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岩手モリヤ株式会社
女性が活躍するアパレル工場︒
仕上がりに現れる技術力は
国内トップクラス！

高級婦人既製服の縫製

先端機器を導入しながら縫製技術を追求。
世界有名ブランドからの信頼に応えています。

■設立／1988年（昭和63年）5月
■代表／森奥 信孝
■資本金／1,200万円
■従業員数／84名（男子10名、女子74名）※2019年9月

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-0001
久慈市夏井町大崎13-3-3
TEL 0194-53-5327
FAX 0194-52-3034
https://www.iwatemoriya.com/

当社は重衣料に特化した高級既製婦人服の縫製
を手掛けるアパレルファクトリーです。生地試
験からはじまり、スポンジング、縫製までを内
製化。CADやCAMなど最新鋭縫製機器の導入で
内製化に成功し、さらにタブレットの採用で
ペーパレス化にも取り組んでいます。高い技術
力を信用に、トゥモローランド、LANVIN、Paul
Stuart、MARGARET HOWELLなど有名ブランド
様にお取り引きいただいております。女性9割の
会社ですが、管理部門では男性社員も活躍して
います。

■休日
■募集職種
日曜・祝日（会社カレンダーによる。
洋裁工
月平均７日程度。
年間93日）
■仕事内容
高級婦人既製服（ジャケット、
ウールコート、
スーツ他）の製造。 ■休暇
年末年始休暇・夏季休暇
ミシン作業が中心です。
■月給
■勤務時間
当社規定による
8時30分～16時55分
■待遇
■勤務地
社会保険完備
久慈市
（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金）
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有限会社内田販売システム

■設立／1958年（昭和33年）4月、内田販売システムは1996年（平成8年）9月
■代表取締役／内田 広子
■資本金／300万円
■従業員数／12人（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-2104
宮古市刈屋4-1-1
TEL 0193-73-2840
FAX 0193-73-2570
http://www.uchida-power.jp/

スポーツが好きで

アイデアを形に、より実用的で実践的な
スポーツトレーニングアイテムを開発・販売

プレーヤーの気持ちに寄り添える人︑

一緒に働きませんか？

トレーニングに特化したスポーツ用品の企画・開発・製造および販売

当社は木材加工業からスタートし、現在は野
球、トレーニング、ゴルフ、テニスの4つの分野
のトレーニングアイテムに特化したスポーツ用
品および健康器具メーカーです。独創的なアイ
デアを形にし、これまで野球やテニス、ゴルフ
など児童・学生、そして有名プロ選手まで幅広
いプレイヤーの皆様にご利用いただいていま
す。また、その源泉となるアイデアでは発明協
会会長奨励賞（54回岩手県発明くふう展）、さ
らにユニークさを評価いただき、雑誌ananの編
集部が選ぶ「カラダにいいもの大賞2017」では
グランプリも受賞しています。

■仕事内容
企画営業（募集人数は1名）、
WEB担当（募集人員1名）
■勤務時間
9時～18時
■勤務地
宮古または東京

■休日
週休二日
■休暇
年末年始、夏期休暇
■月給
18～30万円
■待遇
社保完備
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有限会社 栄光商会

新規事業の立ち上げを目指し、
若者のアイデアを事業化。

■設立／1973年5月
■代表／川又 裕吉
■資本金／500万円
■従業員数／41名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-0024
久慈市栄町第37-78-7
TEL 0194-53-5091
FAX 0194-52-2556
https://www.kizuna-memory.com/

誰 かの為に
自 分を活かせるシ ゴ ト

「ダスキン久慈」の名称で清掃用具のレンタルを展開。盛岡市で高齢者介護施設「住宅型有料老人ホーム こはくの風内丸」を運営。

ダスキン事業部と介護事業部は、更なる成長を
目指します。特に、介護事業部は、施設を増や
し盛岡市だけでなく近県にも展開、5施設を目指
します。若手社員のアイデアを事業化すること
により、時代の先端を捉え継続的な会社繁栄を
目指します。繁栄の礎は、社員一人ひとりの
「成長」と「幸福」です。社員研修の視点をか
えながら充実させ、人間力を高め、「人のお役
に立つ」ことを使命とします。幸福の価値観
は、人それぞれです。企業として、一人ひとり
の「幸福」を応援できる企業を実現します。

■募集職種
①総合職 ②介護職
■仕事内容
①ダスキン商品のレンタルや定期的な訪問
②各種介助作業・レク企画と実施・送迎・居室清掃
■勤務時間
①8:30～18:00（休憩90分） ②シフト制
例：日勤8：45から17：45（休憩60分） 遅番12：00～21：00（休憩60分）
■勤務地
①久慈市栄町37-78-7 ②盛岡市本町通1-9-12

■休日
①週休2日制（年間休日105日） ②年間休日104日
■休暇
①夏季・年末年始・慶弔休暇・GW
■月給
①大卒173,000円～ 短大／専門学校卒163,000円～
②176,000円～154,200円（資格・夜勤手当含む）
■待遇
昇給年１回、賞与年２回、各種手当（通勤・時間外勤務・家族・資格・住宅・夜勤等）
社会保障完備（①は社宅制度あり）
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株式会社エイワ

時代の流れや社会課題に応じて、
常に新しいことにチャレンジし続ける企業

求 人 情 報

会 社 概 要

〒026-0001
釜石市大字平田第3地割61番地24
TEL 0193-26-6880
FAX 0193-26-5660
http://www.eiwa-heartmake.com
■設立／1978年（昭和53年）2月、
■会社設立／1983年（昭和58年）
６月
■代表取締役／佐々木 強
■資本金／3,000万円
■従業員数／50人（2019年9月）

■募集職種
営業
■仕事内容
一般住宅および公共関係の防水工事
■勤務時間
8時～17時30分
■勤務地
釜石本社

ただの製造業にとどまらない︑
新たな領域を開拓する
フロンティア精神

FRP成形加工業一般、建設工事業、防水工事業、塗装工事業、金属の溶解、鋳造、鍛造等の加工販売事業

当社はFRP製品の製造をきっかけに、特殊金属
を活用した製品の開発、独自の工法を使った防
水工事事業、さらに最近では一般住宅の設計販
売も手掛けています。大学研究機関との共同開
発を通じて社会に貢献する素材や工法を追求す
るなど、常にチャレンジしつづける企業、それ
がエイワです。現在募集するのは製造や設計部
門を支える営業職になります。スケールの大き
な仕事をしてみたい人、ぜひご応募ください。

■休日
第2第4土曜、日祝（変形労働時間／１年毎）
■休暇
夏期休暇、年末年始休暇
■月給
等級号級法を採用（今年8月から）、
未経験で16万円～（通勤手当は別。
3カ月は試用期間）
■待遇
社保完備、労災上乗せ保険、1年で退職金制度あり、
通勤手当（最高2万5,000円。
山田、遠野、大船渡も通える。
）
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18

株式会社エフビー

「ものづくり」の基本は探究心。
あなたのチャレンジを会社がサポートします。

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-1302
下閉伊郡山田町豊間根2-31-1
TEL 0193-86-3456
FAX 0193-86-3457
https://iwate-fb.jp
■設立／1975年（昭和50年）4月
法人設立／1984年（昭和59年）12月
■代表／田鎖 健一
■資本金／5,000万円
■従業員数／289名（男子：194名、女子：95名）※2019年5月

世界をつなぐコネクター
私達の知恵と技術で・・・

金型・設備の設計から量産、検査、出荷まで、電子部品『コネクタ』生産に関連する業務を自社一貫で行っています。

当社が生産する電子部品『コネクター』は、家
電や自動車などデジタル機器を扱う世界各国の
メーカーに供給されています。当社は人材育成
に力を入れており、未経験者からでも独自の教
育システムにより一人前の技能者として育成す
ることが可能です。ステップアップしたい人に
は県内の高等教育機関への就学や通信教育によ
る自己啓発まで、すべて会社負担で学ぶ制度も
用意しています。ぜひ当社を通じて自己実現を
達成しましょう！なお、応募前工場見学会やミ
ニ面談会など随時実施しておりますので、お気
軽に担当者までお問合せください。

■募集職種
①マシンオペレーター ②現場検査
③社内システム管理 ④金型加工
未経験者可
■仕事内容
①コネクター及び部品製造 ②製品の品質確認
③業務システム等の保守管理
④金型・設備の部品加工
■勤務時間
8時～17時、配属部署により交替制の可能性あり

■休日
週休二日制（毎週）
※土日祝日は当社カレンダーに従います
■休暇
有給休暇＝10日（うち5日は指定休暇）
■月給
15万2,700円
■待遇
賞与昇給は業績により決定。
作業服貸与。
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北日本造船株式会社

■設立／1969年4月5日
■代表取締役／東 徹
■資本金／1億円
■従業員数／257人（男子：238人、女子：19人）※2019年9月

求 人 情 報

会 社 概 要

〒031-0801
青森県八戸市江陽3丁目1-25
TEL 0178-24-4171
FAX 0178-22-7803
http://www.kitanihonship.co.jp/

4

万トンクラスの

資格・経験問わず造船に興味のある方、
根気強くやる気のある方を大募集。※工場見学可

大型タンカーが相手︒

スケールの大きい仕事が魅力です！

造船業

当社は漁船の修理を目的として始まったです
が、現在では商船に切りかえ、主に３～4万トン
級の大型ケミカルタンカーを製造しています。
船主は国内に限らず世界各国で、各社から高品
質という評価を得ています。造船は少し地味な
仕事というイメージを持つかもしれませんが、
技術の良さが給与に反映されるフェアーな世界
であり、前向きに頑張る人にはよい会社です。
新卒は3カ月の研修を受け造船の勉強をしながら
必要な資格取得が出来ます。一方中途採用の場
合は、働きながら溶接やクレーンなど造船に必
要な資格が取得出来ます。

■募集職種
各種マシーンオペレータ、溶接、ぎょう鉄
（新卒/中途ともに経験不問、資格取得可）
■仕事内容
マシーンオペレータ、溶接、ぎょう鉄
■勤務時間
7時～4時
（1時間単位の変形労働時間制／週40時間）
■勤務地
久慈工場

■休日
105日＋会社指定計画年休3日、GW休暇、
夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇
■休暇
指定有給日（有給休暇＝全社員3日は取得している）
■月給
年齢給＋職能給
新卒：高卒165,000円、大卒190,000円～200,000円
■待遇
社会保険完備、退職金制度あり

職ナビいわて × Workin

38

株式会社 長根商店

天然キノコの採取から加工、パッケージング、販売まで一環して手掛けるキノコの総合メーカーです。

有名レストランから外食チェーンまで︒

■設立／昭和62年4月
■代表取締役／長根 繁男
■資本金／2,000万円
■従業員数／23人（正社員5人、
パート含む）※2019年9月

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-7905
九戸郡洋野町中野9-16-1
TEL 0194-67-3660
FAX 0194-67-3661
https://naganekinoko.com/

顧客ニーズを形にする仕事に

チャレンジ！

成長の先にある自己実現を求める未来志向の人、
一緒にビジョンを共有しながら仕事しませんか？

アミタケ、三陸アワビタケ等の希少価値の高い
キノコ類を専門に販売する会社です。洋野町は
キノコ栽培が盛んですが、当社はここで培った
生産技術を中国のヒマラヤで実現し、安定供給
に成功。既に30年になります。ミシュランガイ
ドに掲載される有名レストラン、全国チェーン
の外食産業、多くの飲食店や小売店と取り引き
しています。「自らを成長させたい」「仕事の
喜びを共有したい」そんな人と仕事できればと
思っています。地元だけでなく広く県外からも
人材を募集します。「社長の右腕(アカウント
セール）」「情報発信担当」を募集中！

■募集職種
アカウントセールス、IR（情報発信担当）
■仕事内容
マーケティング、企画、セールスなど
■勤務時間
8：00～17：00（休憩90分）
■勤務地
岩手県九戸郡洋野町有家9-13-7

■休日
会社年間カレンダーによる
■月給
150,000円～230,000円（試用期間有り）
■待遇
勤務実績による
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宮城建設株式会社

港湾工事から土木建築、そして住宅へ。
高い技術で事業領域を拡大する総合建設会社。

■設立／昭和46年10月（昭和23年3月創業）
■代表／代表取締役社長 竹田和正
■資本金／1億円
■従業員数／372人（2019年10月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-8031
久慈市新中の橋4-35-3
TEL 0194-52-1111
FAX 0194-52-1469
https://miyaginet.co.jp/

他

形にしたものが︑時代に︑
歴史に刻まれていく感動︒
共 有してみません か ？

総合建設業（土木・建築請負）、建設工事用骨材の生産販売、
アスファルト・生コンクリート合材の生産販売、石油製品の販売

建設業は、何もないところから形あるものを創り
出していく「モノづくり」の仕事。当社は昭和
23年の創業以来、「信頼は技術力の証し」とい
うテーマのもと、確かな技術で地元岩手を中心
とした東北の未来を拓いてきました。現在は、
港湾漁港部門、土木部門、建築部門の三部門を
中心に、独自の技術やシステムを駆使しながら
日々業務に取り組んでいます。「建設を通じて
人々の暮らしに役立ち、社会全体の調和を目指
していくこと」「景色を変える、人々の意識を
変える」「歴史を変える」。それが私たち宮城
建設の仕事です。

■募集職種
土木・建築施工管理職
■仕事内容
工事現場の施工管理・監督、発注者との打ち合わせ等
■資格（必須）
1・2級の土木建築施工管理技士、
港湾・土木・建築いずれかの現場施工経験
■勤務時間
8時～17時
■勤務地
岩手県内の工事施工現場ほか東北エリア

■休日
日・祝・他
（年間休日105日の変形労働時間制、会社カレンダーによる）
■休暇
夏季・年末年始休暇、年次有給休暇、
特別休暇（慶弔、育児介護等）
■月給
25万円～35万円
■待遇
社会保険完備、退職金制度、諸手当、育児休業制度、
独身者用社宅
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陸中建設株式会社

私たちと共に、
地域の未来を一緒に創りましょう！

■設立／1963年7月
■代表／伊藤 敏
■資本金／7,000万円
■従業員数／78名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒027-0052
宮古市宮町一丁目3番5号 陸中ビル2F
TEL 0193-62-3467
FAX 0193-63-7656
https://rikuchu.co.jp/

■募集職種
建築施工管理技士（2級以上）
土木施工管理技士（2級以上）
■仕事内容
顧客との打ち合わせから工程表・予算書作成、
手配、工程・原価管理、申請書類作成など
■勤務時間
8時～17時 1年単位の変形労働時間制
■勤務地
岩手県宮古市 ※転勤なし

﹁建設業はサービス業﹂
地域・社会に役立つ
未来創造企業であり続けます︒

建築、土木工事の請負、設計、施工、建築設計、宅地建物取引、砕石の採取・生産・販売、再生砕石生産・販売、産業廃棄物収集運搬

当社は、創業当時から「地域に何ができるの
か、それが全ての発想の原点である」を理念に
掲げ、今年で56年を迎えます。私たちは、建築
事業、土木事業では豊富な施工実績と幅広い情
報量を持ち、中小企業ならではのきめ細かい
サービスをもって地域づくりにチャレンジし続
けています。東日本大震災以降、宮古市新庁舎
や防潮堤などの公的施設や構造物、工場や店舗
などの各商業施設、地元の皆様の新築住宅やリ
フォームなど、地域の復興と発展に努めてきま
した。地元に密着した仕事をしたい方、ぜひ私
たちと一緒に明日の三陸を創りましょう！

■休日
年間休日119日 ※当社カレンダーによる
■休暇
有給休暇、産休、育休
■月給
23万円～37万円＋各種手当
※経験、資格等に応じて当社規定により優遇
※資格手当あり：1級建築士・宅地建物取引士／3万円等
■待遇
社会保険完備、退職金共済加入
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和田工業株式会社

工場拡大に伴い、技術系社員を募集！
職場は三陸沿岸の山田町です。

■設立／1981年、本社創業は1962年
■代表取締役／相馬 秀樹
■資本金／9,500万円
■従業員数／東北工場115人（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-1301
下閉伊郡山田町石峠 3-17-4
TEL 0193-86-3211
FAX 0193-86-3215
http://www.wadakogyo.co.jp

■仕事内容
①プレス金型技術者
②プレスオペレータ
③自動機及び成形オペレータ
以上、経験者は年齢不問
■勤務時間
8時30分～17時30分（②と③は夜勤あり）
■勤務地
東北工場（山田町）勤務。
転勤なし。

世界中で使われている
電子デバイスのコネクタを
製造するファクトリーです︒

コネクタを中心とする電子部品の金属プレス加工製造業。プレス金型、プレス加工、成形、組立、金型パーツ、組立自動機など

当社はコネクタ用のプレス金型およびコネクタ
端子の受託製造をしている部品メーカー。本社
は横浜市ですが、募集する勤務地は三陸沿岸の
山田町にある東北工場です。転勤はありませ
ん。募集職種は技術系スタッフで、いずれも機
械を操作するお仕事です。中でもプレス金型技
術者やプレスオペレータという職種は単純作業
ではなく、段取りや検査などさまざまな工程が
あり、バラエティにとんだ内容。覚えるには少
し時間がかかるかもしれませんが、先輩社員が
しっかりサポートします。現在、自動車関係の
需要に応じて工場を拡大中の成長企業です！

■休日
週休二日制。
土日祝休み（年120日程度）
■休暇
年末年始、夏期
■月給
①月給制＝基本給12万4,000円～19万4,500円
②月給制＝基本給12万4,000円～19万4,500円
③時給制＝800円～1,200円
■待遇
社会保険完備、住宅・扶養・通勤各種手当、退職金制度

