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平成２９年９月２３日（土・祝） 

八戸商工会館 

 
主 催：青森 COC+推進機構（八戸ブロック） 

 八戸工業大学・八戸学院大学・八戸工業高等専門学校、青森県、八戸市 

共 催：青森県若年者就職支援センター（ジョブカフェあおもり）／八戸商工会議所 

後 援：株式会社デーリー東北新聞社、株式会社東奥日報社 

協 力：八戸工業高等専門学校産業技術振興会 

 



あおもりの企業の魅力を再発見！あおもり県企業内容説明会 

プログラム 

１．実施日時 

平成２９年９月２３日（土・祝） １３：００～１７：００ 

２．場所 

八戸商工会館 ３階・４階 

３．実施内容 

12：30～ 参加学生受付 

13：00～ 開会挨拶 

青森県内女性社長による講演会  

13：05～13：35 ノースビレッジ LLC  代表 栗谷川 柳子氏 

13：35～14：05 有限会社オフィスエスティ 代表取締役 堤  静子氏 

14：05～14：15 各プレゼン会場へ移動（１０分） 

企業プレゼンテーション  

14：15～15：00 業種ごとの企業プレゼンテーション（25 社） 

15：00～15：10 各ブース会場へ移動（１０分） 

企業ブースでの説明会 

15：10～16：30 ３会場にて説明（１５分説明・５分移動、４クール） 

16：30～ 閉会 

3 階 4 階 

ホール 第 2 会議室 小会議室 

製造業 

情報通信業、卸売・小売業 

金融・保険業、医療・福祉 

飲食・サービス業 

建設業、製造業 

その他 
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４階

ホール 第2会議室 小会議室

14:15～ アルバック東北㈱ ㈱リゲイン ㈱大湊精電社

14:20～ アンデス電気グループ ㈱サンライズ・エー・イー 前田道路㈱

14:25～ ㈱ササキコーポレーション ㈱デーリー東北新聞社 トゥルージオ㈱

14:30～ ㈱永木精機 ㈱ユニバース 青森日揮プランテック㈱

14:35～ ㈱日本マイクロニクス マネックス証券㈱ 太平ビルサービス㈱八戸支店

14:40～ 住友電工電子ワイヤー㈱ ニッポンレンタカー東北㈱
㈱ムジコ・クリエイト
八戸モータースクール

14:45～ 青森オリンパス㈱ 特別養護老人ホーム　見心園 プライフーズ㈱

14:50～ 多摩川精機㈱八戸事業所 ㈱タカシン

14:55～ 朝日インテック㈱東北R&Dセンター 桜総業㈱

※開始時間はあくまで目安です。多少前後する場合がありますので、余裕を持って移動してください。（入退室自由）
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企業プレゼンテーション
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有限会社オフィスエスティ 代表取締役

堤 静子氏

「あおもりで学び・育ち・暮らし・働く」

平成12年 有限会社オフィスエスティ設立 代表取締役就任

平成21年 青森公立大学大学院 経営経済学研究科博士後期課程入学

平成26年 青森公立大学大学院 経営経済学研究科博士後期課程修了 経営経済学博士取得

八戸学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 准教授就任

ノースビレッジ合同会社 代表

栗谷川 柳子氏

「挑戦・失敗・変化を楽しむ」

平成21年 八戸学院大学総合研究所主催起業家養成講座第1期修了

起業や地域活性を目指す人々の情報交換の場

「八戸ビッグバレー」立ち上げ

平成25年 地域活性化任意団体「Sannohe de Production」設立

・デーリー東北「私見創見」執筆

・NHKラジオ「日本列島くらしのたより」出演

・東北ニュービジネス協議会「ソーシャルアントレプレナー大賞」受賞

・平成27年度青森県いきいき男女共同参画社会づくり「女性のチャレンジ部門」奨励賞受賞

ノースビレッジ合同会社

平成22年 農産物流通事業開始

平成25年 「農園キッチンノースビレッジ」オープン

平成26年 健康型飲食店「きたむら食堂」オープン

平成27年 古民家再生、地域食継承、

起業家支援型飲食店「きたむら茶屋」オープン

ミッションは決して変えず、未来の危機を読み柔軟に事業内

容を変化させながら、「大企業や既存のサービスにはないもの

を創出する」、「地域の一般的な生活者が求めるサービスとは

何だろう」と、いわば隙間を狙ったビジネスを展開している。

地域の中でお金を回し、地域の人の仕事を作り、地域に希望を

配れる企業を目指す。

地域の宝となる原石（人・物・情報・文化）
を掘り起こし、宝石に変える

有限会社 オフィスエスティ

平成12年 青森市に設立 http://officest.net
青森県「少子化順応策に係るモデル調査」
青森県「東北新幹線利用に関する調査」
青森県「生活交通再編モデル調査」
階上町「総合交通計画策定調査」
名川町「多目的バス運行計画に係る調査」など
を手掛ける

オフィスエスティでは、せっかく良い素材や優れた製品があ

りながら、付加価値創造の点で後れを取っているのは、マーケ

ティング機能が不十分であるという考えのもと、とにかく“あ

おもり”にこだわり、“あおもり”を元気にするための調査・

分析を中心に業務を行っています。ニーズの掘り起しという事

業化に不可欠なマーケティング調査をはじめとした様々な手法

による各種調査・分析を行い、マーケティング機能強化のお手

伝いで地域を元気にしていきたいと考えています。

地域の付加価値創造に貢献します！



業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

1 株式会社上村保温 体を動かして働きたい人、一緒に働きませんか？

2 株式会社大山建工 「木材、架構、職人、素材、断熱、設計」へのこだわりー大山の家

3 株式会社大湊精電社 福利厚生を充実させ地域に貢献する地域ＮＯ１を目指しています

4 株式会社田中組 未来の子供たちへ希望をつなぐ企業をめざします

5 前田道路株式会社 『身近なところに前田道路』地域密着で日本を創る

6 六ヶ所エンジニアリング株式会社 多業種対応の技術・設備によるワンストップサービス

7 地代所建設株式会社 明日を見つめ、安全と高品質を確かな技術でお届けします。

8 株式会社アオモリパイル 住宅用小径パイルからビル用大径パイルまで着実に支えます！

9 アルバック東北株式会社 真空技術を基盤として新たな応用技術で社会に貢献します

10 アンデス電気グループ 「ＡＮＤＥＳ Ｃｏｍｉｎｇ」ＳＡＫＩＧＡＫＥ人財で今を変える

11 桜総業株式会社 　夢を未来へつなぐ限りなき挑戦

12 ニッコーム株式会社 世界一への挑戦

13 ハード工業有限会社 「修理は北へ！」高品質修理の提供で全国からの受注を目指す。

建
設
業

製
造
業

企業詳細一覧
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魅力・特色 所在地

当社はあまりなじみが無いかも知れませんが、熱絶縁工事業という種類の設備工事を行っています。具体的にはビル
や病院・学校などの空調の配管に断熱材を巻き、熱の伝導を遮断する事によってエネルギー効率を上げる為の仕事で
す。魅力や特色は福利厚生や退職金制度があり、創業45年という実績があります。また、社長や社員も30代40代
が多く何でも話しやすく親しみやすい環境にあります。

八戸市

大山建工は、青森ヒバに代表される良質の青森県産木材にこだわり、強靭な梁の架構を特徴とする日本建築にこだわ
り、自社で育成する大工にこだわり、自然素材にこだわり、温度差のない空間の実現にこだわり、お客様と共に造る
ことにこだわった家を造ります。日本伝統の「和の建築」に取り組み、この伝統を維持するため、植林、造林にも取
り組んでいます。

八戸市

海上自衛隊大湊地方総監部をはじめとし、関連官庁ならび大手造船会社、ライフライン施設の艦船搭載及び陸上装備
の電機、通信機器の保守整備を主業務としております。 むつ市

社会インフラ整備や公共施設、民間店舗等の建築、米軍基地内工事を手掛けています。又、太陽光設備・マンション
工事等、社会貢献度の高い事業も展開しています。近年では大手ゼネコンとのJVによる大規模プロジェクトにも携
わっております。完工高は50億円内外を推移し、県内完工高ランクでは10位以内に位置する会社です。弊社は技術
職員の平均年令が37歳と若手職員が多い会社です。

十和田市

全国の営業所と工場のネットワークを活かして地域密着でインフラ整備の仕事を行っています。道路業界ではトップ
クラスの会社の安定性と給与形態があり、将来設計がしやすい事も魅力の一つです。様々なものづくりを通して多く
の社員と成長できますので、是非説明ブースにお越し下さい。

八戸市

六ヶ所村には石油備蓄基地を初め、原子力関連施設、風力・太陽光発電施設があり、日本のエネルギー産業を担って
いる地域です。当社は地元の企業として、関連施設の機械設備メンテナンスをしている会社です。
他にもポンプ・モーター等の回転機器の分解、整備業務や土木・電気・管工事の現場監督業務、CAD製図、旋盤フ
ライス盤、溶接加工等の製造業務があり、幅広い分野にて自分の能力を発揮できる会社です。

上北郡六ヶ所村

多賀ｻｯｶｰ場建設、八戸高等支援学校運動場改修、八戸駅西広場整備、下水道・上水道工事等、多種多様な土木工事を
施工し地域発展のために努力しています。 八戸市

株式会社アオモリパイルは青森県で唯一のパイルメーカーです。コンクリートパイルは、構造物を地震や荷重から支
える重要な役割を担っています。当社では、コンクリートパイルの製造、販売、施工も併せて行っております。主に
北東北を販売エリアとし、パイル製造の要である製造工場は東北では最大規模かつ最新鋭の工場です。

三戸郡五戸町

私たちの生活は、液晶テレビ、スマートフォン、自動車部品、食品や医薬品など、真空を利用した多くの製品に囲ま
れています。そのため「真空技術は産業の柱」と呼ばれており、当社は産業と科学の発展を支える真空技術のリー
ディングカンパニーです。

八戸市

ＩＴ＆環境・健康事業で青森から日本、世界へお客様の「おもい」を「カタチ」に世の中にある「ものづくり」を、
お客様の心に残る「ものごとづくり」につなげる為、当社の自社製品（ハイブリット光触媒フィルター、電気集塵、
オゾン、空気負イオン等）、電子応用機器（車載関連、ＬＥＤ関連製品、デジタル家電、液晶・タッチパネルの機能
材料等）の技術・製造ノウハウで世界に発信している青森県八戸市の製造メーカーです。

八戸市

弊社は精密機器の「神経」とも言えるワイヤーハーネスの製造及び精密機器の頭脳である半導体組立の最新設備を導
入し基板実装における一貫体制を整えています。平成２１年からはLED照明の生産を開始し、工事不要で取付けでき
る製品の開発・製造・販売も行っています。本来、委託加工を行っていましたが、現在は設計・開発にも力を入れ、
スピード感を持ってチャレンジしています。良い製品を提供し地域と社会の発展に貢献します。

八戸市

ニッコームは世界第一級の性能を追求し日本の世界の産業用電子機器市場に製品を供給する挑戦を行っています。
当社が開発する抵抗器は、ハイブリッド車、電気自動車、太陽光発電、新幹線、産業機械、空調設備などに使われて
います。
この抵抗器はインバータに使用し、電気エネルギー効率を飛躍的に高め、またクリーンな電磁環境を作ることに役
立って、世界中のインフラ整備に貢献しています。

三沢市

ハードフェーシングから発展し、現在では鋼材から最終研磨仕上げまでの一貫した加工が可能になった。更に電動
機・機械加工・溶射加工の三部門一体の取り組みにより、顧客の幅広い問題解決に貢献している。研究開発にも力を
入れており、世界初の金属粉末製造プロセスに取り組んでいる。

八戸市
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業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

企業詳細一覧

14 プライフーズ株式会社 「より安全で ヘルシーな食材を より美味しく食卓へ」

15 株式会社ＡＮＯＶＡ 可能性無限大。青森イノベーション

16 株式会社ササキコーポレーション ものづくりの楽しみ・喜びを直に感じることが出来る会社です。

17 株式会社タカシン お客様と共に発展し社員と共に喜びを創造し地域社会に貢献します

18 株式会社永木精機 We can do it !!

19 株式会社高橋製作所 創造力を生かす

20 株式会社日本マイクロニクス 世界トップレベルの技術と製品

21
住友電工電子ワイヤー株式会社
八戸事業所

八戸から世界を拓く。求む、気骨ある異端児。

22 青森オリンパス株式会社 全ては患者さまの笑顔のために

23
多摩川精機株式会社
八戸事業所

「多摩川ブランド」は次世代に向けて活躍の場を拡げています。

24
朝日インテック株式会社
東北R&Dセンター

オンリーワンの技術を日本から世界に発信する医療メーカーです

25 東北容器工業株式会社 “目立たないけれど、伝わる仕事”であり続けたい。

26 株式会社青南エンジニア 東北最先端を、技術力が支える

製
造
業
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魅力・特色 所在地

青森県南・岩手県北を生産拠点とし、地域のリーディングカンパニーとして、『食』の安全・安心を支えています。
動物を育てたい人、食品に携わりたい人、製品を作りたい人、新商品を開発したい人、安全で安心な製品を売りたい
人、私どもプライフーズには、たくさんのステージと北海道から九州までの幅広い活躍の場があります。常に新しい
ことに挑戦できる方、柔軟な思考をもった方、私どもと一緒に業界No.1を目指しましょう！

八戸市

青森人の粘り強さ耐える力を活かし、親会社、翔栄と共に、車載市場・産業機器市場・医療機器市場・航空機産業市
場を主戦場として事業成長に挑戦しています。小さくともキラリと輝きたい、青森にそして六ヶ所村にANOVAあり
とし世界に製品をおくり続けています。ANOVAにも夢があり貴方にも夢があるでしょう。共に実現に向けて精一杯
の努力をしていきたいと考えています。貴方の熱意能力が活かせる会社です。

上北郡六ヶ所村

農業機械（代掻き機・肥料散布機・畔塗り機・草刈機・ニンニク植え付け機等）や環境システム機器（プレス機・破
砕機・バイオマスボイラー等）および除雪機を開発・製造・販売している企業です。 十和田市

タカシンは地元大手企業の受託生産を主業務としています。そこで培ってきた総合的な技術力をベースとし、近年は
自社製品の開発に注力しています。現在は医療関連従事者との共同開発を中心とし、各種機器具を生み出していま
す。これらは学会等での発表や論文などでも採り上げられ、上市しているものもあります。開発部門では業種を問わ
ない広いフィールドで、更なる社会貢献が出来るよう、人材強化を含めた業務拡張を図っています。

平川市

お客様のご要望にお応えするのはもちろんのこと、自らの視点で可能性を見出し、未来に向けて新たな経験や知恵を
積み重ね、新たなモノ創りにチャレンジしています。
創造的なビジネスは、良好な職場環境と人間関係から生まれます。
当社は、人間力の向上と人材(人財)育成のため実践的な社員研修を積極的に行なっています。
自らのステップで未来を共に創造する会社。「永木精機」

上北郡六ヶ所村

設計、製作、据付、配管、メンテナンスまでの一貫体制で、大形製品やクレーン・タンク・圧力容器などの高度な技
術力、管理能力を求められる製品を得意としています。
ISO 9001、OHSAS 18001認証取得

八戸市

現代社会を便利に、豊かに、そして楽しくするエレクトロニクスデバイスの検査装置「プローブカード」を開発。そ
のシェアは世界トップクラスを誇る！ナノの領域へ微細化が進む半導体や、モバイル端末から車載、医療分野まで用
途が拡大するフラットパネルディスプレイなどの品質や性能、そして信頼性の向上を支えている。

平川市

売上高3兆円を誇る住友電工の100％子会社であるBtoBメーカー。皆さんの身の回りでも使われている様々な製品
を製造しています。
特に八戸事業所で製造しているケーブルは、VR（バーチャルリアリティー）、スマートフォン、家電製品、医療用
ケーブル等最新の製品に使用され、世界中の人々の生活を支えています。
最先端の設計技術を駆使し、多様化するマーケットのニーズに迅速に対応しています。

八戸市

　当社はオリンパスグループにおいて、医療用処置具製品の開発及び製造を行っており、製品数は2,300種類を超え
ます。
　医療の現場の要望に応え、患者さまに笑顔を届ける仕事のため、仲間とともに大きな目標に向かって仕事を進めて
いくことになりますので、大きなやりがいを感じられる会社です。また、充実した教育体系により、皆さんが確かな
技能の習得と自己の成長を実感して頂ける環境も整っております。

黒石市

 　創業以来、高精度センサ・モータ・ジャイロなど、その時代に必要とした制御装置の角度精度に挑み、商品とし
てお客様にお届けしてまいりました。
　高精度センサ技術を応用したモーションコントロールシステムは、航空機、宇宙機器、ハイブリッド自動車、ロ
ボット、遊戯機器、医療機器等の分野へも活躍の場を拡げています。近年ではバイオテクノロジー分野で創薬装置・
試薬の研究開発を行っています。

八戸市

当社は世界108カ国以上に製品を展開する医療メーカーです。
心筋梗塞等の治療に用いるＰＴＣＡガイドワイヤーやカテーテルをはじめとした医療機器、産業向け極細ワイヤー
ロープの開発、製造、販売を一貫して取り組んでいます。
2018年7月、八戸市に精密加工技術開発の新拠点「東北R&Dセンター」が開設します。
社会貢献性の高い医療分野における成長力のある当社で、自活力を持って挑戦出来る方を求めています。

八戸市

私たち東北容器工業は、７０年を超える豊富な経験と実績を活かし、包材の設計・開発から製造まで一貫して行う東
北有数のトータルパッケージ企業です。
大切な商品の顔をつくる包材。私たちは、「パッケージエンジニア」としてお客さまの商品を、日本中そして世界に
まで広げるお手伝いをしています。

八戸市

私たち青南エンジニアは、リサイクルで東北の循環型社会に貢献している青南商事グループが誇るプラントの、設
計・保守・メンテナンスの一切を受け持つ、技術力の要といえる存在です。社会が新素材を発明するように、リサイ
クルの技術も常に進化が求められます。地域に最適なリサイクルを提供できるよう、ラインや機器のつなぎ方ひとつ
でも、現場の声を反映させてカスタマイズ。私たちの技術で、東北の皆さんの生活を支えています。

弘前市
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業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

企業詳細一覧

27
青森リニューアブル・エナジー・
リサイクリング株式会社

Waste-to-Energy　廃棄物を、電力に変える

28 八戸圏域水道企業団 未来へつなげる！安全で安定した水道を目指して

29
サクサシステム
エンジニアリング株式会社

つなげる技術の、その先へ

30 株式会社リゲイン 「新しい”eigyo”のかたち」を世界へ提案する会社です。

31 株式会社サンライズ・エー・イー 情報通信システムの技術者集団による高い技術力を保有する会社

32 株式会社デーリー東北新聞社 地域とともに

33
トヨタカローラ八戸株式会社
（塚原企業グループ）

毎日の生活に必要な乗り物や健康増進の事業を行っています。

34 株式会社コメリ 世界を変える～未来を創るのはキミだ！～

35 株式会社ユニバース 北東北3県で売り上げ・シェア№1の食品スーパーマーケットです。

金
融
・

保
険
業

36 マネックス証券株式会社 “ＭＯＮＥＹ”のＹを一歩進めて“ＭＯＮＥＸ”

不
動
産
業

37 タクミホーム株式会社 オトナの夢は、カタチにしよう。

38 SGグループ どこよりも、いのちを愛する東北へ。

39 ニッポンレンタカー東北株式会社 車輌を通じ、社会貢献のできる仕事です！

卸
売
・
小
売
業

飲
食
・

サ
ー
ビ
ス
業

電
気
・
ガ
ス
・

水
道
業

情
報
通
信
業
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魅力・特色 所在地

青森リニューアブル・エナジー・リサイクリングは、県内唯一の民間によるサーマルリサイクルを実現しておりま
す。サーマルリサイクルを行うことで、廃棄物を単に焼却処理する「焼却工場」とは異なり、焼却の際に発生するエ
ネルギーを回収・利用し電力に変換し、社会に循環させています。グループ会社で行っているマテリアルリサイクル
と合わせ、グループ会社で90％以上のリサイクル率を実現しています。

青森市

白山浄水場を基幹施設とする当水道企業団は、八戸圏域1市6町32万人へ水道水を供給しています。
安全・安心な水づくりと安定供給を図るため、浄水処理、水質管理、管工事等の設計・監督、施設・設備の維持管理
などの業務を行っており、電気・機械・土木・化学などの専門知識を有した技術系職員が地元大学・高専より多数採
用されています。

八戸市

当社は、情報通信システム機器等のソフトウェアおよびシステム開発と最新のIPネットワークに対応した製品の受託
開発をサクサ㈱と連携して展開しております。これまで培ってきた情報・通信機器のソフトウェア開発と、システム
設計で蓄積した組込み技術およびオープン系コア技術を基に、音声＆映像IP通信、Androidアプリなどの分野で、お
客様の立場に立ち多様化するニーズに的確かつスピーディに対応してまいります。

八戸市

ITの力で事務職希望の方でも営業ができます。
いつでもどこでも誰でも”eigyo”ができ、場所・年齢・服装も問わない、過去の働き方から誰もが働きやすい働き
方へ。
自宅にいながら、当社の開発したAIシステムにサポートをしてもらい、チャットやメールを通じてお客様に商品のご
提案できるのが、「新しい”eigyo”のかたち」です。

八戸市

当社は、ICT（情報通信技術）をベースとした、システム・ソフトウェアの受託開発や自社開発を主業務とし、先進
技術を早期に取り込む技術者集団です。
ネットワークやスマートフォンに関連した保有技術を駆使し、またICTの利活用を積極的に進め、情報・通信分野で
の開発を行い、業務拡大を図っています。
現在は、ロボットやAI（人工知能）を使ったシステムの開発に取り組んでいます。

八戸市

弊社は、日刊新聞「デーリー東北」を発行している新聞社です。部数は八戸市を中心に１０万部を超え、とくに八戸
市では占有率（新聞を購読している世帯の割合）が８０％超の高い支持を得ています。近年では地域スポーツ応援に
も力を入れているほか、各種イベントも積極的に展開。本社一階に「デーリー東北ホール」を開設したほか、「しん
ぶんカフェ」「チケットセンター」も整備し、多くの市民に利用されています。

八戸市

塚原企業グループは、トヨタ系ディーラー３社、輸入車ディーラー２社、自動車鈑金塗装、カー用品ショップ、ス
ポーツクラブなどグループ企業８社で構成されています。青森県内の地域のお客様と共生して取り組んでおります。
全国トヨタ系優秀ディーラーに贈られる総合表彰を２１年連続、通算して２５回受賞しました。盤石な経営母体に加
え、地域の皆さまに最良のサービスを提供し続けることが企業としての使命だと考えております。

八戸市

『世の中の暮らしを豊かに変える』というロマンの実現に向け、ホームセンター事業の枠を越えて、お客様の立場に
立った商品開発や、インターネット、農業、リフォームなど多彩な事業に挑戦しています。また業界ダントツの店舗
数を活かし、社会インフラとしての使命を担っていくことも今後の大きな課題です。入社後にチャレンジできる仕事
は50種以上！幅広いキャリアを積み、ともに豊かな暮らしを実現できる事業を創造しましょう。

新潟県新潟市

スーパーマーケットは、食のライフラインとして地域にとって、最も無くてはならない小売業です。ユニバースは、
地域に密着した食品スーパーマーケットを青森県・岩手県・秋田県に５７店舗展開しております。
【北東北№1のシェア・売上】【増収を続ける安定成長企業】【充実した教育制度】
これらにより、入社した方が活躍できる環境を用意しております。

八戸市

世界12拠点で展開するマネックスグループの中核となるオンライン証券会社です。2008年青森県・八戸市の誘致
企業として八戸コンタクトセンター設立。2009年より県内の大学・短大から定期的に採用を行っています。コンタ
クトセンターは、全国のお客様の証券取引サポートをしており、いわばマネックス証券の顔といえます。きめ細かい
研修制度で基礎を学び、分からない事があれば先輩社員がしっかりサポートしています。

八戸市

住宅建設、施工、販売にとどまらず、公衆浴場、タイ古式マッサージ店経営といったリラクゼーション事業を展開し
ております。社会の変化に対応し新しい挑戦を続ける、イノベーションしていく会社です。 八戸市

　当グループは東北管内で医療・福祉・保健・教育事業を展開しています。
　八戸市では『メディカルコート八戸西病院・八戸西健診プラザ・妙水苑』を運営しております。全事業所が連携
し、医療福祉の複合的なサービスを提供いたします。
　職員一人ひとりがホスピタル精神（おもてなし）を持ち、『医療・福祉・保健・教育』を通じての地域貢献を目指
しています。

八戸市

創立からもうすぐ５０周年を迎える地元に根付いた会社です。メーカーにとらわれない車両ラインナップで、ビジネ
スやレジャーでご利用のお客様にサービスを提供してきました。本年度は１２名採用予定です（前年実績　６名）。
東北６県内に７２店舗を展開しておりますので、自宅から通える営業所が必ずあるはずです。配属は相談に応じま
す。転勤はほぼありません。人・車・サービスに興味のある方の応募をお待ちしております。

宮城県仙台市
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業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

企業詳細一覧

27
青森リニューアブル・エナジー・
リサイクリング株式会社

Waste-to-Energy　廃棄物を、電力に変える

28 八戸圏域水道企業団 未来へつなげる！安全で安定した水道を目指して

29
サクサシステム
エンジニアリング株式会社

つなげる技術の、その先へ

30 株式会社リゲイン 「新しい”eigyo”のかたち」を世界へ提案する会社です。

31 株式会社サンライズ・エー・イー 情報通信システムの技術者集団による高い技術力を保有する会社

32 株式会社デーリー東北新聞社 地域とともに

33
トヨタカローラ八戸株式会社
（塚原企業グループ）

毎日の生活に必要な乗り物や健康増進の事業を行っています。

34 株式会社コメリ 世界を変える～未来を創るのはキミだ！～

35 株式会社ユニバース 北東北3県で売り上げ・シェア№1の食品スーパーマーケットです。

金
融
・

保
険
業

36 マネックス証券株式会社 “ＭＯＮＥＹ”のＹを一歩進めて“ＭＯＮＥＸ”

不
動
産
業

37 タクミホーム株式会社 オトナの夢は、カタチにしよう。

38 SGグループ どこよりも、いのちを愛する東北へ。

39 ニッポンレンタカー東北株式会社 車輌を通じ、社会貢献のできる仕事です！
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業
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魅力・特色 所在地

青森リニューアブル・エナジー・リサイクリングは、県内唯一の民間によるサーマルリサイクルを実現しておりま
す。サーマルリサイクルを行うことで、廃棄物を単に焼却処理する「焼却工場」とは異なり、焼却の際に発生するエ
ネルギーを回収・利用し電力に変換し、社会に循環させています。グループ会社で行っているマテリアルリサイクル
と合わせ、グループ会社で90％以上のリサイクル率を実現しています。

青森市

白山浄水場を基幹施設とする当水道企業団は、八戸圏域1市6町32万人へ水道水を供給しています。
安全・安心な水づくりと安定供給を図るため、浄水処理、水質管理、管工事等の設計・監督、施設・設備の維持管理
などの業務を行っており、電気・機械・土木・化学などの専門知識を有した技術系職員が地元大学・高専より多数採
用されています。

八戸市

当社は、情報通信システム機器等のソフトウェアおよびシステム開発と最新のIPネットワークに対応した製品の受託
開発をサクサ㈱と連携して展開しております。これまで培ってきた情報・通信機器のソフトウェア開発と、システム
設計で蓄積した組込み技術およびオープン系コア技術を基に、音声＆映像IP通信、Androidアプリなどの分野で、お
客様の立場に立ち多様化するニーズに的確かつスピーディに対応してまいります。

八戸市

ITの力で事務職希望の方でも営業ができます。
いつでもどこでも誰でも”eigyo”ができ、場所・年齢・服装も問わない、過去の働き方から誰もが働きやすい働き
方へ。
自宅にいながら、当社の開発したAIシステムにサポートをしてもらい、チャットやメールを通じてお客様に商品のご
提案できるのが、「新しい”eigyo”のかたち」です。

八戸市

当社は、ICT（情報通信技術）をベースとした、システム・ソフトウェアの受託開発や自社開発を主業務とし、先進
技術を早期に取り込む技術者集団です。
ネットワークやスマートフォンに関連した保有技術を駆使し、またICTの利活用を積極的に進め、情報・通信分野で
の開発を行い、業務拡大を図っています。
現在は、ロボットやAI（人工知能）を使ったシステムの開発に取り組んでいます。

八戸市

弊社は、日刊新聞「デーリー東北」を発行している新聞社です。部数は八戸市を中心に１０万部を超え、とくに八戸
市では占有率（新聞を購読している世帯の割合）が８０％超の高い支持を得ています。近年では地域スポーツ応援に
も力を入れているほか、各種イベントも積極的に展開。本社一階に「デーリー東北ホール」を開設したほか、「しん
ぶんカフェ」「チケットセンター」も整備し、多くの市民に利用されています。

八戸市

塚原企業グループは、トヨタ系ディーラー３社、輸入車ディーラー２社、自動車鈑金塗装、カー用品ショップ、ス
ポーツクラブなどグループ企業８社で構成されています。青森県内の地域のお客様と共生して取り組んでおります。
全国トヨタ系優秀ディーラーに贈られる総合表彰を２１年連続、通算して２５回受賞しました。盤石な経営母体に加
え、地域の皆さまに最良のサービスを提供し続けることが企業としての使命だと考えております。

八戸市

『世の中の暮らしを豊かに変える』というロマンの実現に向け、ホームセンター事業の枠を越えて、お客様の立場に
立った商品開発や、インターネット、農業、リフォームなど多彩な事業に挑戦しています。また業界ダントツの店舗
数を活かし、社会インフラとしての使命を担っていくことも今後の大きな課題です。入社後にチャレンジできる仕事
は50種以上！幅広いキャリアを積み、ともに豊かな暮らしを実現できる事業を創造しましょう。

新潟県新潟市

スーパーマーケットは、食のライフラインとして地域にとって、最も無くてはならない小売業です。ユニバースは、
地域に密着した食品スーパーマーケットを青森県・岩手県・秋田県に５７店舗展開しております。
【北東北№1のシェア・売上】【増収を続ける安定成長企業】【充実した教育制度】
これらにより、入社した方が活躍できる環境を用意しております。

八戸市

世界12拠点で展開するマネックスグループの中核となるオンライン証券会社です。2008年青森県・八戸市の誘致
企業として八戸コンタクトセンター設立。2009年より県内の大学・短大から定期的に採用を行っています。コンタ
クトセンターは、全国のお客様の証券取引サポートをしており、いわばマネックス証券の顔といえます。きめ細かい
研修制度で基礎を学び、分からない事があれば先輩社員がしっかりサポートしています。

八戸市

住宅建設、施工、販売にとどまらず、公衆浴場、タイ古式マッサージ店経営といったリラクゼーション事業を展開し
ております。社会の変化に対応し新しい挑戦を続ける、イノベーションしていく会社です。 八戸市

　当グループは東北管内で医療・福祉・保健・教育事業を展開しています。
　八戸市では『メディカルコート八戸西病院・八戸西健診プラザ・妙水苑』を運営しております。全事業所が連携
し、医療福祉の複合的なサービスを提供いたします。
　職員一人ひとりがホスピタル精神（おもてなし）を持ち、『医療・福祉・保健・教育』を通じての地域貢献を目指
しています。

八戸市

創立からもうすぐ５０周年を迎える地元に根付いた会社です。メーカーにとらわれない車両ラインナップで、ビジネ
スやレジャーでご利用のお客様にサービスを提供してきました。本年度は１２名採用予定です（前年実績　６名）。
東北６県内に７２店舗を展開しておりますので、自宅から通える営業所が必ずあるはずです。配属は相談に応じま
す。転勤はほぼありません。人・車・サービスに興味のある方の応募をお待ちしております。

宮城県仙台市
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業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

企業詳細一覧

飲
食
・

サ
ー

ビ
ス
業

40 青森綜合警備保障株式会社 私たちの住む都市を、最先端の警備技術でお守りします！

医
療

福
士

41 特別養護老人ホーム　見心園 喜んでもらう喜び・おもてなしの心を体感しよう！！

42
八戸地域広域市町村圏事務組合
消防本部

地域の安全・安心を守る！

43 八戸市 ひと・産業・文化が輝く北の創造都市

44
防衛省自衛隊青森地方協力本部
八戸地域事務所

平和を守り、未来を創る。

45 エイト技術株式会社 人と環境をまあるくつなぎたい。私達の智恵と技術は環境と人へ。

46 トゥルージオ株式会社 ネットリサーチ業界のデファクトスタンダード

47 株式会社サン･コンピュータ 目指すは「明るい夢の実現集団」

48 青森日揮プランテック株式会社 プラントを支える技術者集団

49
太平ビルサービス株式会社
八戸支店

ビルに輝きを与え続ける太平ビルサービス

50
日本原燃グループ
株式会社ジェイテック

地域社会への貢献を目指して

51
株式会社ムジコ・クリエイト
八戸モータースクール

『いつもの｢ただいま｣をあなたに』それが私たちの願いです。

52
青森県若年者就職支援センター
（ジョブカフェあおもり）

自分の知らない自分を知ろう！ 

公
務

そ
の
他
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魅力・特色 所在地

　機械警備をはじめとした各種警備サービスを通じて、地域の「安全・安心」のお役にたつため、多様化する需要に
的確に対応して培ったノウハウをいかし、お客様に「ありがとう」と言われる高品質の警備を提供いたします。 青森市

★見心園は１８歳～７０歳代まで幅広い年齢層が揃っており、全部署「アットホームな職場環境」になっているた
め、様々な職員の悩みにも対応しています
★資格取得やスキルアップ支援のため、充実した研修体制の中、内外研修に積極的に取り組んでいます（取得した資
格によってご褒美がもらえます）
★給与のみでなく、手当や保険関係等、手厚い福利厚生が整っています

三戸郡階上町

　消防は、地域の安全・安心を守るという使命を担っており、特に、尊い命と直接向き合い、人命を救える数少ない
仕事です。
　業務内容は、消火、救助、救急、通信、予防、火災調査、事務処理等、様々な分野で活躍することができます。
　また、消防は「男性の職場」というイメージが強いかもしれませんが、近年、当消防本部でも女性消防士が年々増
加しており、災害現場をはじめ、様々なフィールドで活躍しています。

八戸市

八戸市は、日本有数の水産都市、北東北随一の工業都市であり、北日本屈指の国際貿易港を有する物流拠点として、
多様な産業が集積し、また、美しい自然、多彩な文化資源を有しています。
当市は、これまで培ってきた地域資源やまちの魅力に磨きをかけ、北東北における拠点都市にふさわしい、ひと・産
業・文化が輝く都市（まち）づくりに挑戦しています。

八戸市

防衛省自衛隊には、陸上・海上・航空それぞれに、多様な職種・職域があり、自分の得意分野の知識・技術を活かし
ながら、「理想の自分」になれる環境が整っています。また、青森県は陸海空自衛隊が全て揃う珍しい県で、人口の
約１％が防衛省自衛隊で勤務しています。

八戸市

当社は、創業以来47年、主に官公庁を客先として多くの実績を持ち高い評価を受ける建設コンサルタント会社（調
査・測量・設計・地質・補償）です。技術士・測量士等、各種資格者を持つ社員を数多く有し、東北各地に支店等を
展開し、青森県ではナンバーワン（年間業務高約１１億、平成7年から通算1６回トップの業務高）、東北地方でも
有数の技術力と業績を誇る技術者集団です。

八戸市

複雑な作業や判断力、高度なコミュニケーション能力等を要する知的業務のアウトソーシング(KPO)や、高度な
BPOノウハウ、コンサルティング能力を必要とするBPOサービスの提供を得意としています。 八戸市

システムの受託開発、自社パッケージの開発・販売をしている会社です。最新のテクノロジーと高度なITソリュー
ションで、全てのお客様のニーズにお答えいたします。 八戸市

世界のトップエンジニアリングコントラクターである日揮株式会社の100％関連会社として六ヶ所村に設立されまし
た。「地元に根付いた企業活動」を基本理念として、積極的に地元の人材を採用しております。日揮グループが培っ
てきた技術を注力し、原子燃料サイクル施設や各種プラントでＯ＆Ｍ（Operation＆Maintenance 運転・保守）と
保修・改良工事業務を進めております。

上北郡六ヶ所村

官公庁や商業施設、ホテル、病院、マンションを中心とした建築物維持管理業務（清掃・客室整備・設備保守・環境
衛生・警備・受付案内・電話交換・駐車場管理など）のほか、新築や修繕に係る建築工事、顧客資産の運営管理
（ファシリティマネジメント・プロパティマネジメント・ビルコンサルティング・PFI・指定管理者）などの提案型
トータルソリューションをコア事業としています。近年はビル統括管理業務の受注も増えています。

八戸市

日本原燃株式会社の100％子会社として、徹底した安全管理の下、再処理工場内の設備機器の保守管理・運転、問題
抽出、先端技術を取り入れた改善方法の提案、運営全般をサポートしていく業務を行っています。また国家プロジェ
クトとして「青森から世界へ」をキーワードに海外企業（主にフランス）と協業し原子燃料サイクル技術の確立を目
指しています。

上北郡六ヶ所村

全ての交通参加者が安心して暮らすことのできる、交通事故の無い社会。それが私たちの目指す未来です。
交通事故のほとんどは、交通参加者によるヒューマンエラー（認知・判断・行動の誤り）に起因します。このヒュー
マンエラーを減らすためには安全な交通社会人の育成が不可欠です。
私たちは、自らが安全な交通社会人として成長し、研究開発と安全な交通社会人の育成を通して、事故の無い社会づ
くりに貢献します。

八戸市

ジョブカフェあおもりでは、４５歳未満の若者を対象にさまざまな就職支援を実施しております。なかでも、適切な
職業選択をするために客観的に自分を分析・評価することができる「職業適性診断」サービスを是非活用してみては
いかがでしょうか。

青森市
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業種 No. 企業名 キャッチフレーズ

企業詳細一覧
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40 青森綜合警備保障株式会社 私たちの住む都市を、最先端の警備技術でお守りします！

医
療

福
士

41 特別養護老人ホーム　見心園 喜んでもらう喜び・おもてなしの心を体感しよう！！

42
八戸地域広域市町村圏事務組合
消防本部

地域の安全・安心を守る！

43 八戸市 ひと・産業・文化が輝く北の創造都市

44
防衛省自衛隊青森地方協力本部
八戸地域事務所

平和を守り、未来を創る。

45 エイト技術株式会社 人と環境をまあるくつなぎたい。私達の智恵と技術は環境と人へ。

46 トゥルージオ株式会社 ネットリサーチ業界のデファクトスタンダード

47 株式会社サン･コンピュータ 目指すは「明るい夢の実現集団」

48 青森日揮プランテック株式会社 プラントを支える技術者集団

49
太平ビルサービス株式会社
八戸支店

ビルに輝きを与え続ける太平ビルサービス
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51
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52
青森県若年者就職支援センター
（ジョブカフェあおもり）

自分の知らない自分を知ろう！ 

公
務

そ
の
他
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てきた技術を注力し、原子燃料サイクル施設や各種プラントでＯ＆Ｍ（Operation＆Maintenance 運転・保守）と
保修・改良工事業務を進めております。

上北郡六ヶ所村

官公庁や商業施設、ホテル、病院、マンションを中心とした建築物維持管理業務（清掃・客室整備・設備保守・環境
衛生・警備・受付案内・電話交換・駐車場管理など）のほか、新築や修繕に係る建築工事、顧客資産の運営管理
（ファシリティマネジメント・プロパティマネジメント・ビルコンサルティング・PFI・指定管理者）などの提案型
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1 2 3 4

5 6 28 29

30 31 32

7 8 24

12 15 18 21

9 25

13 16 19 22

10 26 27

14 17 20 23

11 52

㈱リゲイン

企業
受付

住友電工電子ワ
イヤー㈱　八戸

事業所

青森オリンパス
㈱

多摩川精機㈱
八戸事業所

朝日ｲﾝﾃｯｸ㈱
東北R&D
センター

東北容器工業㈱

㈱青南ｴﾝｼﾞﾆｱ
青森ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙ・
ｴﾅｼﾞｰ・ﾘｻｲｸﾘﾝ

ｸﾞ㈱

青森県若年者就
職支援センター
（ジョブカフェ

あおもり）

㈱ＡＮＯＶＡ

㈱ササキコーポ
レーション

㈱タカシン

㈱　永木精機

㈱高橋製作所

㈱日本マイクロ
ニクス

学生受付

ニッコーム㈱

㈱上村保温 ㈱大山建工 ㈱大湊精電社

司会 演台

スクリーン

前田道路㈱
六ヶ所エンジニ

アリング㈱
八戸圏域

水道企業団

＜ホール＞

＜第１会議室＞

桜総業㈱
青森工場

アンデス電気
グループ

アルバック東北
㈱

地代所建設㈱
㈱ｱｵﾓﾘﾊﾟｲﾙ

㈱田中組

ハード工業
㈲

プライフーズ㈱

３階

㈱サンライズ・
エー・イー

㈱デーリー東北
新聞社

司会

サクサシステム
エンジニアリン

グ㈱

女性社長講演会 会場

企業プレゼン 会場

ブース配置図

15分の入替え制で
す。3会場あるので、
移動は速やかに
行いましょう。
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33 34 35 36 37 38

39

46 47 48 49 50 51

40

45 44 43 42 41

マネックス証券
㈱

タクミホーム㈱

４階

特別養護老人
ホーム　見心園

エイト技術㈱
防衛省自衛隊青
森地方協力本部
八戸地域事務所

八戸市
八戸地域広域市
町村圏事務組合

消防本部

SGグループ

ニッポンレンタ
カー東北㈱

トゥルージオ㈱
㈱サン･コン

ピュータ
青森日揮

プランテック㈱
太平ビルサービ
ス㈱八戸支店

日本原燃ｸﾞﾙｰﾌﾟ
㈱ジェイテック

㈱ムジコ・クリ
エイト 八戸モー

タースクール 青森綜合
警備保障㈱

トヨタカローラ
八戸㈱（塚原企
業グループ）

㈱コメリ ㈱ユニバース

司会

＜大会議室＞

スタンプカード・・各ブースで説明を受けたら、訪問先でスタンプを押印してもらいましょう。

アンケート・・・・記入したアンケートは、お帰りの際に受付に提出してください。

提出頂いた皆さんに記念品を差し上げます。

アンケート・スタンプカード
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青森 COC+推進機構（八戸ブロック） 

《弘前大学 COC+参加校》八戸工業大学・八戸学院大学・八戸工業高等専門学校 


