平成27年度 あおもり県南地域企業内容説明会
No.

参加企業名

～ 参加企業一覧 ～

企業概要・事業内容

1 （株）愛工大興 青森営業所

住所

TEL

e-mail

八戸市尻内町字狼走7-67

0178-27-7080

at-aomori@ai-taikoh.co.jp

2 青森県

青森県職員採用試験の概要についての説明のほか、青森県庁の業務内容や県職
員のやりがい・働きがいなどについても紹介します。県行政が取り組む業務は多岐 青森市長島二丁目1-5み
にわたりますが、青森県が抱える様々な課題の解決に向け、「青森県をもっと良くし どりやビル10階
たい」という強い志をもった方をお待ちしております。

017-734-9829

shokuinsaiyou@pref.aomori.lg.jp

3 （株）アオモリパイル

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
青森県三戸郡五戸町大字
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
上市川字大タルミ97-2
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。

0178-61-5511

y.sakamoto@aomori-pile.jp

4 旭光通信システム（株）

私たちは鉄道や道路関連の分野で必要不可欠とされる通信機器やシステムなど
の情報通信機器の設計から製造・販売、施工まで担っている自社ブランドの提案 八戸市北インター工業団
開発型企業です。新幹線はもちろん全国の鉄道で使用されている指令電話機の約 地一丁目3-35
70％は当社のｐ製品です。

0178-20-5540

m.hara@kyokko-tsushin.co.jp

5 アルバック東北（株）

液晶テレビやスマートフォン、自動車関連部品などの様々な産業分野で当社の真
空装置が使われています。

0178-28-7693

koji_amino@ulvac.coｍ

6 （株）石上建設

ビル建築から家づくり、土木工事まで。石上建設は社会の基盤づくりに貢献しま
す。
八戸市類家四丁目2-26
当社は企業活動において、地球環境に配慮するとともに人類の社会発展に貢献す
ることを目指しながら、総合建設業を展開しています。

0178-45-8899

h.ichimura@ishigemi-const.co.jp

7 インターファーム（株）

日本ハムグループの川上企業として養豚をメインとした運営をしており国産豚肉の 上北郡おいらせ町松原1丁
４％シェアを誇っており、国際認証（SQF）を取得しております。
目73-1020

0178-52-4182

ko.maekawa@nipponham.co.jp

8 エイト技術（株）

当社は、創業以来45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 八戸市城下二丁目9-10
はナンバーワン（年間業務高約１１億、平成７年から通産15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。

0178-47-2121

oga@eito-eng.co.jp

9 エプソンアトミックス（株）

スマートフォンや医療部品、産業機器など幅広く使用されている素材、「金属粉
末」、「金属射出成形部品」、「人工水晶原石」の開発・製造・販売を行っており、国
内だけでなく、海外とも取引させて頂いております。

八戸市大字河原木字海岸
4-44

0178-73-2801

Shiratori.Tatsuva@exc.epson.co.jp

過疎が進む地域、昔取ったきねづか的観光業、このままでは人々の記憶から忘れ
去られる温泉郷を福祉の視点でより良い方向へ導いていくことを一番に考えてま 青森県十和田市大字法量
10 （特非）おいらせサポートハウスＫの家
す。大自然に囲まれた地域のあり方や、これからの福祉の方向性にアイディアを！ 字焼山64-227
イノベーションを！

0176-74-1332

hattori.kei@gmail.com

八戸市北インター工業団
地6-1-16

11 上北建設（株）

建設業を通してお客様から「ありがとう」と言っていただける会社めざし地域と共に 青森県十和田市穂並町2
歩みます。若い力で私たちと共に歴史を作りましょう。
番62号

0176-23-3511

main@kamikita.co.jp

12 北日本石油㈱

石油製品の卸・小売販売（ガソリン、軽油、灯油、潤滑油等）自動車の検査、整備、
八戸市新湊三丁目6番12
レンタカー事業、カーリペア事業、ホームリメイク事業、自動車用品の販売、生命保
号
険ならびに損害保険の代理店業、電力の小売事業（7月より）等

0178-33-3216

hachinohe-aomu@kitanihon-oil.co.jp

13 （福）吉幸会

～介護の魅力～
人と人とのふれあいから充実感が生まれます！

0178-61-1300

counsei@mirokuen.com

14 （株）共同物流サービス

「明るく・楽しく・雰囲気の良い職場」を合言葉に、鋭意取り組み中です。事業内容
は、大手スーパーマーケット及び大手ホームセンターの物流を後方支援すると共に
経営理念には、お客様の成功を応戦し、そして我々の幸せをつかむことを掲げる
八戸市卸センター1-13-1
企業です。そのために「我々の約束」を励行します。①我々は、笑顔で元気よく挨拶
します。②我々は、何事にも積極的に取り組みます。③我々は、いつも相手の立場
を尊重し行動します。我々はお客様の成功を応援します。

0178-28-8670

m-morita@hoc-net.jp

八戸市沼館四丁目7番108
号

0178-43-0127

yanagiya.hisao@koshuha.jp

八戸市大字長苗代字上碇
田56-2

0178-27-3444

kuno@kosakagiken.co.jp

自然に囲まれた静かな環境の中に建てられたログハウス基調の本社社屋で、我々
八戸市北インター工業団
17 サクサシステムエンジニアリング（株） は最先端の技術を必要とする情報・通信、セキュリティ、アミューズメントに関する
地1-3-54
製品のソフトウェアおよびシステムを開発しています。

0178-20-4555

see.saiyou@saxa.co.jp

18 （株）ササキコーポレーション

当社は農業機械・環境機械を製造・販売し、開発から製造まで一貫して行える企業 青森県十和田市大字三本
です。自分達が手がけた機械が実際に出来上がる感動を味わってみませんか。
木字里ノ沢1-259

0176-22-3111

t-funahashi@sasaki-corp.co.jp

19 （株）サンライズ・エー・イー

ドライバ～アプリケーション全ての階層において、情報・通信機器に関する組込み
ソフトウェア開発技術を得意としています。
大手企業からの請負開発を90％以上実施しており、また、初任給等についても大
手企業に匹敵する待遇を行っています。

八戸市北白山台二丁目8
番35号

0178-70-1081

takimoto@sae.co.jp

20 （株）サン・コンピュータ

八戸に根差した地元IT企業です。起高速開発ツールを使った開発等、新しいことに 八戸市北インター工業団
積極的に取り組んでいます。
地１丁目5-10

0178-21-1100

satou8@sancom.so.jp

21 自衛隊青森地方協力本部

国の防衛、災害派遣、国際平和協力を主な活動とし、多様な職種、職域がありま
す。そのため、あなたの得意分野を行かせる職種を見つけることができます。ま
た、入隊後は多彩な資格を取得する機会があります。

0178-45-1920

aomori.pco.hachinohe@rct.gsdf.mod.go.jp

15 高周波鋳造（株）

16 （株）コサカ技研

○事業内容 ： 鋳鉄製品 (含む、機械加工)の製造・販売
【事業分野 ： 自動車・トラック・建設機械・産業機械(射出成形機など)・
橋梁・船舶・油圧・鉄道車両】
○ＰＲ：・最新鋭・国内トップレベルの生産設備 ＫＤＭライン竣工（2014年1月より操
業開始）
・過去10年以上継続して黒字
公共事業関係の建設コンサルタントです。
地域社会に貢献するために、日々挑戦しています。業績好調につき、健康で明るく
好奇心、向上心、自立心旺盛な方を求めています。
[備考］
前年賞与支給実績4.88ヶ月
会社説明会等は随時で行っております。お気軽にお問合せください。

青森県三戸郡五戸町字苗
代沢3番660

八戸市内丸１丁目1-40

22 地代所建設（株）

土木・舗装工事及び太陽光発電事業をしている会社です。
建設は災害に負けない街を築きあげる仕事です。
地元、八戸の為に働いてみませんか！

八戸市城下１丁目17番20
号

0178-43-0231

jkk6820@orion.ocn.ne.jp

23 （株）第一ホーム

アイフルホーム住宅の販売
（LIXILグループの一員として全国的に有名なアイフルホームのFC店として年間40
棟ほど住宅を販売している）

八戸市新田西三丁目2番
17号

0178-25-8800

f0z04-000@muc.biglobe.ne.jp

24 （株）高橋製作所

得意は各種クレーン、搬送プラント、産業機械他の設計、製作、メンテナンス。機械 八戸市大字河原木字浜名
設計の担い手となる若い力を募っています。
谷地76-344

0178-28-3035

soumu@kk-takasei.jp

25 （株）田名部組

弊社は建設業を通して地域と共に90年歩んでまいりました。その土台をもとに、近
年は不動産の企画開発から建物の運営やメンテナンスまで建設に関するサービス 八戸市石堂二丁目11番21
をワンストップで行っております。そのため、現場は多種多様で活躍の場も多岐に 号
わたります。弊社を舞台に、あなたの実力を思う存分発揮してください。

0178-20-1414

shimokawara@tanabugumi.co.jp

26 多摩川精機（株）八戸事業所

当社は、位置・角度制御技術をコア技術とし、幅広い分野で最先端の製品を世界
に発信する精密機器メーカーです。
八戸市北インター工業団
HV車のモータ用センサでは世界トップシェア90％を誇っています。その他、航空機
地1-3-47
のパイロットコントロールシステム用センサや人工衛星・火星探査機用センサなど
絶対的信頼が要求される分野で活躍しています。

0178-21-2611

hachinohe@tamagawa-seiki.co.jp

27 （株）デーリー東北新聞社

八戸を中心に青森県南、岩手県北地域を普及エリアとしています。
発行部数は１０万３０００部で、特に八戸市内では８割を超える占有率を誇っていま 八戸市城下１丁目３－１２
す。

0178-44-5111

soumu@daily-tohoku.co.jp

28

当社は、特殊な鉄筋棒鋼を製造し建設業界の発展に貢献してきた電炉メーカー
で、業界３位のシェアを有しています。環境リサイクル事業も手掛け、地域・地球環 八戸市河原木海岸4-11
境保全に貢献しています。

0178-28-9195

akihiro_shimokawara@tokyotekko.co.jp

29 東北医療福祉事業協同組合

弊社では、全職員が一丸となり「おもてなし」の精神で、職務に当たっています。ま
た、医療・福祉・保健・教育を一つのグループ内で行うことができる数少ない企業で 八戸市大字河原木字八太
あり、切れ目のないサービスを提供しております。このことから、利用者様に高く評 郎山10-81
価していただいており、地域社会へ強く貢献できる企業といえます。

0178-51-2580

sg-saiyou3@sg-kumiai.or.jp

30 ㈱東北産業

現在、三八上北、下北地区に福祉事業所20ヶ所運営し、従業員数300人を超える。

三戸郡五戸町大字豊間内
字地蔵平1-865

0178-61-1100

31 東北容器工業（株）

半世紀を越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環し
八戸市北インター工業団
て行う東北有数のトータルパッケージ企業です。
パッケージエンジニアとしてお客様の商品を日本中、そして世界にまで広げるお手 地4-2-7
伝いをしています。

0178-21-1404

k-kanazawa@yoki.co.jp

32 （株）中野グループ

中野グループで展開しているダスキン事業は中野グループの原点であり、今もな
お一番の主力事業となっています。創業者自身が次々と考え出すアイディアの成
八戸市類家1丁目8番5号
功で、わずか5年で全国1700店ものダスキン・フランチャイズチェーントップクラスに
入りました。また、外食事業や学習事業も展開しております。

0178-44-6121

nbgmsnet@ruby.ocn.ne.jp

33 （株）永木精機

電気、ガス、水道、通信、鉄道、防衛。永木精機はこれらライフラインを支える専用
工具や機器の開発、製造をしています。
青森県上北郡六ヶ所村大
その技術及び品質は３０カ国以上で認められ多岐の分野にわたり人々の生活を支
字平沼字二階坂92番1号
えています。品質の世界基準であるナガキスタンダードが今日も多くの人々の安全
と安心を守り続けています。

0175-75-3455

m.yoshida@ngk-nagaki.com

34 ノーザンライツ㈱

主にインターネットＢＰＯという領域で活躍している会社です。パートナー企業の持
つ部署機能を丸ごと、または一部を委託され、運用を行っています。八戸にいなが
八戸市十三日町16チーノ
ら首都圏の大手ＩＴ企業の業務に触れることができます。平均年齢30代前半の元気
はちのへ7階
な会社です。特別なスキルは必要ありません。やる気・興味がある方を募集してい
ます。

0178-20-8668

info@ntnlights.co.jp

35 八戸圏域水道企業団

八戸圏域32万人へ水道水を供給しています。
八戸市南白山台一丁目
水道管布設の設計、監督、水道施設の維持管理のため地元大学・高専より多数採
11-1
用されています。公務員なので待遇は安定しています。

0178-70-7021

hassui01@jomon.ne.jp

36 八戸警察署

個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の
逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持に当たります。

0178-43-4141

37 八戸鉱山（株）

地元八戸で石灰石採掘・販売の事業を行っています。当社石灰石は、製鉄用、セメ
ント用、生コンクリート用、石膏等の原料として使用されています。
八戸市大字松館字長坂9生産規模は、全国１０位以内に入り年産４，５００千ｔです。
1
社員のスキルアップを図るため各種教育に力を入れており、将来の幹部候補とし
て、当社を担う人材を広く募集します。

0178-25-4033

hioosima@sumining.co.jp

38 八戸港湾運送（株）

八戸港における港湾荷役業務をはじめ物流に関する業務（倉庫業、通関業）及び
入港船舶の代理店業務を行っております。

0178-29-3111

settai@hkowan.co.jp

東京鉄鋼（株）環境リサイクル事業部八戸工場

八戸市城下一丁目16-25

八戸市河原木海岸16-4

39 八戸市

40 （株）八戸テレビ放送

ケーブルテレビによるテレビ放送・インターネットサービス・固定電話、及びモバイル
八戸市三日町一番ヴィアノ
サービスを展開。
バビル4F
お客様のライフスタイルに合わせたサービスの提案、提供をしています。

0178-24-1111

recruit@htv-catv.co.jp

41 八田グループ

創業210年、心に寄り添うお別れを約束いたします。

0178-22-0721

kikaku@hatta-group.jp

42 東八戸病院

急速に進む高齢化社会に対応すべく、若手スタッフを中心に認知症の専門医療を 八戸市大久保字西ノ平25提供してる精神病院です。
440

0178-32-1551

jimukyoku@higashi-h-hp.jp

43 プライフーズ㈱

プライフーズには、飼育・食品製造・開発・営業と、沢山のチャンネルと北海道から
九州まで幅広いステージがあります。
八戸市卸センター1丁目
そんなプライフーズが求める人物像は、常に新しいことに挑戦できる方、さまざまな
11-8
分野に広くアンテナを広げ、客観的な視点でものを見る力を備え、柔軟な思考を
もった方、そして私どもと一緒に業界Ｎo.1を目指せる方です。

0178-28-2372

syuichi.komachi@prifoods-pf.jp

八戸市諏訪1-15-1

44 （株）Blazing

弊社独自のノウハウをいかし、お客様に最適な環境で携帯電話やインターネットを
ご利用いただけるように努めております。
八戸市三日町4-1
意見箱の設置や従業員の面談を入れることにより風通しの良い会社を作り観客満
エムジェビル
足度、従業員満足度共にNo,1のコールセンターを目指しております。
学歴や経歴にとらわれず、その人の『やる気・向上心』を尊重します。

0178-73-2750

job@blazing44,com

45 （株）ほくとう

社是「和と創造」のもと青森・岩手・秋田・宮城県39店舗のネットワークで建設業を
はじめとし、他業種に渡り、レンタルと販売でご支援させて頂いております。特に
八戸市北インター工業団
スーパーハウスは一般の方にも大好評です。
地3-2-80
２年に一度の社員旅行を励みに頑張っている社員もたくさんおりパワーの源となっ
ています。

0178-21-1513

masaki@hokutoh.com

46 前田道路（株）

小さな現場から大きな現場まで担当する現場は多種多様です。
色々な現場でものづくりの経験を積むことができます。

03-5487-0019

jinji@maedaroad.co.jp

47 マネックス証券（株）

世界12拠点で展開するオンライン証券。主に個人のお客様向けにインターネットを
介した金融商品取引を提供しています。
八戸市北インター工業団
2008年青森県・八戸市の誘致企業としてコンタクトセンター設立。
地1-4-43
八戸から全国のお客様の証券取引をサポート。営業やノルマはありません。業務 インテエリジェントプラザ
上金融知識は必要ですが、入社後の研修でフォローします。

0178-21-2550

ha-recruit@monex.co.jp

48 三浦建設工業（株）

to八戸from八戸
もの創りに拘るプロフェッショナル集団
鉄骨、建築、橋梁、水門の製造工事

八戸市大字鮫町字高森
30-8

0178-35-2100

j-shimomura@miurakk.com

49 （株）ヤマヨ

八戸から食の「美味しさ」を発信する老舗食品メーカーながら、３年連続主要工場
のHACCP認定を取得し、その視野を国内～海外へと向けている若手中堅の活躍
が目覚しい企業です。社内での業績を伸ばしつつ、個人の成長もケアしていく研修 八戸市江陽4丁目10-24
をスタート。社内キャリア・カウンセラーを擁する地方では珍しい人財成長企業で
す。

0178-52-7111

jinji@yamayo.info

50 （株）ユニバース

北東北で売上・シェア共に№１の食品雄スーパーマーケットです。
『業界トップクラスの教育制度』と『培われた力』で堅実で安定した成長を続けており
ます。
八戸市長苗代字前田83-1
あなたの力を北東北トップの会社で活かしてみませんか？
小売業の面白さとどんな人が活躍しているかをお伝え致します。
当社のブースでお待ちしております！

0178-21-1833

jinji@universe.co.jp

51 （株）リゲイン

現在、東京本社、八戸、世田谷、港区、福岡の５拠点で活動しています。
私たちは業務に携わる方をオペレーターではなく、”コンシエル”と呼びます。
お客様へ提供するのは、対応する人の人間力を活かした「おもてなし」を吹き込ん
だサービスです。
リゲインは「この地域でＮｏ.１の企業」を目指します。

0178-72-3117

hama@regain.co.jp

東京都品川区大崎1-11-3

八戸市大字三日町4-1
エムジェビル

