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有限会社 安比まいたけ

■設立／昭和58年、法人化／平成３年
■代表／羽沢 寿隆
■資本金／800万円
■従業員数／正社員3人、
パート2人（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-7563
八幡平市田の沢123-3
TEL 0195-72-3366
FAX 0195-72-3006
https://appimaitake.co.jp/

■募集職種
栽培全般
■仕事内容
マイタケの栽培
■勤務時間
８時～17時
■勤務地
本社ほ場

﹁味と香り﹂の安比マイタケ︒

大募集

出荷が追いつかないくらい人気の無農薬マイタケ。
今後はさらにビジネスを拡大していきます。

﹁新しい農業経営に興味のある人﹂
を

「無農薬＆国産原料」の美味しいマイタケを全国にお届けする仕事です。生産から流通まで一貫して手掛けています。

無農薬と国産の原料にこだわったマイタケを栽
培して35年になります。「自然の恵みをお届け
する」これが当社のモットー。大量生産によっ
てマイタケの本来の味が忘れられつつある今だ
からこそ、「安比まいたけ」の味と香りを求め
てお買い求めいただくお客さまが多くいらっ
しゃいます。おかげさまで、全国テレビ放送へ
の出演をきっかけにさらに多くのお取引をいた
だき、出荷が追いつかない状態です。市場を通
さず、お客様と直接お取り引きする信用を礎に
したビジネスの醍醐味。マイタケという食品を
通して実感してみませんか？

■休日
月に６～７日（月始めにシフトを決定）
■休暇
年末年始
■月給
時給800円～（応相談）＋作業手当。
賞与＝年2回（平均1カ月分）
■待遇
アルバイト
（正社員への登用あり）。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
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株式会社イーアールアイ
受 託から自社製品 ま で
様 々な製品の開発 設
･計に
挑 戦できます

組込み機器の企画・設計・開発・製造・販売

プリンタ関連・センサー応用機器・医療機器・
産業用機械など多岐にわたる製品開発

■設立／2003年5月
■代表／水野 節郎
■資本金／5,433万円
■従業員数／56名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0125
盛岡市上堂三丁目8-44
TEL 019-648-8566
FAX 019-648-8224
https://www.erii.co.jp/

■募集職種
①回路設計
②筐体･機構･メカトロニクス設計
③組込みソフトウェア設計
■仕事内容
製品設計・開発
■勤務時間
9:00～17:45 ※フレックスタイム制適用有
■勤務地
盛岡市

当社は組込み機器の開発から製造販売まで行う
会社です。電子回路、FPGA、機構・筐体、メカ
トロニクス、ファームウェアを統合的にサポー
トします。お客様は大手メーカーが多く、9割以
上が自社内での開発である為、盛岡に居ながら
にして業界の新しい技術・大きなプロジェクト
に携わることが出来ます。培ってきたコア技術
をベースに自社商品開発にも取り組んでおり、
世界初のスマホ向けビーコン発信機「BLUETUS
」等、次の時代へ向けた商品開発にチャレンジ
しています。

■休日
年間休日122日（土･日･祝）※年に数回の土曜出勤有
■休暇
年末年始･GW･夏季休暇、年次有給休暇、特別休暇ほか
■月給
当社規定による
（経験･実績により優遇）
■待遇
賞与年2回（業績による）、昇給年1回、通勤手当、時間外手当、
役職手当、社会保険完備、副業・兼業可
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株式会社イーエムエス

■募集職種
組込系システムエンジニア及びプログラマー、
業務系システムエンジニア及びプログラマー
■仕事内容
ソフトウェア開発
■勤務時間
9：00～18：00（休憩60分）
■勤務地
盛岡市又は仙台市

技術は人の為に使えるからこそ

■設立／2011年6月
■代表／折居 進
■資本金／1,905万円
■従業員数／40名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0024
盛岡市菜園1-3-6 農林会館5F
TEL 019-613-2251
FAX 019-613-2252
http://ems-to.jp

価値がある

目指すのはナンバーワンではなくオンリーワン
車用ソフトウェア開発の最先端を目指す

質の時代を生き抜く夢舞台

新車に装備する組込ソフトウェア開発、その技術を活かした舶用組込ソフトウェア開発
自治体及び企業用の業務系ソフトウェア開発

技術者集団として、技術のレベルアップ研修に力
を入れています。また自治体や企業に欠かせない
業務系ソフトウェアの開発にも、多くの高い実績が
あります。組込技術者の有志が集まったロボコン
同好会は、2019ETロボコン東北大会に出場し、初
出場ながらその実力を存分に発揮しました。若い
人が多い会社であり、マラソン同好会は安比リレー
マラソン大会に連続出場しています。会社がクラブ
活動や懇親会を全面的に支援しており（懇親会は
社員負担1千円のみ）、技術アップを図りながら
楽しい余暇も過ごせる魅力ある会社です。

■休日
年間休日数：125日（完全週休2日制）
■休暇
夏季：3日 年末年始：6日 GW：暦による
慶弔：規定による 育児・介護：規定による
■月給
20万円～45万円
（年俸を12で割った金額、残業代はこれに加算して全額を支給）
■待遇
正社員（サブリーダー又はリーダー経験者は厚遇）
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特定業種・業務に特化した︑
シ ステム開発の
専 門家集団

岩手インフォメーション・
テクノロジー株式会社
自社パッケージシステムの開発・販売および保守、受託開発業務

弊社は、特定業種・業務に特化したシステムの
開発を行う専門家集団です。東北で唯一「保育
業務支援システム」を開発しており、従業員の
多くは20代・30代でありながら管理職としても
活躍しています。子育て世代も多く就業してい
るため、有給休暇の他にリフレッシュ休暇や時
間単位年休の制度を取り入れるなど、従業員が
より働きやすい環境の整備にも力を入れていま
す。地元企業や団体との関わりを大切にして地
域社会への貢献実現を目指し、得意とする保育
業界、小売流通業界に向けて岩手から全国で勝
負できるシステムの開発を行っていきます。

岩手から全国へ。

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0611
滝沢市巣子152-409
滝沢市IPU第2イノベーションセンター
TEL 019-613-3538
FAX 019-613-3602
https://iwate-it.co.jp/
■設立／2006年3月
■代表／阿部 考志
■資本金／2,000万円
■従業員数／31名（2019年9月）

■募集職種
①営業 ②プログラマ
■仕事内容
①弊社パッケージシステム
『おが～るシステム』の営業・企画
②流通、保育園等子育て支援施設向けのパッケージシステムの開発、
弊社独自開発のCMS構築、
ウェブシステムの開発
■勤務時間
9：00～18：00
■勤務地
岩手県、山形県、東京都

■休日
年120日
■休暇
年末年始、GW、夏季、
リフレッシュ休暇 他
■月給
180,000円～
■待遇
社会保険完備、住宅手当、通勤手当、
家族手当、福利厚生倶楽部加入
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岩手繊維株式会社

繊維製品の総合卸売業。商品供給を通じて
個店をサポートし、地域の活性化に貢献。

■設立／1946年8月
■代表／清水 善光
■資本金／1億円
■従業員数／129名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-8611
紫波郡矢巾町流通センター南1-7-16
TEL 019-638-2111
FAX 019-638-2333
http://www.iwasen.com/

■募集職種
営業
■仕事内容
社内での販売と付随する業務、
出張を伴うルートセールス
（ノルマなし）
■勤務時間
9：00～17：30（休憩1時間）
■勤務地
矢巾町流通センター（本社）

皆様に
装う喜びと包まれる幸せを
お届けしています︒

繊維製品全般の卸売・販売。個店催事のプロデュースと販売サポート。地方商業地域の活性化に貢献。

当社は、繊維製品を扱う卸売の会社です。
靴下からアパレル、呉服、高級羽毛布団まであ
らゆる衣料品を販売しています。小売店とメー
カーの間に立ち、豊富な商品の中からお店の特
性に合わせて選択、ご提案し、その向こうに消
費者の皆様の笑顔を想像しています。地方の衣
料品卸売が減少する昨今、当社に対する期待は
年々強く感じられます。ご要望に応える形です
が、地域商業施設、個店へのサポートも重要な
業 務 で す 。 私たちは、日々地 域 社 会のお役に
立っていることを実感し、その誇りを胸にこれか
らも商品を通じて皆様に幸せをお届けします。

■休日
第2・3土曜日、日曜日、祝祭日、
ほか会社指定日（年間休日数107日）
■休暇
年末年始休暇、夏期休暇、ほか慶弔等特別休暇
■月給
大卒：178,000円、短大卒・専門卒：163,000円（精勤手当含む）
■待遇
昇給：年1回、賞与：年2回、通勤手当、社会保険完備、
企業年金基金、確定拠出年金
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岩手ダイハツ販売株式会社

お客様はもちろんのこと︑
従業員も幸せになれる会社で
働きませんか

ダイハツ車の新車・全メーカー中古車・自動車部品の販売、自動車の点検・整備・板金、損害保険の代理業

!!

素敵なカーライフを提案し、
お客様に満足してもらうことが、私たちの仕事です。

■設立／1966年3月
■代表／中田 利光
■資本金／3,000万円
■従業員数／257名（2019年3月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒028-3621
紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割334番地
TEL 019-698-3370
FAX 019-698-4333
https://iwate.dd.daihatsu.co.jp/

■募集職種
①営業職
②整備職
■仕事内容
①新車、中古車の販売、
②点検、車検を含む車両整備
■勤務時間
9：00～17:30
■勤務地
岩手県内（13店舗）

岩手ダイハツは1966年に設立し、県下唯一の
ダイハツ系カーディーラー。地域密着型の軽自
動車販売、アフターサービス、フォローができ
る体制を整え、県内に13店舗を構築。いまや、
軽自動車は生活に欠かせないアイテムとなり、
販売シェア13年間トップを維持。今後もお客様
の満足を目指して、カーライフのサポートを
していきます。初めて自動車業界に関わる方も
安心してチャレンジして頂けるように、教育や
研修体制も万全です。皆様の応募をお待ちして
おります！

■休日
年間休日108日間
■休暇
GW、夏季休暇、年末年始、有給休暇、傷病休暇、特別休暇（慶弔）
■基本給
20才：160,500円 30才：172,900円
※基本給には諸手当が含まれておりません。
■諸手当
時間外手当、家族手当（配偶者:月九千円、子供:月六千円×人数）、
通勤手当、奨励金、CR手当（営業のみ月五千円）、各種整備資格手当
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岩手中央タクシー株式会社

～GO OVER THE TAXI～
新しい輸送サービスの追求

■設立／1952年12月
■代表／佐々木 康太郎
■資本金／1,800万円
■従業員数／108名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0026
盛岡市開運橋通3-38
TEL 019-653-1011
FAX 019-653-1818
http://www.iwate-taxi.com/index.html

﹃ 乗り心地を提供 す る ﹄
それが私たちの仕事です

一般常用旅客自動車運送事業（タクシー・ハイヤー）／訪問介護事業／建物賃貸事業

単なる輸送手段としてのタクシーの概念を超え、
満足していただけるサービスを通してお客様へ
『プラスワン』の価値をもたらす事を目指しています。
岩手中央タクシーの『働き方改革』
2019.10より新たな雇用形態として『パートタイ
ム乗務員』を募集しております。子育て・親の
介護等によりフルタイムで働きたくても働けな
い。そんな方を応援します！いずれフルタイム
で働ける環境が出来た時には正社員としてフル
タイムへの登用も可能です。

■募集職種
タクシー運転手（正社員・パートタイム）
■仕事内容
タクシー乗務員
■勤務時間
【昼勤】8：00～21：00
【夜勤】21：00～翌8：00
【パートタイム】8：00～15：00 ※パートタイムは時間相談可
■勤務地
上の橋・国分通・天昌寺 ※パートタイムは天昌寺営業所のみ

■休日
【正社員】三勤一休制で月1回土日公休あり
【パートタイム】土日祝日
■月給
【正社員】180,626円～353,333円（2019年7月実績）
【パートタイム】94,800円 ※別途歩合給あり
■待遇
【正社員】各種社会保険完備、退職金制度有、
年次有給休暇有、社員寮完備、
マイカー通勤可
【パートタイム】各社会保険は要相談、年次有給休暇有、マイカー通勤可

20
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株式会社岩手ファーム
豊かな岩手の自然が育んだ︑
おいしいたまごを
毎日の食卓に︒

鶏卵の生産と製造販売・醗酵鶏糞の製造販売

日本の生食文化のすばらしさを
世界に発信していきたい。

■設立／1977年11月
■代表／中村 徹
■資本金／8,000万円
■従業員数／208名（2019年9月末）

求 人 情 報

会 社 概 要

21

〒028-4134
盛岡市下田字生出731-7
TEL 019-683-1920
FAX 019-683-1740
http://www.iwate-farm.co.jp

国内の採卵養鶏業者約2,000件の中で20番以内の
規模です。岩手山の裾野の農場で、鶏の飼育と鶏
卵生産・製造販売を行っています。現在は関東を
中心に、東北、北海道、中京、海外は香港、台湾
に鶏卵を出荷しています。創業から64年。良質
なたまごは、パック商品の他、品質にこだわるホ
テルや菓子メーカーに支持されています。自社の
醗酵鶏糞肥料を使い、地元の農家と連携して鶏
の飼料となる飼料米の作付けを行い、循環型農
業に取り組み、地域と一緒に発展していくことを
目指しています。2020年5月からの週休2日制の
実現に向け、働き方改革を進めています。

■休暇
■募集職種
慶弔休暇
鶏卵製造職
■月給
■仕事内容
初心者／138,600円
鶏卵の目視検査、選別、包装、出荷、機械メンテナンス
製造工場経験3年以上／154,000円
■勤務時間
製造工場経験3年以上、
メンテナンス経験1年以上／184,800円
8：15～16：45（休憩90分、実働7時間）
■待遇
■勤務地
昇給年1回、賞与年2回、
岩手県盛岡市下田地区、松内地区の各農場
通勤手当（通勤距離により17,600円まで）、社会保険完備
■休日
週2日（シフト制）

職ナビいわて × Workin

19

株式会社小山田工業所

当社のミッション（使命）
：地域社会（住民の皆様）に
安心・安全な鋼構造物を提供し、感動（幸せ）を共感する。

■設立／1948年10月
■代表／小山田 浩之
■資本金／9,814万円
■従業員数／80名（2019年7月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0015
盛岡市本町通3-18-8
TEL 019-652-5111
FAX 019-652-5117
http://www.k-oyamada.net/

■募集職種
建築鉄骨・橋梁上部工等の製作における設計業務
■仕事内容
工場製作に於ける設計図面の作成等
■勤務時間
8：10～17：20
■勤務地
盛岡市渋民字岩鼻20-3 スチール事業部
（玉山工業団地）

企業と個人の繁栄を通じて︑
社 会に貢献しよう ︒

建設用金属製品（鉄骨・橋梁・鉄塔）の製造。耐震型防火貯水タンク・チップボイラーの制作。
鋼製橋梁上部架設他鋼構造全般の施工、他。

受注、設計、製作、施工までの一貫体制により、
品質・効率・コスト面からもお客様の安心と信頼
を頂いております。橋梁耐震･交通インフラ更新
事業の技術と長年の実績及び防火水槽タンクや
チップボイラーの製作など当社独自の生産ノウハ
ウで地域の皆様に安全と環境への配慮を実施し
ております。今後もモノ作りに対する情熱とより
高い技術集団として、お客様に信頼される優れた
品質の鋼構造物を提供し地域になくてはならない
企業として技術を磨いてまいります。当社は従業
員の資格取得等を積極的に支援し、入社後の技
術向上をバックアップしています。

■休日
日･祝日（土曜日は月１回程度の出勤）
■休暇
夏季・年末年始、慶弔休暇、GW、他
■月給
短大・専門学校卒／月給167,500円～
大卒／月給180,000円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、技術奨励手当、
時間外手当、家族・住宅手当、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社オリエント測量設計
社会貢献・・・
土地・大地にかかわる仕事で
地元に貢献しよう

農業関連土木工事の調査・測量・設計業務 及び 道路・橋梁等の調査・設計・維持点検業務

最新技術の導入に向け、UAVによる航空測量や
3D測量に取り組んでいます

■設立／1973年7月
■代表／星野 裕昭
■資本金／1,000万円
■従業員数／10名（2019年9月末）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0143
盛岡市中野1丁目3-5 2F
TEL 019-601-2660
FAX 019-601-2665
http://www.orient-sp.com/index.html

■募集職種
測量士・土木設計
■仕事内容
測量調査・インフラ関係の設計
■勤務時間
8：30～17：30
■勤務地
盛岡市 本社

少人数ながら、創業46年の実績と幅の広い業務
内容により、お客様の要望に即座に対応するス
ピード感ある業務遂行を心がけています。最新
技術の導入に向け、UAV による航空測量や調
査、３Dスキャナーによる３次元測量への取り
組みを行っています。また、グループ企業の測
量設計会社２社との情報の共有化を常に図り、
幅広い顧客ネットワークを構築しています。

■休日
年間117日 土日・祝日（当社休日カレンダーによる）
■休暇
年末年始・GW・夏季休暇
■月給
188,000円～290,000円（職種、取得資格による）
■待遇
昇給年1回、賞与・夏季・冬季・決算（昨年実績）、通勤手当、
時間外手当、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社北日本朝日航洋

最先端技術を用いた計測・分析・解析技術により
高精度な空間データを作成し提供しています。

http://www.nj-aac.com/

■設立／1972年1月
■代表／岩尾 哲二
■資本金／3,000万円
■従業員数／90名（2019年9月）
■認定・受賞／2018年2月 岩手県優良建設関連業務表彰受賞
2018年6月「くるみん」取得
2019年2月 岩手県優良建設関連業務表彰受賞
2019年2月 健康経営優良法人認定
2019年7月 ユースエール企業認定

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0823 盛岡市門2丁目1-1
TEL 019-651-5311 FAX 019-651-5316

お客様と地域社会をつなぐ︒
それが私たちの役割です︒

社会インフラ資産等の維持・管理、発展に貢献し、社会生活環境の利便性と価値の向上に寄与する空間情報サービスを取り扱っています。

地域の皆様の安全・安心な生活に貢献できるよ
う防災コンサルタント業務、設計・補償コンサ
ルタント業務、三次元レーザ計測及び地理空間
解析業務、地方自治体における統合型GIS構築支
援業務や固定資産税賦課事務支援業務などを主
力業務として活動しています。当社が取り扱う
空間情報データは行政サービス、国土保全、社
会インフラといった生活を支えている様々な分
野と密接に関係し利活用されています。朝日航
洋グループならではの豊富な実績と信頼を誇る
北日本朝日航洋はあらゆる面から地域社会の発
展をサポートしていきます。

■募集職種
技術職
■仕事内容
建設・補償コンサルタント業務
■勤務時間
9：00～17：30（休憩60分）
■勤務地
岩手県盛岡市
■休日
土、日、祝日、年末年始

■月給
300,000円～（各種手当、賞与含まず）
■賞与
年2回（2019年実績 5.8ヵ月）
■待遇
業務経験者、資格保有者優遇【技術士（建設部門）、
RCCM（道路、河川）、補償業務管理士】
■手当
通勤手当、各種資格手当

職ナビいわて × Workin
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株式会社木津屋本店

＠創業380年のオフィス用品商社

オフィスのトータルコーディネーターとして、
地域の皆様と共にこれからも歩んでいきます！

■設立／1930年（創業1638年）
■代表／池野 裕治（いけのひろじ）
■資本金／1,000万円
■従業員数／85名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-8561
盛岡市南大通2-3-20
TEL 019-623-1251
FAX 019-622-0653
http://www.kizya.co.jp/

■募集職種
①カスタマーエンジニア ②法人営業
■仕事内容
①複合機（コピー機）
・プリンターの点検・修理や
PC等の設定作業
②オフィス用品の提案・販売
■勤務時間
8：30～17：30
■勤務地
盛岡市本社または矢巾町流通センター

あなたの手で﹁働く﹂を
プ ロデュース！

【オフィス用品の商社】事務IT機器・オフィス家具・事務用品・印刷用紙の販売からアフターサービスまでのトータルサポートを提供。

私たち木津屋本店は、寛永15年（1638年）の創業
時から受継がれている“社訓”の精神で、誠実に働
き、社会から信用と信頼を得られるように、地域
の皆様と共に歩んでまいりました。これからも感
謝の気持ちを忘れずに、400年企業を目指します。
現在は、官公庁自治体、各種企業、学校のお客様
に、事務IT機器・オフィス家具・事務用品・印刷用
紙を中心に、選定・導入からアフターサービスま
でのトータルサポートを提供しております。
あなたも、地域の発展に向け、働く人々や学ぶ
人々の環境改善に挑戦してみませんか？

■休日
週休2日制（土日）
・祝日
■休暇
夏季・年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、
育児休暇、介護休暇
■月給
短大・専門卒：16万円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当など

職ナビいわて × Workin
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第一開明株式会社

夢と遣り甲斐のある職場をつくり
地域未来の持続可能な開発目標に貢献します。

■設立／1951年9月
■代表／柿崎 卓也
■資本金／3,000万円
■従業員数／81名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0846
盛岡市流通センター北1-10-5
TEL 019-638-2121
FAX 019-637-2027
http://www.dkaimei.jp/

■募集職種
①法人営業
②マーケティング
■仕事内容
①ルート営業（既存の法人顧客への営業業務）
②新規事業開発（市場調査、起業など）
■勤務時間
月～金 8：30～17：00
■勤務地
盛岡市流通センター北1-10-5

地 域に愛され
社 員の幸せを
実 現していきます ︒

酸素・窒素・アルゴンなど産業・医療ガスの製造・販売、関連機材の販売

第一開明は産業ガス国内最大手である大陽日酸
のグループ会社です。酸素や窒素など特殊なガ
スの製造販売を皮切りに、ガスがもつ機能を応
用した溶接・切断など多くのソリューションを
提供してきました。東日本大震災の際には国内
最大規模の医療機関や地域の病院になくてはな
らない医療ガスを切らすことなくお届けしたこ
とが私たちの実績でありプライドです。社員同
士が思いやりと歩み寄りを大切にしたコミュニ
ケーションを通して、社員の幸せを目指す『い
い会社』をつくる、これが『どんな問題もチー
ムで解決する開明』のこだわりです。

■休日
完全週休二日制（土・日）、祝日
■休暇
夏季・年末年始休暇、創立記念日休暇、慶弔休暇 他
■月給
大卒 月給180,000円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、時間外勤務手当、
育児教育手当、家賃補助手当、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社タカヤ

■設立／1954年1月
■代表／望月 光雄
■資本金／4億8,500万円
■従業員数／235名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-8588
盛岡市本宮5-5-5
TEL 019-659-2811
FAX 019-658-8811
https://takaya-net.jp/

■募集職種
①建築or土木施工管理 ②建築設計
■仕事内容
①現場管理 ②各種設計業務
③家づくりのご提案（ノルマ無し）
■勤務時間
8:00～17:00（1h休憩）
■勤務地
①現場事務所 ②本社 or 東京支店
③本社 or 北上支店

建設の力で︑

100年企業のその先へ︒

変化するニーズに合わせたモノづくりで
社員とお客様の幸せを第一に考えます

﹁とっておきの空間を創りたい﹂

総合建設業（建築・土木事業、住宅・リノベーション事業、不動産事業）

1930年の創業以来、建築・土木事業をメインビジ
ネスに、住宅・リノベ事業など幅広く事業を展開
しています。地域のランドマーク的な文化・ス
ポーツ施設をはじめ、道路や公園などのわたした
ちの生活に無くてはならないインフラ整備も行い
ます。さらにBtoC事業では、個性的なブランドを
取り揃え、お客様のニーズに合わせて理想の住ま
いを実現するご提案をします。また、社内の働き
方改革を行ったり、住宅取得支援等の充実した福
利厚生制度を取り入れるなど、働きやすい職場環
境づくりにも積極的に取り組んでいます。

③住宅営業

■休日
①・②土（第２.４）
・日・祝 ③火・水
■休暇
GW、夏季休業（9日）、年末年始(9日）、年休、特別休暇など
■月給
新卒1年目：20万円～（大卒）、
キャリア（中途）社員は、年齢・経験等を考慮して判断
■待遇
昇給あり
（年2回）、賞与あり
（年2回）

職ナビいわて × Workin
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トヨタカローラ岩手株式会社

笑顔と安心安全なモビリティサービスを提供し、
お客様から愛される会社へ

■設立／1962年3月
■代表／塚原 安雅
■資本金／5,000万円
■従業員数／215名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0125
盛岡市上堂4-6-5
TEL 019-641-5151
FAX 019-641-5155
https://corolla-iwate.jp/

■募集職種
①営業職
②自動車整備職
■仕事内容
①トヨタ自動車製造の自動車・中古車の販売
②国産自動車の整備
■勤務時間
9：00～18：00（休憩90分）
■勤務地
盛岡市内近郊・県北・沿岸 県内15店舗のいずれか

お 客様の人生と地 域 を
明るく豊かなものにする

自動車販売（新車・中古車）、自動車整備（車検・点検）、保険代理店業務、au携帯電話取扱い業務

まもなく創業60周年。国内シェア40％強を誇る
トヨタ車の販売ができることが他社にない私た
ちの大きな強みです。『お客様一人ひとりの
カーライフパートナーとしてあり続けたい』
『お客様が思う期待に120％でお応えしたい』
そして、『お客様からの「ありがとう」を増や
していきたい』、そんな思いに共感してくださ
る仲間を求めています。メカニック研修から商
品研修までの充実した教育とスキルマップを構
築し、働く社員も幸せであることを大事にして
います。

■休日
月曜定休 計画有休5日
■休暇
GW休暇 夏季休暇 年末休暇 誕生日休暇
■月給
月給160,000円～
※職歴を考慮し決定します
■待遇
賞与年3回、通勤手当24,400円迄、
時間外手当あり、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社ネクスト

ＩＴで地元貢献

■設立／1988年11月
■代表／滝浦 輝雄
■資本金／4,000万円
■従業員数／61名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0022
盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館3階
TEL 019-625-2383
FAX 019-626-0901
https://www.next-ltd.jp/

お客様と地域に愛され︑
会 社と社員の幸せ を
実 現します

システム開発（業務系システム開発、車載系組込みシステム開発など）

盛岡に本社を置き、創立31年目を迎えました。車載
組込みシステムの開発、Webサイトの構築業務に
力を入れています。需要はますます拡大しており、
岩手から全国へ展開を続けています。また、技術者
育成にも力を注いでおり、学生向けIoTコンテスト
の開催、インターンシップ制度の導入、ETロボ
コンへの参加など様々な取り組みを行い、経済産業
省から「地域未来牽引企業」に認定されています。
IT人材およびIoT技術が「いわてを支える基盤」
となることを目標に、県内のIT業界の更なる発展
に貢献すべく、日々邁進しています。

■募集職種
SE・PG
■仕事内容
①車載系組込みシステムの開発
②業務系アプリケーションの開発
■勤務時間
9：00～18：00（所定労働時間8時間 休憩60分）
※お客様先で就業する場合は変動あり
■勤務地
事業所所在地またはお客様先（岩手県内および東京事務所）

■休日
土・日・祝日
■休暇
GW・夏季・年末年始 他
■月給
当社規定による
■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

40

株式会社ぴーぷる

ぴーぷるの心を大切に、顧客満足度が高く
社会に必要とされる会社経営を全社員で実現する！

■設立／1989年9月
■代表／山﨑 浩幸
■資本金／1,300万円
■従業員数／62名（2019年3月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0611
滝沢市巣子152-409 IPU第２イノベーションセンター
TEL 019-681-7481
FAX 019-681-7482
http://www.people.co.jp/

■募集職種
システムエンジニア・プログラマ
webディレクター・デザイナー
ソリューション営業
■仕事内容
システム開発、
サイトデザイン・コーディング、
ITソリューション全般に関する営業
■勤務時間
9：00～18：00

サービスを通じ︑
企業のビジネスを支援し続け︑
社会に貢献︒

ITコンサルティング、システム開発、Webサイト構築・運営、ハードウェア等の販売、IT技術者派遣、健康増進ネットワーク事業

IT

「ぴーぷるの心」
１.コミュニケーション
２.チームワーク
３.スキルアップ
ITに関する事をワンストップでサービス出来る
ことが当社の強み。将来は県外にも事業所を
構え、地域のITサービスだけでなく、雇用に
も役立てる企業を目指します。

■勤務地
滝沢市巣子152-409 IPU第２イノベーションセンター
■休日
土日祝日
■休暇
夏季・年末年始、慶弔休暇、GW、他
■月給
180,000円～（固定残業代含む）
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、社会保険完備

職ナビいわて × Workin
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東日本機電開発株式会社

「人々が安心して暮らせる地域づくり」

■設立／1971年1月
■代表／水戸谷 剛
■資本金／1,000万円
■従業員数／51名（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0401
盛岡市手代森5-19-10
TEL 019-675-2277
FAX 019-675-2288
https://kidenkaihatsu.com

■募集職種
電気技術員
■仕事内容
制御盤製造の設計、品管など技術系部門への
配属になります。
■勤務時間
8：30～17：30
■勤務地
盛岡市

たぶん︑日本で一番謎な企業︒
地域のためにいろんな仕事を
しています︒

上下水道プラントや農林漁業施設向けの制御盤及び監視盤等の設計・製造・販売など

当社は創業以来、「地域の仕事は地域の中で」
「技術力で勝負していきたい」との想いで取り
組んで参りました。暮らしを支える施設の制御
システムを中心に、さまざまな製品を作ってい
ます。また環境事業として有機肥料の販売や、
沿岸地域を中心にいちご閉鎖型高設ベンチの施
工など農業分野にも進出しています。さらに私
達の生活に密着しているエネルギーや、世界か
ら注目されている岩手へのＩＬＣ誘致などにも
取り組んでいきます。

■休日
年間110日以上 会社カレンダーによる。
■休暇
夏季、年末年始休暇。
リフレッシュ休暇制度など
■月給
基本給：大学院卒203,000円 大卒186,000円
■待遇
昇給年1回、賞与年2回（業績による）通勤手当、住宅手当、
時間外勤務手当、社会保険等完備

職ナビいわて × Workin
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株式会社リードコナン

岩手にいながら、全国を相手に仕事ができる。

■設立／1989年1月
■代表／伊東 晃郎
■資本金／1,000万円
■従業員数／72人（2019年9月）

求 人 情 報

会 社 概 要

〒020-0051
盛岡市下太田沢田68-40
TEL 019-656-3600
FAX 019-656-3601
https://www.leadkonan.co.jp/

■募集職種
プログラマー・SE・インストラクター
■仕事内容
自社開発したパッケージシステムの改修及び
デモンストレーション、研修講師、
システムエンジニア業務
■勤務時間
9：00～18：00（休憩60分）
■勤務地
北上市相去町山田2-19 北上支社

製品・サービスの品質向上︑
技術の向上を追求し︑
全国制覇を目指す︒

ソフトウェア開発及びIT関連機器の販売・保守・システム提案、OAコンサル、Web制作、PC廃棄事業他

創業以来、地域に根差した企業として様々な視
点から業務の効率化を提案・サポートしてきま
した。県内では教育機関向けPC整備やIT教育支
援に力を入れる一方で、主力事業のシステム開
発においては、地方公共団体での適正な住民税
課税を支援するパッケージシステム「税務LAN
」が現在全国477市区町村で稼働しており、全国
シェア27%を超えました。自治体の根幹をサ
ポートすることは責任とやりがいのある仕事で
す。当社の成長力は人材がすべて。やりたいこ
とに挑戦できる環境があり、懸命に支えてくれ
る仲間がいます。

■休日
年間休日120日
■休暇
年末年始、GW、夏季、慶弔、有休（6ヶ月以降10日付与）、産前産後、育児、介護
■月給
20万円～
■待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当、時間外勤務手当、住宅手当、
確定拠出年金制度、退職金制度（入社10年以上）、財形貯蓄制度、
育児休暇制度、時短勤務制度、在宅勤務制度、社員旅行（2年に1度実施）

