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株式会社アイオー精密

＜産業用ロボット向けを中心とする精密金属部品の製造・開発＞
自動車業界関連、半導体製造装置関連、産業用ロボット関連の部品等

ものをつくり ︑
ひとをつくり ︑
未来をつくる ︒

ものづくりを通じ地域社会を元気にできるような
企業を目指しています。

■設立／1977年9月
■代表／鬼柳 一宏
■資本金／１億7,534万円
■従業員数／552名（2019年8月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒025-0015
花巻市東十二丁目17-1-1
TEL 0198-22-4330
FAX 0198-22-4361
www.aio-precision.co.jp

弊社は、岩手県の会社として初めて技術力、収益
力、地域貢献などを総合的に評価され「グッドカ
ンパニー大賞」のグランプリを受賞しました。
「いわて女性活躍認定企業等（ステップ2）」認定
企業、「いわて健康経営宣言」、「いわて働き
方改革推進運動」にエントリーするなど積極的
に働き方改革や働きやすい職場環境づくりに取
り組んでおり、社員1人1人が笑顔で活き活きと
働いています。

■募集職種
機械技術加工者
■仕事内容
NC旋盤やマシニングセンターなどの工作機械を使用した金属部品加工
■勤務時間
8：20～17：10
所属部署により交代制勤務となります
（工場は24時間稼働です）
■勤務地
本社／岩手県花巻市東十二丁目17-1-1
東和工場／岩手県花巻市東和町小友1区385-1

■休日
休日は日曜日のほか月～土曜日のうち1日あり
■休暇
春期休暇・夏季休暇・年末年始休暇・
メモリアル休暇等・みんトル休暇・配偶者出産休暇等
■月給
160,000円～230,000円
■待遇
定期昇給、賞与年2回、通勤手当、確定拠出企業年金、
確定給付企業年金、社員持株会制度有
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株式会社アイディーエス

確かな知識と豊富な経験、
大企業にも負けない商品づくり

■設立／1978年3月
■代表／菅原 達哉
■資本金／4,000万円
■従業員数／49名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒023-0801
奥州市水沢横町94
TEL 0197-25-7001
FAX 0197-25-7010
https://www.ids-soft.co.jp/index.html

■募集職種
SE・プログラマー
■仕事内容
業務系システム開発
■勤務時間
8：30～17：30（休憩時間60分）
■勤務地
岩手県奥州市

ワークライフバランスの実現︒
社員が幸せになれる会社

ソフトウェアの開発・販売／システムの導入・コンサル・運用サポート／コンピュータ機器販売／技術者の派遣

企業向け販売管理・会計システム等の基幹業務シ
ステムの開発を行っています。自社開発パッケー
ジ「借入金・貸付金管理システム」は企業の資金
繰りを行うパッケージです。一部上場企業をはじ
め、北海道から沖縄まで150社以上、この分野で
は1、2位を争うほどの導入実績があります。
岩手で頑張りたい。東京で頑張りたい。若いうち
は東京で力を試したいが将来的には岩手に戻りた
い。自分を取り巻く環境の変化に対応しながら仕
事ができる。それぞれの働き方で力を発揮でき
る。社員の生活を長く支える企業でありたいと
思っています。

■休日
完全週休二日制（土、日）、祝日（但し、4月29日は出勤日）
■休暇
夏季休暇3日（計画有給）、年末年始休暇（3日）、
有給休暇（入社日より10日支給）、看護・介護休暇（有給）
■月給
大学院卒／197,000円、大卒／193,000円、短大・専門卒／179,000円
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当・住宅手当（規定により）、資格取得補助
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板谷建設株式会社

■募集職種
土木・建築施工管理職
■仕事内容
土木現場、建築現場の施工管理
（計画・設計・積算・ISO管理）、安全管理
■勤務時間
8：00～17：00
■勤務地
本社及び現場事業所

生まれた街を大切に思い

■設立／1955年 4月
■代表／相澤 輝充
■資本金／5,000万円
■従業員数／62名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒023-0825
奥州市水沢台町3-35
TEL 0197-24-5181
FAX 0197-24-5184
http://www.itaya518.co.jp/

新しい時代も大切に思える街に

家族が楽しい 趣味が楽しい 仕事が楽しい
みんな一緒で同じ会社の仲間です

創造を重ねる企業

総合工事業／土木・建築工事・舗装工事／暮らし支援サービス事業／一級建築士事務所

当社では、現在若手の人材育成に力を注いでい
ます。そして、育成だけではなく世の中の流れ
を敏感に察知し取り入れる新しい力を求めてい
ます。そのうえで大切なのは仕事と生活の両
立。時代遅れの企業とならないよう、建設業で
は難しいと言われていた4週8休をいち早く導入
し、女性の活躍支援を行っております。休日は
しっかりリフレッシュする、これが当たり前に
できる会社が板谷建設です。やる気のある方と
いうと少し硬いので、やってみようかなでも大
丈夫！チャレンジ精神のあるフレッシュな方、
ぜひ当社で活躍してみませんか？

■休日
土・日（4週8休）、祝日
■休暇
夏季・年末年始・ＧＷ・慶弔休暇、子育て・子供の看護特別休暇
■月給
大卒180,000円 短大・高専卒170,000円
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、職務・職責・資格手当、
時間外手当、社会保険完備、退職金制度
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岩手製鉄株式会社

地域に貢献できる会社を目指し︑

■設立／1949年6月
■代表／佐藤 満義
■資本金／8,000万円
■従業員数／68名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒024-0334
北上市和賀町藤根18-14
TEL 0197-73-5121
FAX 0197-73-5824
http://www.iwateiron.co.jp

若手を活かした機動力ある

技術と信頼でユーザーニーズに応える

事業を展開

鋳造品の製造・販売、機械・ロボット関連装置等の開発・設計・製作・メンテナンス、鉄器（調理品）の製造・販売

当社は、部品から装置までつくれる総合エンジニ
アリング会社です。現在、鋳物事業、エンジニア
リング事業、鉄器事業の三部門があります。鋳物
事業は、産業機械の基幹を支える大型から小型鋳
物まで製造・販売しています。エンジニアリング
事業は、ロボットシステムインテグレータとして
設計から保守まで社内で行うため、技術者として
幅広いスキルが得られます。鉄器事業部門は、こ
れまで培ってきたノウハウを集結し、軽くて錆び
にくい世界初の鉄器を完成。20代社員が中心とな
り、デザインから製造・販売をしています。

■募集職種
①鋳造技術職 ②エンジニアリング技術職 ③企画営業職
■仕事内容
①鋳造品の製造・販売
②機械・ロボット関連装置の設計・製作・設置・保守
③鉄器の商品企画・販売促進・ネット販売
■勤務時間
8:00～17:00
■勤務地
北上市和賀町藤根18地割14番地

■休日
会社カレンダー
■休暇
年次有給休暇、誕生日休暇、慶弔休暇、
夏季休暇、年末年始
■月給
大卒190,000円 短大卒170,000円
■待遇
各種社会保険、昇給年1回、賞与年2回、
住宅手当、通勤手当、家族手当、資格手当
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株式会社WING

■募集職種
①製造職 ②営業事務職
■仕事内容
①工作機械のプログラム(2D/3D)作成・操作、設計図面データを
見ながらの加工、製品の検査・包装・梱包・出荷 等
②受発注データ入力、受付/電話/メール対応、
営業補助（見積書作成 及び 納期回答 他）等
■勤務時間
８：30～17：30（休憩1時間）
■勤務地
北上市二子町秋子沢118-8

岩手から業界 1を目指す当社で

■設立／1999年12月
■代表／高橋 福巳
■資本金／300万円
■従業員数／41名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒204-0101
北上市二子町秋子沢118-8
TEL 0197-81-6056
FAX 0197-66-7015
https://wing-pp.co.jp

若い力を発揮していただける方を

最先端なモノづくりで
全国に「MADE IN 岩手」を提供しよう

歓迎します

半導体製造・液晶画面製造に関わる最先端製造装置用プラスチック製品の製造から、
医療機器・自動車産業・光学装置・農業、漁業産業 等の各種プラスチック製品を製造

No.

最先端の機械設備とソフトウエアを使用した高
品質・高精度な加工技術と人間の持つ繊細且つ
正確な感性が作り出す「ものづくり」を、融合
させた業界トップレベルの製品を提供していま
す。国際リニアコライダー計画（ILC産業)に参入
するなど、常に未来を見据え新しい「ものづく
り」に挑戦しています。
工場内は5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)
を推進し、安全且つ綺麗な環境が整った就労環
境が良い職場です。WINGは働きやすい就労環境
で、成長しようとするあなたをお迎えします。

■休日
日祝（土曜出勤の場合あり・弊社カレンダーによる)
■休暇
年末年始、GW、
お盆、有休（6か月所属で10日付与）、
産前産後、育児、介護
■月給
160,000円～200,000円 経歴に応じて優遇
■待遇
中小企業退職金共済、入社後3年目から加入（会社負担）
北上商工会議所共済制度（アクサ生命）加入、慶弔規定有り
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株式会社キンレイ

お客様に支えられ創業85年、
共に変化・成長し続けています。

■設立／1934年6月
■代表／鈴木 猛史
■資本金／4,950万円
■従業員数／86名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒023-0402
奥州市胆沢小山字森161-1
TEL 0197-47-2190
FAX 0197-47-2140
http://kinrei.co.jp/

■募集職種
①製造技術職
②営業事務職
■仕事内容
①機械設計、電気設計、機械組立、機械・板金加工、
塗装、生産管理（所属部署による）
②貿易事務（主に輸出）、見積作成、受注、
国内外のお客様対応等
■勤務時間
8:25～17:30

地元﹁岩手﹂で
グローバルに活躍できます︒

各種電線製造関連機械メーカー（自動車用/医療機器用）製造、販売、アフターフォロー

昭和9年、簡単な仕組みの一台の撚線機から歴史
が始まり、現在、私たちの作った撚線機械は、自
動車のハイブリッド化や電気自動車化、医療機器
の極細線化により多種多様な電線の製造が活発
化している国内外の電線メーカー様にご利用いた
だいており、皆様の生活を支え豊かにする一端を
担っています。主要輸出先は米国、ドイツ、東南
アジアなど20カ国。一貫生産で自社独自製品を
持ち国内はもちろん、世界と取引をする会社で
す。仕事の幅が広く、向上心と意欲があればどこ
まででも成長することができグローバルに活躍す
るフィールドを用意しています。

■勤務地
岩手県奥州市
■休日
土日（当社カレンダーによる年間休日111日）
■休暇
有給休暇、育児・介護休暇、慶弔休暇
■月給
大卒／181,800円～ 短大･高専／163,000円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、時間外勤務手当、皆勤手当
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コウミ観光産業株式会社 祭畤温泉かみくら
仕 事を通し︑
あなた自身の将来の夢を
共 にかなえます︒

温泉旅館運営、自社農園、自社テナントビル

神の降り立つ秘境の地『祭畤-まつるべ-』
大自然の息吹と静寂が心を潤します

■設立／2008年7月
■代表／佐藤 奈保美
■資本金／1,000万円
■従業員数／10名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒021-0101
一関市厳美町祭畤32
TEL 0191-39-2877
FAX 0191-39-2364
http://m-kamikura.com/

■募集職種
営農責任者、WEB販売担当、経理事務
■仕事内容
農業の経営計画作成、WEB販売立上げ、経理業務
■勤務時間
職種により異なる
当社カレンダーによる
■勤務地
一関市厳美町祭畤

一関より車で30分西に進むとそこは別世界大自
然の懐の中に佇む一 軒 宿、大 木をふんだんに
使った和のリゾート、宿を取り囲む満天の星空、
森林 鳥の声、流れる風さえもお客様をお迎えす
るための最高の演出、私たちの役目は、この土地
のすばらしさをお伝えすること、歴史を学び土地
を知る。この環境こそが他にはない私たちの強み
です。将来ビジョンとして、お客様に対しての
サービスクオリティーを上げながら、季節によっ
て表情を変える大自然を活用した体験型リゾート
を目指します。農業、再生可能エネルギー、循環
型社会のコアエリアを構築していきます。

■休日
隔週2日
■休暇
年間104日
■月給
160,000円～180,000円
■待遇
通勤手当、独身寮あり、食事あり
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株式会社佐々木印刷
時代の課題を解決する
製品開発を目指し︑さらなる
印刷業の進化を目指す︒

ラベル・シール印刷

独自商品「ハグレス」「連ラベル」は、
環境保全・省資源化・作業の効率化を実現。

■設立／1980年4月
■代表／佐々木 信雄
■資本金／1,500万円
■従業員数／24名（1999年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒024-0211
北上市口内町堰根91-4
TEL 0197-69-2111
FAX 0197-69-2126
http://sasaki-insatsu.com/pc/index.html

創業以来、会社の存続と発展が社員の幸せにつ
ながるという信念のもと、時代の課題を解決で
きる製品開発に力を入れ、お客様の業務改善に
貢献してまいりました。私たちはお客様のニーズ
に応えるために、社員一人ひとりが自ら考え創造
性を発 揮して、高品質な商品を提 供できるグ
ローバル企業を目指しています。今後も社会貢
献と会社の成長のために、新しい分野に目を向
けた商品の実用化を目指し、挑戦し続けます。

■募集職種
印刷オペレーター
■仕事内容
ラベル・シールの印刷・製造、印刷機械の操作、
印刷にかかる業務全般
■勤務時間
8:30～17:30
■勤務地
北上市口内町堰根91-4

■休日
会社カレンダーによる
（年間休日97日）
■休暇
夏季休暇、年末年始休暇、
バースデー休暇、他
■月給
高卒上／160,000円～200,000円
■待遇
賞与年2回、通勤手当（上限10,000円）、
皆勤手当（3,000円）、退職金制度（勤続5年以上）、
社会保険完備
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株式会社西部開発農産

EARTH TO TABLE ～

〒024-0335
北上市和賀町後藤野1-333
TEL 0197-73-6471
FAX 0197-73-6475
https://www.seibu-kaihatsu.com/
■設立／1986年4月
■代表／照井 勝也
■資本金／2,697万円
■従業員数／110名（2019年9月）

大地から食卓へ

～

■募集職種
生産業務
■仕事内容
米・野菜等の栽培管理、黒毛和牛肥育管理、
農業機械等のオペレーター・整備・販売
■勤務時間
原則8:00～17:00（休憩90分）
■勤務地
北上市和賀町後藤1-333

自然と対話しながら︑
大規模栽培を行う醍醐味を
実感できます︒

農畜産物の生産・加工・販売。農業機械の整備・販売。産業廃棄物の収集・運搬・処分。直営焼き肉店経営（焼肉DININGまるぎゅう）

当社の仕事は農業です。国内最大級850ヘクター
ルの農地で農畜産物の生産と加工・販売や直営
焼き肉店の経営など、第一次産業から第三次産
業までの複合経営をしています。「食」とい
う、人間が生きていく上で欠かせない物を通じ
て、お客様に安心・安全はもちろん、新鮮でお
いしいものを「食」していただき、楽しく喜ん
でいただける企業を目指します。生産～加工・
販売まで多種多様な業務があります。農業経験
がなくても心配はいりません。良い農畜産物を
つくって、食で皆を笑顔にする喜びを私たちと
共に一緒に分かち合いませんか？

■休日
毎週日曜日&当社が定める休日
（時季により休日、時間外出勤あり）
■休暇
夏季・年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇（6ヶ月で10日付与）、
産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、特別休暇、他
■月給
大卒／180,000円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当（上限1万円）、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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千田工業株式会社

お客様に愛され喜んで頂けることを楽しみに、
より良い『ものづくり』技術集団を目指して

■設立／1946年9月
■代表／千田 和秋
■資本金／9,997万円
■従業員数／67名（2019年9月末）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒024-0063
北上市九年橋1-10-29
TEL 0197-63-3207
FAX 0197-63-3210
https://www.chidatec-recruit.com/

﹃ 働きがいがあっ て ︑
元気でやさしく ︑
誠実で品格のある会社﹄

住宅からビル建築、造園から土木建造物まで、建設に関わる様々な仕事を手がける『総合建設業』

当社は、昭和21年に岩手県北上の地で創業以
来、個人また企業、公共機関など多くのお客様
より、新築・新設のみならず、リフォーム、維
持・修繕など建設に関わる様々な仕事をお世話
いただいてまいりました。社員一人一人「もの
づくり」に生きがいと誇りを持ち、お客様に愛
され、喜んでいただけることを楽しみに、より
良い「ものづくり」技術集団を目指して、それ
ぞれの業務に取り組んでいます。そしてこのこ
とは、今日まで当社を支えてくれたお客様への
恩返しでもあり、地域社会への貢献でもあると
考えています。

■募集職種
建設現場に関する施工管理業務（建築、土木、住宅）
■仕事内容
関係各所への提出書類の作成、現場の施工管理、
資材の手配、工程管理、
お客様との打合せ等
■勤務時間
8：00～17：00（実働7時間30分）
■勤務地
本社（北上市）及び北上市内外現場作業所

■休日
年間102日、日曜 祝日 会社指定休日
（※2019年度会社年間カレンダー）
■休暇
夏季、年末年始、GW、
6ヶ月経過後の年次有給休暇10日
■月給
15万～35万円（別途手当あり）
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社ツガワ 花巻工場

製品にツガワの名前はついていませんが、
ツガワメイドは皆さんの身の周りに溢れています。

■設立／1953年6月
■代表／代表取締役社長 駒田 義和
■資本金／9,500万円
■従業員数／540名（2019年7月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒025-0303
花巻市大畑第9地割92-4
TEL 0198-26-1221
FAX 0198-26-1224
http://www.tsugawa.com

■募集職種
技術職、営業職、事務職
■仕事内容
機械・電気設計 営業 生産管理、受発注事務
■勤務時間
8：30～17：30
■勤務地
花巻市、北上市、横浜市、神戸市

モノづくり
トータルソリューション
カンパニー

様々な機械製品の設計開発から完成品製造、物流、メンテナンスサービスまでの一貫生産を岩手を中心に全国で行っているEMS企業です。

皆さんの身の周りでよく見かけたり、利用した
りする交通、社会インフラ、医療、金融、自販
機、半導体、エンターテインメント機器等の設
計開発から板金部品製造、部材調達、塗装、完
成品組立、物流、アフターサービスまでの一貫
生産を岩手を中心に全国で行っております。
低コスト、高品質、短納期、超変動生産対応、3Ｒ
を実現させるのがツガワのモノづくりトータル
ソリューションです。

■休日
週休二日制、土日祝祭日
■休暇
GW、夏季休暇、年末年始は昨年度9連休
■月給
175,000～245,000円 職種、勤務地による
■待遇
昇給年1回、賞与（夏季、冬季）

職ナビいわて × Workin
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株式会社東邦テクノス
独創性と確かな技術で︑
岩 手から世界へ

受注開発型の自動組立機、加工機などの産業用生産設備の設計、製造、販売。
電子、電気部品産業、自動車部品産業への設備が多

技術を積み重ね、お客様に常に頼られる企業でいる、
これが私達の使命です。

■設立／2000年2月
■代表／佐藤 孝一
■資本金／2,000万円
■従業員数／45名（2019年9月末）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒029-0132
一関市滝沢字鶴ケ沢7-64
TEL 0191-21-8022
FAX 0191-21-8023
http://www.tohotechnos.co.jp/index.html

■募集職種
機械設計職
■仕事内容
お客様からの引き合いに対しての仕様詰め、
装置の構想、詳細設計の全般あるいは
一部の業務を行って頂きます。
■勤務時間
午前8：30～午後5：30
■勤務地
岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢7-64

当社は産業用の機械を製造販売している会社で、
高速組立の分野で多くの機械を納入しています。
当社の装置で作られる部品が、スマホ・タブレッ
ト、自動車など多くの産業分野で使用されてお
り、東邦テクノスの技術が活かされた製品を皆さ
んは日々使っています。当社の製品はお客様の要
望をお聞きし受注毎に設計し作られています。お
客様のニーズを打合せで引出し、工夫やアイデア
を盛り込み、一つ一つ形にしていきます。技術的
な苦労も多いですが、社内外の様々な人と協力し
て製品が完成したときには大きな達成感を味わう
ことができます。

■休日
全週休2日（土、日）、国民の祝日、休日、夏季休日（3日）、
年末年始休日12/30～1/3
■休暇
有給休暇有り、
（初年度10日/年～20日/年まで）次年度のみ持ち越し可
出産休暇、育児休暇、慶弔休暇等あり
■月給
大卒／210,000円 高専卒／184,000円
■待遇
昇給年1回、賞与年2回。
通勤手当、時間外勤務手当、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社永島製作所 東北事業部

ステンレス、鋼管類のプレハブ加工品の製造及び医薬分野向け塑性加工品製造

を支え る
High-tech
ニッチ 企 業
Low-Tech

ものつくりはサービス・人材育成産業

■設立／1970年創業
■代表／永島 剛士
■資本金／4,000万円
■従業員数／49名（2019年10月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒024-0051
北上市相去町大松沢1-10
TEL 0197-72-8914
FAX 0197-72-8922
http://www.nagashima-f.co.jp/company/

■募集職種
生産技術、企画設計他
■仕事内容
部品、部材の加工、金型設計、品質保証 他
■勤務時間
8：30～17：25
■勤務地
北上市

1970年に石川県にて創業、2020年に創業50周
年、東北進出5周年と大いなる節目を迎えます。
創業以来、ステンレス鋼管をはじめとした金属
の塑性加工を手がけ、開発型のメーカーとして
新製品の創出、ならびに加工技術の向上に努め
てまいりました。人材育成にも力を注いでお
り、経済産業省「人を育て、人材を資本に活躍
する優良企業」に認定されました。創業からの
社是「一以貫之」の精神の下、社会に貢献し、
これからもお客様の思い通りの金属加工の実現
に全力で取り組んでまいります。

■休日
日、祝日（会社カレンダーにより土曜出勤ある週もあります）
年間108日
■休暇
夏季、年末年始、GW、慶弔休日 他
■月給
大卒195,000円～
■待遇
昇給年1回、賞与年3回、通勤手当、住宅手当（当社規定による）他

職ナビいわて × Workin
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北良株式会社

「良い会社」と言われるよりも、
「この会社、面白いな」と言われたい。

進化しつづける︑
おもしろいエネルギー会社
﹁北良﹂

各種ガスの製造、供給から保守管理。在宅医療サービス。電力小売事業。

生活に必要なエネルギーとしてのガス。産業で求
められる金属加工やバイオ技術に使用される特
殊ガス。高度な医療に欠かせない医療用ガス。
目には見えない様々な「ガス」を、家庭・企業・
病院など、社会の幅広い分野に供給するのが我々
の仕事。
メガソーラーによる自然エネルギー開発や新た
な医療機器・サービスの開発、電力小売事業な
どを通じて、岩手の暮らし・医療・モノづくり
を支えていきます。

■設立／1975年8月
■代表／笠井 健
■資本金／1,000万円
■従業員数／66名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒024-0335
北上市和賀町後藤2-106-160
TEL 0197-73-7222
FAX 0197-73-7251
https://www.hokuryo.biz

■募集職種
総合職
■仕事内容
各種ガスの製造、供給から保守管理。
在宅医療サービス。
電力小売事業。
■勤務時間
8:00～17:30
■勤務地
本社（岩手県北上市）
または盛岡事業所（岩手県盛岡市）

■休日
年間休日105日、会社カレンダーによる
（土日祝のことが多い）
■休暇
夏季休暇、年末年始、慶弔休暇、
ゴールデンウィーク、
出産育児休業制度
■月給
●大学卒：月給194,000円（大学院了含む）
●短大卒：月給180,000円（専門学校・高専卒含む）
■待遇
昇給年1回、賞与あり年2回、通勤手当、各種社会保険完備

職ナビいわて × Workin

44

山人ーyamadoー

人の喜びを自分の喜びにできる人︑

■設立／2008年8月
■代表／高鷹 政明
■資本金／300万円
■従業員数／17名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒029-5514
和賀郡西和賀町湯川52-71-10
TEL 0197-82-2222
FAX 0197-82-2888
http://www.yamado.co.jp

自然を謳歌できる人・・・

毎日温泉に入浴可・1日2食のおいしいまかない付き・
家賃半額会社負担・15休あり

待っています︒

全12室の源泉かけ流し温泉付きのリゾートホテル。都会にはない「ゆっくりと流れる贅沢な時間」を提供。

その季節でなければ体験できない瞬間、味わうこ
とのできない味覚を追求し、ゲストに提供する。
そ ん な 極 上 のヒーリン グリゾ ートを目 指 す 。
「サービスを拡大しよう、予想もつかなかった
サービスを思いつこう、まだまだ、お客様にでき
ることはきっとあるはず。素敵なリクエストにそ
れぞれの得意、趣味を活かして素敵な対応をして
みよう。」と一人ひとりがアイデアを出し合い、
創意工夫している。その甲斐あって、予約サイト
楽天トラベル2019年6月時評価、高級宿第一位、
じゃらん口コミ評価5、お客様からの評価が高い
宿になりました。

■募集職種
ホテルサービスアテンダント
■仕事内容
ホテルサービス全般（チェックイン、
アウトの対応・
料理サーブなどの接客・電話対応、予約処理などの事務・
AI、IoTwo利用したシステム開発・アプリ制作・ネイチャーガイド・
アクティビティーガイド・客室清掃・施設管理などなど
■勤務時間
6：30～15：30 13：00～22：00などシフト制
■勤務地
西和賀町

■休日
月6日以上・年1回15連休
■休暇
慶弔休暇・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇
■月給
高卒160,200円～ 専門、短大卒183,100円～
大卒194,500円～
■待遇
職務手当、役職手当、住宅手当、食事手当、
通勤手当、宿直手当

