuku-yuwakai.jp

0234-26-7788

0234-26-7790

yuwakai-honbu@solid.ocn.ne.jp

　特別養護老人ホームやグループホーム、地域包括支援センターなど

高齢者の福祉・介護事業を総合的に行っています。「人の和を大切にし、

調和のとれた法人運営を目指すこと」を理念とし、介護サービス等の

利用者、その家族、働く職員や関係するすべての人々が安心感や満足

感を持って暮らせるよう、地域福祉の拠点としての役割に取り組んで

います。

　福祉・介護の現場は、職員がいきいきと働けることがとても大切で

す。「人が育つ職場」をスローガンに、「風通しが良く笑顔が多い」、「充

実した研修や支援体制でスキルアップできる」職場として新しい職員

をお迎えします。

　介護・福祉は大変な仕事と思われがちです。確かにうま

くいかない事や厳しい現実に悩まされることもあります。

でも、一歩足を踏み入れてみると、楽しそうな笑い声が聞こ

え、私達を待っていてくださる利用者や仲間がいます。知れ

ば知るほどやりがいのある仕事で、人の人生に深く関わる

仕事をしながら、自分自身の人生にも深みが増す仕事です。

　「ありがとう」「あなたを待っていたよ」そんな言葉が元気

の源となる職場で一緒に働いてみませんか。

施設長　後藤 香

事務局　池田 護

随時

履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・

資格証（取得見込証明）を連絡の上、郵

送または持参してください。書類選考の

上、採用試験のご案内をいたします。

酒田市

介護職員

若干名

当法人の規程による（社会保険完備）

初任給（定額手当含む）大卒 180,480円、

短大専門卒 166,680円

シフト勤務

年間119日

次のいずれかの資格（取得見込み可）

（介護福祉士、社会福祉士、社会

福祉主事、介護職員初任者研修）

有 無
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応募方法

問合せmessag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：福祉事業

社会福祉法人遊佐厚生会
シャカイフクシホウジンユザコウセイカイ

「信頼・向上、そして温もり」

飽海郡遊佐町当山字上戸8-1

昭和60年4月

180名

施設利用者（老人・障がい者）の

生活支援、日常生活介護

https://www.yuzakouseikai.or.jp/

0234-72-5611

gakkoen@jade.plala.or.jp

https://www.yuzakouseikai.or.jp

　遊佐厚生会は、昭和60年4月より事業を開始しました。「信頼・向上そし

て温もり」を基本理念として遊佐町で障がい者・高齢者を支える福祉施設です。

障がい者支援施設月光園、多機能型事業所ゆうとぴい、特別養護老人ホーム

ゆうすい、デイサービスセンターあいあい、特別養護老人ホームにしだてを

運営しています。職員の人数は、全体で180名程です。研修等によりスキル

を身につけ資格取得によっては、その後にケアマネージャー、ソーシャルワー

カー等ステップアップもできます。

　デイサービスのボランティアに参加した中で利用者と話が弾み、

「こういう、人と関わる仕事もいいかもしれない」と感じたのがきっ

かけで当施設に応募しました。そして、自分と同じように住み慣れ

た土地で暮らし続けたいという人たちに貢献できる今の職場に就職

しました。現在私は障害のある人たちの生活介護をしています。こ

の仕事のやりがいは自分が頑張った分、助かる人たちの顔が見える

ところです。将来的には資格を取得して、より知識と経験に裏打ち

されたサービスを提供できればと思っています。

介護職　先輩からひと言

管理課　佐藤

令和3年9月下旬から10月下旬

受験申込書、履歴書（法人ＨＰ

からダウンロードできます）、有

資格証明書（写）を各１通づつ

提出

遊佐町内

介護職

若干名

遊佐厚生会「職員給与支給規程」

による　

社会保険完備、各種手当有

7：30～16：30 10：00～19：00

13：00～22：00 21：45～翌8：00

（シフトによる、夜勤勤務有）

週休2日・祝日・夏季・年末年

始（シフトによる）

普通自動車免許（通勤可能な方）

介護職員初任者研修修了者（ヘ

ルパー2級以上）見込みも可

有 無

障がい者支援施設　月光園

特別養護老人ホーム　ゆうすい

特別養護老人ホーム　にしだて
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：商社（電気・電子・精密機器）、ICT・情報サービス業

リコージャパン株式会社山形支社
リコージャパンカブシキガイシャヤマガタシシャ

好きな街で好きなだけ。

東京都港区芝3-8-2

1959年5月

18,240名（山形支社130名）

さまざまな業種におけるお客様の経営課

題・業務課題に対してICTを駆使した各

種ソリューションの提供。

http://www.ricoh.co.jp/sales/about

023-633-3368
※お急ぎの際は携帯にご連絡ください

080-8210-0613

emi_noguchi@jp.ricoh.com

　リコージャパンは、SDGsを経営の中心に据え、事業活動を通じた

社会課題解決を目指しています。新しい生活様式や働き方に対応した

デジタルサービスを提供することで、お客様の経営課題の解決や企業

価値の向上に貢献。オフィスだけでなく現場や在宅、企業間取引にお

ける業務ワークフローの自動化・省力化により、“はたらく”を変革す

るための支援をしています。また、私たちは社員がいきいきと誇りを

持って働き、その結果、会社業績も向上していく、そんな会社を目指

しています。人事制度はもちろ

ん、社員満足度の向上や技術革

新による業務のさらなる効率化

など、全方位で改革を進めるこ

とで、より働きがいのある魅力

的な会社作りを行っています。

　山形支社の社員の95％は山形県出身者となっており、昨

年度・一昨年度の山形支社配属の新入社員も山形県出身の学

生です。また、山形県が推奨している「やまがた企業イクボ

ス同盟」や「やまがた子育て・介護応援いきいき企業　優秀（ダ

イヤモンド）認定」企業として、女性の活躍推進・仕事と家

庭の両立支援、若手の育成など積極的に取り組んでいます。社員同士の仲も良く

風通しの良い会社です。ぜひ会社説明会で、雰囲気を感じてください！

採用担当者　野口 恵美

山形支社 採用担当　野口 恵美

マイナビ・リクナビよりエント

リーをお願い致します。

エントリーいただいた方にはマ

イページを致します。

山形県内（山形・天童・庄内・

米沢に事業所あり）※各都道府県

単位の勤務がベースになります。

営業職、カスタマーエンジニア職

若干名

大卒初任給　196,000円、時間

外勤務手当、次世代育成支援給

付（対象者のみ）、社会保険完備

9：00～17：30　休憩時間60分

土日・祝日・夏季・年末年始・慶弔休暇など

普通運転免許（AT限定可）取得

有 無
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応募方法

問合せ

messag
e

事業所データ欄

採用情報欄

山形県就職情報サイトへの掲載の有無

業種：建設業（電気工事、電気通信工事、土木工事など）

株式会社渡会電気土木
カブシキガイシャワタライデンキドボク

ダムの電気からご家庭の電気・電気通信まで

鶴岡市下山添字一里塚36番地

1972年1月

215名

http://www.watarai-ec.co.jp

0235-57-2454

mail@watarai-ec.co.jp

http://www.watarai-ec.co.jp

《業務内容》

・電気工事（内線工事、配電線工事）

・電気通信工事・機械器具設置工事・管工事

・木質燃料（チップ、ペレット）の製造販売等

《魅力》

◎歴史に残る誇り

建設物は、次世代へ残り、歴史を刻みます。

◎支持される喜び

公共の施設は、多くの人に利活用されます。

◎仕事の新鮮さ

建設物の種類は多種多様であり、全く同じという仕事はないため、

新鮮味があります。

　生活に欠かせないライフライン（電気）の工事を

担当しています。自分が係った物件が多くの人々に

利用されている姿を見ると感慨深いものがありま

す。ぜひ同じ仲間になって一緒に働いてみませんか。

本社配電課　安野 正志
平成28年4月1日入社

総務部　石谷 裕士

随時

ハローワークからの紹介状、な

らびに履歴書・職務経歴書をご

準備ください。

鶴岡市下山添字一里塚36番地

電気工事（内線工事、配電線工

事）、電気通信工事等

3名

145,900円（2020年高校新卒実績）～

8：00～ 17：00（休憩90分）

日曜、祝日、土曜（隔週）、他会

社指定日

18歳以上

元気で協調性を大切にし、前向

きな考えをもって行動する人が

適していると感じます。

有 無

屋内配線工事

山形管内経路情報設備用電源設置工事

東北電力管内配電線工事
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