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掲 載 企 業 名

4～5P

天内工業㈱

対象：大・院・短・専北見信用金庫

㈱倉本鉄工所

桑原冷熱工業㈱

㈱サン園芸

㈱三和システムサービス

ネッツトヨタ北見㈱

注）企業名横および各ページ左上段の表記は
大…大学生　院…大学院生　短…短大生　専…専門学校生を示し、それぞれの採用予定があることを表しています。

㈱そうけん

日本ホワイトファーム㈱

6～7P

8～9P

10～11P

12～13P

14～15P

16～17P

18～19P

20～21P

22～23P

24～25P

26～27P

28～29P

30～31P

32～33P

34～35P

36～37P

38～39P

40～41P

42～43P

44～45P

46～47P

48～49P

50～51P

設備工事業

金融業

鉄工業

管工事業

卸売業

情報通信業

小売・卸売業

建設業

畜産農業および畜産食料品製造業

対象：大・院・短・専北見通運㈱ 運輸（総合物流業）

対象：大・院・短・専

対象：大・院

対象：大・専

対象：大・院・短・専

㈱道東アークス 食品小売業 対象：大・院・短・専

㈱中沢機械店 小売業・機械修理業 対象：大・院・短・専

㈱中神土木設計事務所 建設コンサルタント 対象：大・院

三和工業㈱ 建設業 対象：大・院・短・専

対象：大・短・専

㈱舟山組 土木建設業
対象：大・院・短・専

㈱ベストミント 保険代理業
対象：大・院・短・専

北辰土建㈱ 建設業
対象：大・院・短・専

㈱ムラコシ 建設コンサルタント
対象：大・院・短・専

㈱ロジカル ＩＴ・コンサル・マーケティング・
飲食・学習塾

対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

総合建設業㈱早水組 対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

河西建設㈱ 建設業（舗装工事業）
対象：大・専

アストモスリテイリング㈱
北海道カンパニー 販売業

対象：大・院・短・専

情報通信業㈱北見コンピューター・ビジネス 対象：大・院・専

総合建設業㈱丸田組 対象：大・院・短・専
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注）企業名横および各ページ左上段の表記は
大…大学生　院…大学院生　短…短大生　専…専門学校生を示し、それぞれの採用予定があることを表しています。

卸売業

飲食業

官公庁

自動車販売業

複合サービス事業

測量業・建設コンサルタント業

製造業

測量・設計業

小売業

小売業

大槻理化学㈱

北一食品㈱

北見市

北見日産自動車㈱

北見トヨペット㈱

きたみらい農業協同組合

㈱ドボク管理

トヨタカローラ北見㈱

丸玉木材㈱

北海設計㈱

62P

63P

64P

65P

66P

67P

68P

69P

70P

71P

72P

73P

74P

75P

76P

77P

78P

79P

対象：大・短・専

対象：大・院・短・専

対象：大・短・専

対象：大・短・専

対象：大・院・短

対象：大・院・短・専

対象：大・短・専

自家用自動車有償貸渡業
（レンタカー・カーリース）㈱トヨタレンタリース北見 対象：大・短・専

対象：大・院

対象：大・院・短・専

食肉製造業
日本フードパッカー㈱　
道東工場

対象：大・院・短・専

対象：大

建設業岡村建設㈱ 対象：大・院・短・専

旭川トヨタ自動車㈱ 小売業
対象：大・院・短・専

㈱ロード工業 建設業
対象：大・院・短・専

㈱西村組

㈱管野組

㈱渡辺組

伊藤機械㈱

総合建設業

建設業等

総合建設業

卸売業

㈱システムサプライ 情報通信・ソフトウェア業
対象：大・院・短・専

（一社）すみれ相続センター
（㈱コンサルトジャパン） サービス業

対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

㈱丸尾建設 総合建設業
対象：大・院・短・専

対象：大・院・短・専

対象：短・専

58～59P

60～61P

52～53P

54～55P

56～57P㈱旭ダンケ 窯業（コンクリート製品の製造・販売）
対象：大・院・短・専

掲 載 企 業 名
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対象：大・院・短・専

企業概要
アストモスリテイリング株式会社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー24階
3億円
LPガス・石油製品・住宅設備機器・宅配水等の販売
濵田　和久
740名（2019年4月現在）
北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州

約1000事業所に導入し、約
260万軒のお客さまを管理する
最大のＬＰガス事業サポートシス
テムとして、口座振替やクレジッ
トカード等の各種決済機能も保
有しています。

年１回の保安点検「セキュリティ
サービス」により、お客さまの安
心・安全を確保すると共に信頼
関係を構築しており、点検時の
不具合解決等により、ガス機器
などを販売しています。

日常のガス機器修理やお困りご
と対応のほか、お客さまのＬＰガ
ス使用上の安全をサポートする
ため、２４時間体制での緊急対
応を実施しております。

商号
本社所在地
資本金
事業内容
代表取締役社長
従業員数
エリアカンパニー

北海道カンパニー概要
北海道カンパニー
〒099-0878　北海道北見市東相内309
堀畑　秀樹
北見、紋別、美幌、網走、遠軽
オープンスタジオあすとも（北見営業所内）
北見充填所（カンパニー本社内）　※経済産業省　中核充てん所指定
北見オートガススタンド

名称
所在地
カンパニー社長
営業所
ショールーム
充填所
オートガススタンド

募 集 要 項
くらしサポート業務、
ガス設備の点検、機器取付・修理等
8:45～17:30　
日曜日、祝祭日　
その他会社カレンダーに基づく
（年間110日）

業務内容

勤務時間
休日

202,000円
2,000円～
（ベースアップ見込みの前年度実績 月あたり）
年2回　計3.20ヶ月分
通勤・時間外・資格選任・役職
雇用・労災・健康・厚生年金

給与
昇給

賞与
手当
保険

1
お客様が求めるエネル
ギー・商品・サービスをワ
ンストップでご提供し、
「くらしとエネルギーの
総合窓口」となります。

2
これまで以上の「安定供
給と保安の高度化」を実
践し、お客さまに安全と
安心をお届けします。

4
災害時の対応や各種生活
サポート活動など、「地域
のユニバーサルサービ
ス」の担い手となり地域
社会に貢献します。

3
LPガスの特長を活かした
「エネルギーミックスの
最適なご提案」を通じて、
お客さまの経済性・利便
性を最大限追求します。

5
社員一人ひとりが「エネ
ルギーサービスのプロ」
としての自覚を持ち公道
します。

アストモス
リテイリング

5
お約束
つの

北海道カンパニー

Astomos Retailing Styleで

アストモスグループは、約600万世帯のお客さまに対して多様な
業務接点を保有すると共に、必要なシステムや体制を既に構築しています。

ＬＰガス業務システム
「ガステージシステム」

お客さまの豊かな暮らしの実現へ

エネルギーの自由化に打ち勝つ
新しい LPガス事業への挑戦

　当社は、アストモスグループの直営販売会社 8 社を統合し、
2016 年 1 月に設立いたしました。より、お客さまの豊かな暮
らしのサポートを進めております。以来、エネルギーの安定供給
と安全・安心をお届けすることはもとより、お客様の豊かな暮ら
しのサポートを進めております。
　近年、ガス・電気等のエネルギー業界では多くの規制が撤廃さ
れ、お客さまが事業者を選択する「エネルギー自由化」の時代へ
突入しています。このような環境の中、私たちアストモスリテイ
リングは「お客さまから選ばれ続けるエネルギーサービス事業者

を目指す」を経営ビジョンに掲げ、新しい LP ガス事業者の姿と
なる「Astomos Retailing Style」の構築へ向けて日々取り組ん
でおります。
　社員一人ひとりが、エネルギーサービスのプロとして「くらし
とエネルギーの総合窓口」となり、お客さまが求めるエネルギー・
商品・サービスをワンストップでご提供してまいります。また、
災害時の対応や各種生活サポート活動など、地域のユニバーサル
サービスの担い手として、地域社会に貢献していきたいと考えて
います。 

アストモスグループは、工業用や業務用の需要家にもＬＰガスを継続供給
しており、省エネや環境性向上など、様々な提案活動を実施しています。

「セキュリティサービス」
による全顧客訪問

保安やガス機器修理等の
駆け付けサポート

製鉄所や石油化学等の工場に対
し、当社の強力な供給力を活かし
、燃焼用や原料用のＬＰガスを大
口供給しています。

Ａ重油を使用しているエネルギ
ー管理指定工場等に対しＣＯ2
削減や装置運転性の向上を実
現すべく、ＬＰガスへの燃料転
換を推進しています。

電力のピークカットに効果が高い
空調機器であるＧＨＰ（ガスヒート
ポンプ）や、高効率調理機器である
「涼厨」の導入提案などにより、省
エネや節電をサポートしています。

大規模工場等への
ＬＰガス大口供給

中小規模工場への
燃料転換提案

業務用需要家への
省エネ機器の提案
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

企業概要
アストモスリテイリング株式会社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー24階
3億円
LPガス・石油製品・住宅設備機器・宅配水等の販売
濵田　和久
740名（2019年4月現在）
北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州

約1000事業所に導入し、約
260万軒のお客さまを管理する
最大のＬＰガス事業サポートシス
テムとして、口座振替やクレジッ
トカード等の各種決済機能も保
有しています。

年１回の保安点検「セキュリティ
サービス」により、お客さまの安
心・安全を確保すると共に信頼
関係を構築しており、点検時の
不具合解決等により、ガス機器
などを販売しています。

日常のガス機器修理やお困りご
と対応のほか、お客さまのＬＰガ
ス使用上の安全をサポートする
ため、２４時間体制での緊急対
応を実施しております。

商号
本社所在地
資本金
事業内容
代表取締役社長
従業員数
エリアカンパニー

北海道カンパニー概要
北海道カンパニー
〒099-0878　北海道北見市東相内309
堀畑　秀樹
北見、紋別、美幌、網走、遠軽
オープンスタジオあすとも（北見営業所内）
北見充填所（カンパニー本社内）　※経済産業省　中核充てん所指定
北見オートガススタンド

名称
所在地
カンパニー社長
営業所
ショールーム
充填所
オートガススタンド

募 集 要 項
くらしサポート業務、
ガス設備の点検、機器取付・修理等
8:45～17:30　
日曜日、祝祭日　
その他会社カレンダーに基づく
（年間110日）

業務内容

勤務時間
休日

202,000円
2,000円～
（ベースアップ見込みの前年度実績 月あたり）
年2回　計3.20ヶ月分
通勤・時間外・資格選任・役職
雇用・労災・健康・厚生年金

給与
昇給

賞与
手当
保険

1
お客様が求めるエネル
ギー・商品・サービスをワ
ンストップでご提供し、
「くらしとエネルギーの
総合窓口」となります。

2
これまで以上の「安定供
給と保安の高度化」を実
践し、お客さまに安全と
安心をお届けします。

4
災害時の対応や各種生活
サポート活動など、「地域
のユニバーサルサービ
ス」の担い手となり地域
社会に貢献します。

3
LPガスの特長を活かした
「エネルギーミックスの
最適なご提案」を通じて、
お客さまの経済性・利便
性を最大限追求します。

5
社員一人ひとりが「エネ
ルギーサービスのプロ」
としての自覚を持ち公道
します。

アストモス
リテイリング

5
お約束
つの

北海道カンパニー

Astomos Retailing Styleで

アストモスグループは、約600万世帯のお客さまに対して多様な
業務接点を保有すると共に、必要なシステムや体制を既に構築しています。

ＬＰガス業務システム
「ガステージシステム」

お客さまの豊かな暮らしの実現へ

エネルギーの自由化に打ち勝つ
新しい LPガス事業への挑戦

当社は、アストモスグループの直営販売会社 8 社を統合し、
2016 年 1 月に設立いたしました。より、お客さまの豊かな暮
らしのサポートを進めております。以来、エネルギーの安定供給
と安全・安心をお届けすることはもとより、お客様の豊かな暮ら
しのサポートを進めております。
近年、ガス・電気等のエネルギー業界では多くの規制が撤廃さ
れ、お客さまが事業者を選択する「エネルギー自由化」の時代へ
突入しています。このような環境の中、私たちアストモスリテイ
リングは「お客さまから選ばれ続けるエネルギーサービス事業者

を目指す」を経営ビジョンに掲げ、新しい LP ガス事業者の姿と
なる「Astomos Retailing Style」の構築へ向けて日々取り組ん
でおります。
社員一人ひとりが、エネルギーサービスのプロとして「くらし
とエネルギーの総合窓口」となり、お客さまが求めるエネルギー・
商品・サービスをワンストップでご提供してまいります。また、
災害時の対応や各種生活サポート活動など、地域のユニバーサル
サービスの担い手として、地域社会に貢献していきたいと考えて
います。

アストモスグループは、工業用や業務用の需要家にもＬＰガスを継続供給
しており、省エネや環境性向上など、様々な提案活動を実施しています。

「セキュリティサービス」
による全顧客訪問

保安やガス機器修理等の
駆け付けサポート

製鉄所や石油化学等の工場に対
し、当社の強力な供給力を活かし
、燃焼用や原料用のＬＰガスを大
口供給しています。

Ａ重油を使用しているエネルギ
ー管理指定工場等に対しＣＯ2
削減や装置運転性の向上を実
現すべく、ＬＰガスへの燃料転
換を推進しています。

電力のピークカットに効果が高い
空調機器であるＧＨＰ（ガスヒート
ポンプ）や、高効率調理機器である
「涼厨」の導入提案などにより、省
エネや節電をサポートしています。

大規模工場等への
ＬＰガス大口供給

中小規模工場への
燃料転換提案

業務用需要家への
省エネ機器の提案
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北見市民温水プール
冷暖房空調設備工事・
地中熱ヒートポンプ工事
H27.3　完成

北見信用金庫紋別支店
地中熱ヒートポンプ工事
H27.4 完成　

スプリンクラー設備工事 広郷浄水場地中熱ヒートポンプ工事

解体工事 配水管布設替工事アスベスト除去工事

〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL　0157-36-8011
FAX　0157-36-8078
URL:http：//www.amanai.co.jp
人事担当者/総務部　佐藤

会社名
所在地

代表者
創業
資本金

天内工業株式会社
〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL 0157-36-8011
FAX 0157-36-8078

■採用予定数

履歴書、卒業見込証明書、
学業成績証明書、健康診断書

代表取締役　伊藤　嘉高
昭和35年8月
2,550万円

従業員数

年商
事業内容 冷暖房・空調・給排水衛生設備工事業・

土木・解体・アスベスト除去工事業・
機械機器設置工事業
地中熱ヒートポンプ工事業
30名

企業概要

採用情報天内工業株式会社

15億1,000万円

施工実績

北見地区消防組合北見消防本部　
地中熱ヒートポンプ工事
H28.1完成

技術職 2名

面接

■応募提出書類

■選考方法

対象：大・院・短・専

豊
か
な
環
境
を

未
来
の
た
め
に
。

工事経歴例

施工実績 工事内容例

　当社のスローガンである「豊かな環境を未

来のために」という言葉は、未来の子供たちの

為に、今ある豊かな自然環境を残しながら、快

適な生活環境を提供したいという思いから成

り立っています。

　当社は、管工事業を事業の柱としながら、上下

水道プラント工事、土木・解体・アスベスト除去工

事などの工事も手掛け、近年では、新規事業とし

て、地中熱ヒートポンプ工事に積極的に取り組

んでおります。地中熱ヒートポンプシステムは、

地中の12度程度の安定した温度・熱を利用し、冬

は暖房に、夏は冷房に利用することによって、既

存の冷暖房に比べますと、約50%のCO2削減を

実現できる画期的なシステムです。

　私たちは、仕事を通じて、ライフラインを創

造し、地球環境の保全に貢献し続けていきたい

と考えております。私たちと、熱い思いを持っ

て、環境について一緒に考え、創造しませんか。
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北見市民温水プール
冷暖房空調設備工事・
地中熱ヒートポンプ工事
H27.3　完成

北見信用金庫紋別支店
地中熱ヒートポンプ工事
H27.4 完成　

スプリンクラー設備工事 広郷浄水場地中熱ヒートポンプ工事

解体工事 配水管布設替工事アスベスト除去工事

〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL　0157-36-8011
FAX 0157-36-8078
URL:http：//www.amanai.co.jp
人事担当者/総務部　佐藤

会社名
所在地

代表者
創業
資本金

天内工業株式会社
〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL 0157-36-8011
FAX 0157-36-8078

■採用予定数

履歴書、卒業見込証明書、
学業成績証明書、健康診断書

代表取締役　伊藤　嘉高
昭和35年8月
2,550万円

従業員数

年商
事業内容 冷暖房・空調・給排水衛生設備工事業・

土木・解体・アスベスト除去工事業・
機械機器設置工事業
地中熱ヒートポンプ工事業
30名

企業概要

採用情報天内工業株式会社

15億1,000万円

施工実績

北見地区消防組合北見消防本部　
地中熱ヒートポンプ工事
H28.1完成

技術職 2名

面接

■応募提出書類

■選考方法

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

豊
か
な
環
境
を

未
来
の
た
め
に
。

工事経歴例

施工実績 工事内容例

　当社のスローガンである「豊かな環境を未

来のために」という言葉は、未来の子供たちの

為に、今ある豊かな自然環境を残しながら、快

適な生活環境を提供したいという思いから成

り立っています。

当社は、管工事業を事業の柱としながら、上下

水道プラント工事、土木・解体・アスベスト除去工

事などの工事も手掛け、近年では、新規事業とし

て、地中熱ヒートポンプ工事に積極的に取り組

んでおります。地中熱ヒートポンプシステムは、

地中の12度程度の安定した温度・熱を利用し、冬

は暖房に、夏は冷房に利用することによって、既

存の冷暖房に比べますと、約50%のCO2削減を

実現できる画期的なシステムです。

私たちは、仕事を通じて、ライフラインを創

造し、地球環境の保全に貢献し続けていきたい

と考えております。私たちと、熱い思いを持っ

て、環境について一緒に考え、創造しませんか。
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対象：大・専
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対象：大・専
令和2年3月卒：継続中
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社 　 名

設 　 立

代 表 者

資 本 金

支 　 店

関連会社

株式会社北見コンピューター・ビジネス

平成9年5月

代表取締役 三澤 弘道

2,000万円

売 上 高 2億8,262万円（平成30年度実績）

自治体、民間企業、メーカー系企業を主要取引先とし、
システム設計・開発（約65%）、システム導入支援（約7%）、システム運用保守（約8%）、
機器販売等（約20%）を行っております。

社員構成 社 員 数 　 35名（北見本社15名・札幌支店20名）
主な職種　 システム営業、システムエンジニア、プログラマー、Webデザイナー 
保有資格 　情報セキュリティスペシャリスト

応用情報技術者、Ruby 認定技術者、他

札幌支店 札幌市中央区北 1 条西8丁目2-39 みたけ大通ビル 7F

株式会社日専連ニックコーポレーション
協同組合 日専連北見
北見ピアソンホテル（北見観光開発株式会社）
株式会社 北見都市施設管理公社

システム受託開発、パッケージシステム導入支援(クラウド型含む)、ネットワークやサーバ構築、システム運
用保守まで一貫したサービスを提供しております。昨今では、クラウドビジネスにも力を入れ、クラウドイン
テグレーターとしても幅広く展開しております。また、システム受託開発においては、オープンソースソフト
ウェアによる開発に早くから着手し、現在では Ruby 言語を主体としたソフトウェア開発が高い評価を頂
いております。

対象：大・院・専

北見本社 　北見市北2条西3丁目6番地 NUPSビル2F

事業内容

募集職種

雇用形態

給　　与

［募集要項］

採用に関するお問合せについて

システムエンジニア・プログラマー

正社員（※入社3ヵ月間は試行採用期間）

勤 務 地 北見、札幌、東京

9:00~18:00（休憩12:00~13:00）

完全週休2日制、祝祭日、夏期(3 日)、冬期(2 日)、12/31~1/3、年間 125 日

定　　年 60歳（再雇用制度により65歳まで）

基本給 : （大卒）174,500円 /（専門）155,500 円
手   当 : 時間外手当・役職手当・資格手当・勤務地手当・通勤手当・燃料手当 
賞   与 : 初年度:年2回（12月、3月）

2年目以降:年3回（6月、12月、3月）
昇   給 : 毎年4月

休日休暇

勤務時間

福利厚生等 永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度、社員融資制度ほか

新人社員研修、技術取得セミナー、OJT教育研修

選考方法 書類選考、面接(一次、二次)、適性検査

北見本社・札幌支店選考場所

応募書類 履歴書(写真添付)、成績証明書

会社訪問や個別の企業説明を希望される方は、お気軽にご相談ください。

〒090-0042 北見市北2条西3丁目6番地 NUPSビル2F
 (株)北見コンピューター・ビジネス 採用担当:稲井・大西

URL http://www.k-cb.co.jp 
TEL （0157）22-1600

E-Mail soumu@k-cb.co.jp 
に求人を掲載しております。

特記事項

※育児休暇・介護休暇の取得者実績あり
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社 　 名

設 　 立

代 表 者

資 本 金

支 　 店

関連会社

株式会社北見コンピューター・ビジネス

平成9年5月

代表取締役 三澤 弘道

2,000万円

売 上 高 2億8,262万円（平成30年度実績）

自治体、民間企業、メーカー系企業を主要取引先とし、
システム設計・開発（約65%）、システム導入支援（約7%）、システム運用保守（約8%）、
機器販売等（約20%）を行っております。

社員構成 社 員 数 35名（北見本社15名・札幌支店20名）
主な職種 システム営業、システムエンジニア、プログラマー、Webデザイナー 
保有資格 情報セキュリティスペシャリスト

応用情報技術者、Ruby 認定技術者、他

札幌支店 札幌市中央区北1条西8丁目2-39 みたけ大通ビル 7F

株式会社日専連ニックコーポレーション
協同組合 日専連北見
北見ピアソンホテル（北見観光開発株式会社）
株式会社 北見都市施設管理公社

システム受託開発、パッケージシステム導入支援(クラウド型含む)、ネットワークやサーバ構築、システム運
用保守まで一貫したサービスを提供しております。昨今では、クラウドビジネスにも力を入れ、クラウドイン
テグレーターとしても幅広く展開しております。また、システム受託開発においては、オープンソースソフト
ウェアによる開発に早くから着手し、現在では Ruby 言語を主体としたソフトウェア開発が高い評価を頂
いております。

対象：大・院・専
令和2年3月卒：継続中

北見本社 　北見市北2条西3丁目6番地 NUPSビル2F

事業内容

募集職種

雇用形態

給　　与

［募集要項］

採用に関するお問合せについて

システムエンジニア・プログラマー

正社員 （※入社3ヵ月間は試行採用期間）

勤 務 地 北見、札幌、東京

9:00~18:00（休憩12:00~13:00）

完全週休2日制、祝祭日、夏期(3 日)、冬期(2 日)、12/31~1/3、年間 125 日

定　　年 60歳（再雇用制度により65歳まで）

基本給 : （大卒）174,500円 /（専門）155,500 円
手   当 : 時間外手当・役職手当・資格手当・勤務地手当・通勤手当・燃料手当 
賞   与 : 初年度:年2回（12月、3月）

 2年目以降:年3回（6月、12月、3月）
昇   給 : 毎年4月

休日休暇

勤務時間

福利厚生等 永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度、社員融資制度ほか

新人社員研修、技術取得セミナー、OJT教育研修

選考方法 書類選考、面接(一次、二次)、適性検査

北見本社・札幌支店選考場所

応募書類 履歴書(写真添付)、成績証明書

会社訪問や個別の企業説明を希望される方は、お気軽にご相談ください。

〒090-0042 北見市北2条西3丁目6番地 NUPSビル2F
 (株)北見コンピューター・ビジネス 採用担当:稲井・大西

URL http://www.k-cb.co.jp 
TEL （0157）22-1600

E-Mail soumu@k-cb.co.jp
に求人を掲載しております。

特記事項

※育児休暇・介護休暇の取得者実績あり
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本店所在地
電話番号
創立年月日
代表者
事業内容

出資金
常勤職員数
預金量
融資量
経常利益
事業所

企業概要

これまでも、これからも、地域とともに。

そして、未来へ

北見市大通東１丁目２番地１
０１５７-２４-７５３１
１９３０年１１月１４日
理事長　金田 充郎
預金・融資・為替等の金融業務、日銀歳入代理店等各種代理業務、各種
公金取扱業務、国債・投信・保険窓販業務、経営相談、年金業務ほか
11億98百万円
318名（2019年3月現在）
4,882億97百万円(2019年3月実績)
1,900億05百万円(2019年3月実績)
12億43百万円(2019年3月実績)
本店／北見市大通東１丁目２番地１
支店／北見市12店、帯広市３店、釧路市、紋別市２店、

　旭川市２店、名寄市、訓子府町、津別町、置戸町、美幌町、
　　　滝上町、興部町、雄武町、西興部村（計３０本支店）

北見信用金庫は平成30年度より
『きたしん ADVANCE to CENTURY STAGEII』 
と称した3ヵ年計画を掲げ、「地域社会との共生」「お取引先の夢の実現」という
究極の目標に向かい、全役職員が一丸となって取り組みを進めています。

すべては、この街の明るい未来を創造するため。 
わたしたちは、地域のみなさまのために業務にまい進いたします。

〈採用状況〉

〈募集要項〉

〈採用実績校〉

募集要項

令和 ２年度　　大卒　６名　短大卒　１名　高卒　４名（計１１名）※予定
平成３１年度　　大卒　６名　短大卒　１名　高卒　８名（計１５名）
平成３０年度　　大卒　５名　短大卒　１名　高卒１１名（計１７名）

応募方法
募集学科
応募書類

自由応募

全学部全学科

①履歴書（写真貼付）　②成績証明書（高校・大学）
③卒業見込証明書　　④健康診断書
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

北見工業大学、北海道大学、小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、釧路公立大学、
はこだて未来大学、北海学園大学、北星学園大学、札幌大学、札幌学院大学、千歳科学技術大学、
東海大学札幌キャンパス、北翔大学、星槎道都大学、旭川大学、函館大学、明治大学、法政大学、
中央大学、学習院大学、日本大学、東洋大学、専修大学、拓殖大学、国士舘大学、立正大学、
立命館大学、新潟医療福祉大学、愛知県立大学、
静岡文化芸術大学ほか

選考方法 １次～筆記・面接
２次～役員面接

募集人数 ５～１０名程度

給与・勤務条件

初任給

諸手当
昇給
賞与
勤務地
勤務時間
休日
休暇
社保・労働保険等
福利厚生
教育研修

基本給（月給）185，000円（大学卒）※31年度実績
160，000円（短大卒）※31年度実績

通勤手当、時間外手当、渉外手当、住宅手当、家族手当

年１回（４月）

年３回（７月、１２月、３月）

本支店所在地

平日８：３５～１７：３０

完全週休２日制（土・日）、祝日、年末年始４日間

年次有給休暇(含 連続休暇制度)、慶弔休暇、メモリアル休暇など

健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金、厚生年金基金

職員融資制度、職員財形預金、永年勤続表彰、クラブ活動助成ほか

新入職員研修、階層別研修、外部派遣研修、各種通信講座ほか

〒０９０－８７１１　北見市大通東１丁目２番地１
北見信用金庫　人事部人事課（担当　喜多）
TEL.０１５７－２５－１７２２（直通）

北見信用金庫
対象：大・院・短・専
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本店所在地
電話番号
創立年月日
代表者
事業内容

出資金
常勤職員数
預金量
融資量
経常利益
事業所

企業概要

これまでも、これからも、地域とともに。

そして、未来へ

北見市大通東１丁目２番地１
０１５７-２４-７５３１
１９３０年１１月１４日
理事長　金田 充郎
預金・融資・為替等の金融業務、日銀歳入代理店等各種代理業務、各種
公金取扱業務、国債・投信・保険窓販業務、経営相談、年金業務ほか
11億98百万円
318名（2019年3月現在）
4,882億97百万円(2019年3月実績)
1,900億05百万円(2019年3月実績)
12億43百万円(2019年3月実績)
本店／北見市大通東１丁目２番地１
支店／北見市12店、帯広市３店、釧路市、紋別市２店、

旭川市２店、名寄市、訓子府町、津別町、置戸町、美幌町、
　　　滝上町、興部町、雄武町、西興部村（計３０本支店）

北見信用金庫は平成30年度より
『きたしん ADVANCE to CENTURY STAGEII』
と称した3ヵ年計画を掲げ、「地域社会との共生」「お取引先の夢の実現」という
究極の目標に向かい、全役職員が一丸となって取り組みを進めています。

すべては、この街の明るい未来を創造するため。
わたしたちは、地域のみなさまのために業務にまい進いたします。

〈採用状況〉

〈募集要項〉

〈採用実績校〉

募集要項

令和　２年度　　大卒　６名　短大卒　１名　高卒　４名（計１１名）※予定
平成３１年度　　大卒　６名　短大卒　１名　高卒　８名（計１５名）
平成３０年度　　大卒　５名　短大卒　１名　高卒１１名（計１７名）

応募方法
募集学科
応募書類

自由応募

全学部全学科

①履歴書（写真貼付）　②成績証明書（高校・大学）
③卒業見込証明書 ④健康診断書
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

北見工業大学、北海道大学、小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、釧路公立大学、
はこだて未来大学、北海学園大学、北星学園大学、札幌大学、札幌学院大学、千歳科学技術大学、
東海大学札幌キャンパス、北翔大学、星槎道都大学、旭川大学、函館大学、明治大学、法政大学、
中央大学、学習院大学、日本大学、東洋大学、専修大学、拓殖大学、国士舘大学、立正大学、
立命館大学、新潟医療福祉大学、愛知県立大学、
静岡文化芸術大学ほか

選考方法 １次～筆記・面接
２次～役員面接

募集人数 ５～１０名程度

給与・勤務条件

初任給

諸手当
昇給
賞与
勤務地
勤務時間
休日
休暇
社保・労働保険等
福利厚生
教育研修

基本給（月給）185，000円（大学卒）※31年度実績
　160，000円（短大卒）※31年度実績

通勤手当、時間外手当、渉外手当、住宅手当、家族手当

年１回（４月）

年３回（７月、１２月、３月）

本支店所在地

平日８：３５～１７：３０

完全週休２日制（土・日）、祝日、年末年始４日間

年次有給休暇(含 連続休暇制度)、慶弔休暇、メモリアル休暇など

健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金、厚生年金基金

職員融資制度、職員財形預金、永年勤続表彰、クラブ活動助成ほか

新入職員研修、階層別研修、外部派遣研修、各種通信講座ほか

〒０９０－８７１１　北見市大通東１丁目２番地１
北見信用金庫 人事部人事課（担当　喜多）
TEL.０１５７－２５－１７２２（直通）

北見信用金庫
対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：終了
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対象：大・院・短・専

本　社　北海道北見市豊地93番地1
電　話　（0157）66-1200（代）
U R L  http://kitamitsuun.co,jp

■創業
■資本金
■年商
■従業員数

昭和25年9月1日

4,901.5万円

59億100万円（平成30年度）

361名（社員193名、パート・季節雇用168名）※令和2年1月現在

■支店 オホーツク支店 網走郡美幌町美里21-1
札幌支店 　札幌市白石区流通センター3丁目1-4

■事業所 JR北見コンテナセンター　北見市大通東2丁目8
車輌サービスセンター　　 北見市豊地93番地1
網走事業所　　　　　　　 網走市港町3

（他7事業所）

■採用実績 北海道大学、岩手県立大学、弘前大学、明治大学、日本大学、札幌学院大学　他

■企業概要 全国一の生産量を誇る北見産の玉葱をはじめ、自然豊かなここオホーツクの大地と海から生まれた農産物・海
産物を、トラック及びJRコンテナで全国各地へ輸送するのが私たちの仕事です。私たちは「地域に根ざしー未来
へ」を企業理念に掲げ、地域密着企業として70年の歴史を刻み、変わりゆく故郷北見にあって、変わらずにこの
地域の物流を担ってきました。社会のグローバル化が進む現代に於いて、この理念を踏まえた上で海外へ
フィールドを拡げています。地域のお客さまの様々なニーズにお応えできるよう、流通させる商品の最適化を
ご提案させて頂きながら、街から街へ、人から人へと、お客さまの大切な商品を「安心で、安全に」輸送する事が、
私たちの仕事であり使命です。私たちの業務は多岐にわたり、物流の様々な分野でのプロフェッショナルとし
て活躍できる会社です。常に新しい事へチャレンジし、元気で明るい人材を求めています。

オホーツク産のきたほなみ、春
よ恋等の小麦を取扱。24基の
貯蔵タンクを持ち、1時間に
500トンの小麦を船積み可能
な施設です。

オホーツク産の玉ねぎを保管・
選果・ 出荷する施設です。一日
当たり400トンの選果が可能 
な国内最大級の施設です。

JR コンテナ輸送を中核として

オホーツクの物流の一翼を担い、

2020年に創業70周年を迎えます。

農産物の集荷・選果場運営・出荷から消費地への

輸送に至る一貫対応が当社の強みです。

北海道から九州まで、大量の荷物を時間通りに運搬可能なネットワーク

また、輸送単位当たりの CO2 の排出量が少ないため、環境に優しい輸送手段です。

当社が業務を受託している主な施設

■主な事業内容 JR コンテナ輸送

物流アウトソーシング事業

■大量の荷物を遠くに
貨物列車26両分は最大で、10tトラック65台分の輸送が可能

■時間通りに
交通トラブルに巻き込まれることがないため、貨物列車は
決められた走行速度で時刻表通りに正確な運行が可能

■全国に
貨物駅は全国に約150ヶ所。1日約500本の
貨物列車が全国で活躍しています。

網走港小麦集出荷施設

相内玉ねぎ集出荷施設

トラック輸送

JRコンテナ輸送 倉庫事業

物流アウトソーシング
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

本　社 北海道北見市豊地93番地1
電　話　（0157）66-1200（代）
U R L http://kitamitsuun.co,jp

■創業
■資本金
■年商
■従業員数

昭和25年9月1日

4,901.5万円

59億100万円（平成30年度）

361名（社員193名、パート・季節雇用168名）※令和2年1月現在

■支店 オホーツク支店　　　　 網走郡美幌町美里21-1
札幌支店　　　　　　　　 札幌市白石区流通センター3丁目1-4

■事業所 JR北見コンテナセンター　北見市大通東2丁目8
車輌サービスセンター　　 北見市豊地93番地1
網走事業所　　　　　　　 網走市港町3

（他7事業所）

■採用実績 北海道大学、岩手県立大学、弘前大学、明治大学、日本大学、札幌学院大学　他

■企業概要 全国一の生産量を誇る北見産の玉葱をはじめ、自然豊かなここオホーツクの大地と海から生まれた農産物・海
産物を、トラック及びJRコンテナで全国各地へ輸送するのが私たちの仕事です。私たちは「地域に根ざしー未来
へ」を企業理念に掲げ、地域密着企業として70年の歴史を刻み、変わりゆく故郷北見にあって、変わらずにこの
地域の物流を担ってきました。社会のグローバル化が進む現代に於いて、この理念を踏まえた上で海外へ
フィールドを拡げています。地域のお客さまの様々なニーズにお応えできるよう、流通させる商品の最適化を
ご提案させて頂きながら、街から街へ、人から人へと、お客さまの大切な商品を「安心で、安全に」輸送する事が、
私たちの仕事であり使命です。私たちの業務は多岐にわたり、物流の様々な分野でのプロフェッショナルとし
て活躍できる会社です。常に新しい事へチャレンジし、元気で明るい人材を求めています。

オホーツク産のきたほなみ、春
よ恋等の小麦を取扱。24基の
貯蔵タンクを持ち、1時間に
500トンの小麦を船積み可能
な施設です。

オホーツク産の玉ねぎを保管・
選果・ 出荷する施設です。一日
当たり400トンの選果が可能
な国内最大級の施設です。

JR コンテナ輸送を中核として

オホーツクの物流の一翼を担い、

2020年に創業70周年を迎えます。

農産物の集荷・選果場運営・出荷から消費地への

輸送に至る一貫対応が当社の強みです。

北海道から九州まで、大量の荷物を時間通りに運搬可能なネットワーク

また、輸送単位当たりの CO2 の排出量が少ないため、環境に優しい輸送手段です。

当社が業務を受託している主な施設

■主な事業内容 JR コンテナ輸送

物流アウトソーシング事業

■大量の荷物を遠くに
貨物列車26両分は最大で、10tトラック65台分の輸送が可能

■時間通りに
交通トラブルに巻き込まれることがないため、貨物列車は
決められた走行速度で時刻表通りに正確な運行が可能

■全国に
貨物駅は全国に約150ヶ所。1日約500本の
貨物列車が全国で活躍しています。

網走港小麦集出荷施設

相内玉ねぎ集出荷施設

トラック輸送

JRコンテナ輸送 倉庫事業

物流アウトソーシング
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平成８年から、北見工業大学と共同研究を実施していま
す。その成果を活用し、産学官連携のプロジェクトに継続
して取り組むことで、複合ワイヤ溶射法による新規機能性
溶射被膜の開発に成功しました。
近年では、道内異業種各社と共同で寒冷地対応電気自動車
（ＥＶ）を開発し、弊社の超撥水性溶射被膜を搭載したＥＶ
を２０１８年１月の札幌モーターショーへ出展しました。

これまでの酢の製造は、設備費用や酒造免許が必要と
いった要因から、大手や伝統的な業者に限られていまし
た。弊社はこれらの課題を克服した小型発酵装置を開発
し、２０１３年にものづくり地域貢献賞を受賞しました。

まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～

弊社は、地域に密着した鉄工所を目指して昭和２１年に創業しました。
“顧客のあらゆる要望にできる限り応えたい”との意を込めて、自ら
「まち（北見）のよろず鍛冶屋（総合鉄工所）」と自負し、鉄工に関する総
合化並びに多角化を目指しています。
現在、技術部門は設計・開発・管理を行うエンジニアリング事業部と、

機械・製缶・板取の３部門を有する生産事業部で構成され、自社による
一貫した生産・管理を行っています。その結果、設計から製作・据付に至るまでの総合技術力を高く評価頂き、水
処理・廃棄物処理プラントは、全国一円の自治体や大手メーカーを対象に自社製品・ＯＥＭとしての納入実績が有
ります。
今後も北見の地に根を張り、「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～」をスローガンとして
常に自己研鑽に努め、地域・社員・企業の永続的な繁栄を目指していきます。

◆事業概要

◆会社概要

廃棄物処理場向／ごみ投入扉 廃棄物処理場向／焼却炉 水処理場向／沈砂掻揚機

一般産業用／移動式ビート原料
受入除土積上装置

廃棄物処理場向／アルミ選別機 一般産業用／異物除去装置

工場は、板取・製缶・機械の３部門を有する生産事業部で構成され、自社工場での一貫した生産によって短
納期化と高水準な品質管理が可能です。

機械工場 板取・製缶工場

会社名　　株式会社倉本鉄工所
所在地　　〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号

　TEL：(0157)24-2031　FAX：(0157)61-1149
代表者　　代表取締役会長　倉本宏

代表取締役社長　倉本真
創　業　　1946年9月1日
従業員　　37名（2019年現在）
取引銀行　　日本政策金融公庫旭川支店　北洋銀行北見中央支店

北見信用金庫南大通支店　　北海道銀行北見支店
遠軽信用金庫北見支店

許可等　　特定建設業許可（特-27 オ第 913号）
管、機械器具設置、鋼構造物、水道施設

仕事内容：
　弊社は水処理・廃棄物処理プラントや一般産業用機械等、
　大型機械設備の設計・製作・据付を主な事業としています。
　いずれも社会貢献度が高く、管内・北海道から全国一円の
　社会インフラや生産設備を陰から支える骨太な仕事です。
　　■仕事例
　　　①ＣＡＤを用いた機械・プラントの設計
　　　②製作工程や現場工事での施工・進捗管理
　　　③原材料や部品・機器・計器等の調達
　　　④見積や営業、お客様や外注先との契約
募集職種：技術系（設計・調達・工事・工程管理等）
　　　　　事務系（調達・契約・企画・営業・渉外等）
雇用形態：正社員
勤務時間：8:00 ～ 17:00（休憩 90分含む）
勤 務 地：北海道北見市泉町（転勤なし）
初 任 給：181,000 円（別途通勤手当支給）
休　 日：週休2日制

（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：平成30年度実績　平均2.75ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：
　　　　　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、

通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
退職金制度あり（退職金共済加入）

採用担当コメント：
　弊社は「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技
術と共に～」をスローガンとして企業活動しています。弊社の
仕事は“ものづくり”（製造業）に分類され、技術を生かして“まち
づくり”（お客様の生産活動や社会インフラを支えること）に貢
献することです。加えて、地元北見を支える “ひとづくり”（人材
育成）も、重要な仕事であると考えています。そのため、学生の皆
様と真摯に向き合い、個別工場見学といった一対一の対応で採
用活動を実施しています。明るく・前向きに・コツコツと取り
組める方は、学歴や学部を問わず大いに活躍できます。興味を持
たれた方は、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。

学部・学科：不問
選考方法：面接、適性検査

採用担当連絡先（履歴書送付先）
株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)
FAX：(0157)61-1149
E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

主な事業内容
水処理・廃棄物処理プラントの設計・製作・据付
一般産業用機械の設計・製作・据付
鋼構造物・製缶品・各種タンクの設計・製作・据付
管工事及び消防設備の設計・製作・据付
各種クレーンの設計・製作・据付
各種溶射装置の開発 etc.

主な納入先
北見市 , 環境エンジニアリング事業㈿ , MHPS-IDS ㈱ , 
㈱日立製作所 , 水 ing エンジニアリング㈱ , ㈱タクマ ,
㈱荏原製作所 , アサヒ機装㈱ , ㈱クボタ , 月島機械㈱ , 
訓子府石灰工業㈱ , ㈱ヰセキ北海道 , ホクレン中斜里製糖工場 , 
よつ葉乳業㈱北見工場 , 斜里町農協中斜里澱粉工場 , 
クレードル食品㈱ , ㈱サンキョウ , ㈱ほくべい , 北海道糖業㈱　etc.

主な特徴
・装置が安価 ・多品種少量生産が可能
・短期間で製造可能　・１台で全行程が完了
・マニュアル化により高度な技術が不要 ・酒造免許が不要

機能性溶射被膜

◆研究開発
ビネガーファーメンター

複合ワイヤ製造装置 寒冷地対応ＥＶ ビネガーファーメンター ものづくり地域貢献賞

◆工事実績

◆生産設備

主な工作機械
NCレーザー加工機 , マシニングセンタ , 
NCフライス盤 , NCアイアンワーカー , 
NC旋盤 ,NCガス及びプラズマ切断機 , 
バンドソー , NCビームワーカー , 
シャーリング , 横中ぐり盤 , プラノミラー , 
２５０ｔプレス , 溶接ロボット , 
ベンディングロール , ベベリングマシン , 
金属溶射装置 , ショットブラストライン , 
各種溶接機 , 複合ワイヤ製造装置 etc.

対象：大・院・短・専
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平成８年から、北見工業大学と共同研究を実施していま
す。その成果を活用し、産学官連携のプロジェクトに継続
して取り組むことで、複合ワイヤ溶射法による新規機能性
溶射被膜の開発に成功しました。
近年では、道内異業種各社と共同で寒冷地対応電気自動車
（ＥＶ）を開発し、弊社の超撥水性溶射被膜を搭載したＥＶ
を２０１８年１月の札幌モーターショーへ出展しました。

これまでの酢の製造は、設備費用や酒造免許が必要と
いった要因から、大手や伝統的な業者に限られていまし
た。弊社はこれらの課題を克服した小型発酵装置を開発
し、２０１３年にものづくり地域貢献賞を受賞しました。

まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～

弊社は、地域に密着した鉄工所を目指して昭和２１年に創業しました。
“顧客のあらゆる要望にできる限り応えたい”との意を込めて、自ら
「まち（北見）のよろず鍛冶屋（総合鉄工所）」と自負し、鉄工に関する総
合化並びに多角化を目指しています。
　現在、技術部門は設計・開発・管理を行うエンジニアリング事業部と、
機械・製缶・板取の３部門を有する生産事業部で構成され、自社による
一貫した生産・管理を行っています。その結果、設計から製作・据付に至るまでの総合技術力を高く評価頂き、水
処理・廃棄物処理プラントは、全国一円の自治体や大手メーカーを対象に自社製品・ＯＥＭとしての納入実績が有
ります。
今後も北見の地に根を張り、「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～」をスローガンとして
常に自己研鑽に努め、地域・社員・企業の永続的な繁栄を目指していきます。

◆事業概要

◆会社概要

廃棄物処理場向／ごみ投入扉 廃棄物処理場向／焼却炉 水処理場向／沈砂掻揚機

一般産業用／移動式ビート原料
受入除土積上装置

廃棄物処理場向／アルミ選別機 一般産業用／異物除去装置

工場は、板取・製缶・機械の３部門を有する生産事業部で構成され、自社工場での一貫した生産によって短
納期化と高水準な品質管理が可能です。

機械工場 板取・製缶工場

会社名　　株式会社倉本鉄工所
所在地　　〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号

　TEL：(0157)24-2031　FAX：(0157)61-1149
代表者　　代表取締役会長　倉本宏
　　　　　代表取締役社長　倉本真
創　業　　1946年9月1日
従業員　　37名（2019年現在）
取引銀行 日本政策金融公庫旭川支店　北洋銀行北見中央支店
　　　　　北見信用金庫南大通支店　　北海道銀行北見支店
　　　　　遠軽信用金庫北見支店
許可等　　特定建設業許可（特-27 オ第 913号）
　　　　　管、機械器具設置、鋼構造物、水道施設

仕事内容：
　弊社は水処理・廃棄物処理プラントや一般産業用機械等、
　大型機械設備の設計・製作・据付を主な事業としています。
　いずれも社会貢献度が高く、管内・北海道から全国一円の
　社会インフラや生産設備を陰から支える骨太な仕事です。
■仕事例
①ＣＡＤを用いた機械・プラントの設計
②製作工程や現場工事での施工・進捗管理
③原材料や部品・機器・計器等の調達
④見積や営業、お客様や外注先との契約

募集職種：技術系（設計・調達・工事・工程管理等）
事務系（調達・契約・企画・営業・渉外等）

雇用形態：正社員
勤務時間：8:00 ～ 17:00（休憩 90分含む）
勤 務 地：北海道北見市泉町（転勤なし）
初 任 給：181,000 円（別途通勤手当支給）
休　　日：週休2日制

　（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：平成30年度実績　平均2.75ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、　
　通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
　退職金制度あり（退職金共済加入）

採用担当コメント：
　弊社は「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技
術と共に～」をスローガンとして企業活動しています。弊社の
仕事は“ものづくり”（製造業）に分類され、技術を生かして“まち
づくり”（お客様の生産活動や社会インフラを支えること）に貢
献することです。加えて、地元北見を支える “ひとづくり”（人材
育成）も、重要な仕事であると考えています。そのため、学生の皆
様と真摯に向き合い、個別工場見学といった一対一の対応で採
用活動を実施しています。明るく・前向きに・コツコツと取り
組める方は、学歴や学部を問わず大いに活躍できます。興味を持
たれた方は、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。

学部・学科：不問
選考方法：面接、適性検査

採用担当連絡先（履歴書送付先）
株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)
FAX：(0157)61-1149
E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

主な事業内容
水処理・廃棄物処理プラントの設計・製作・据付
一般産業用機械の設計・製作・据付
鋼構造物・製缶品・各種タンクの設計・製作・据付
管工事及び消防設備の設計・製作・据付
各種クレーンの設計・製作・据付
各種溶射装置の開発 etc.

主な納入先
北見市 , 環境エンジニアリング事業㈿ , MHPS-IDS ㈱ , 
㈱日立製作所 , 水 ing エンジニアリング㈱ , ㈱タクマ ,
㈱荏原製作所 , アサヒ機装㈱ , ㈱クボタ , 月島機械㈱ , 
訓子府石灰工業㈱ , ㈱ヰセキ北海道 , ホクレン中斜里製糖工場 , 
よつ葉乳業㈱北見工場 , 斜里町農協中斜里澱粉工場 , 
クレードル食品㈱ , ㈱サンキョウ , ㈱ほくべい , 北海道糖業㈱　etc.

主な特徴
　・装置が安価　　　　・多品種少量生産が可能
・短期間で製造可能　・１台で全行程が完了
・マニュアル化により高度な技術が不要 ・酒造免許が不要　

機能性溶射被膜

◆研究開発
ビネガーファーメンター

複合ワイヤ製造装置 寒冷地対応ＥＶ ビネガーファーメンター ものづくり地域貢献賞

◆工事実績

◆生産設備

主な工作機械
NCレーザー加工機 , マシニングセンタ , 
NCフライス盤 , NCアイアンワーカー , 
NC旋盤 ,NCガス及びプラズマ切断機 , 
バンドソー , NCビームワーカー , 
シャーリング , 横中ぐり盤 , プラノミラー ,
２５０ｔプレス , 溶接ロボット ,
ベンディングロール , ベベリングマシン ,
金属溶射装置 , ショットブラストライン ,
各種溶接機 , 複合ワイヤ製造装置 etc.

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中
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会社概要
事業内容 ●食品加工場設備　●食品店舗 設計施工

●冷凍冷蔵倉庫 ●凍結装置 ●連続フリーザー 設計施工
●農産物低温 ●定温貯蔵設備設計施工
●空調設備 ●クリーンルーム　●恒温恒湿装置 設計施工
●冷熱関連 保守点検　●修理 ほか

創業
代表者
売上高
社員数
営業所

昭和21年6月1日
代表取締役社長　桑原　賢史朗
8億5913万円（平成31年3月期）
41名
北見本社　　北見豊地1番地11
札幌支店　　札幌市西区発寒10条12丁目1番地55
旭川営業所　旭川市亀吉2条1丁目4番18号

桑
原
グ
ル
ー
プ
概
要

桑 原 電 工 株 式 会 社

北見本社　北見市豊地1番地11
ＴＥＬ　0157-36-9000
FAX  0157-36-8899
採用担当/本社総務部　内藤
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

北見本社外観

札幌営業所外観

食の大地　北海道
　生産地を支える 冷熱エンジニアリングカンパニー

 桑原冷熱工業は、食糧基地北海道には欠かせない冷熱市場に

おいて「冷蔵冷凍設備の専門医」集団として事業を展開してい

ます。 また、独自のNH3/CO２自然冷媒冷凍システムは地球環

境にやさしい自然冷媒を使用しながら、 効率的で安全性の高

い冷却システムとして評価 をいただいています。   

■募集学部
■募集人数
■職種
■応募書類
■採用担当

問わない
若干名
冷凍空調技術者（見習い）
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書
本社総務部　内藤
TEL0157-36-9000　FAX0157-36-8899
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

電気設備・昇降機・電気通信設備の設計施工 
■年商：5億42百万円（平成31年3月期） ■社員数 25名

桑 原 電 装 株 式 会 社 車両電装品販売、各種産業機器販売、ドコモショップ各店 
■年商：40億91百万円（平成31　年3月期）■社員数 130名

採用情報

施工例

桑原冷熱工業株式会社

冷蔵庫内及急速冷凍庫扉 冷蔵庫内（+5℃） 冷凍機（屋上設置）

冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(高所作業) 

エアコン室外機（屋上設置） 活魚水槽 冷凍機設置状況

冷凍機オーバーホール前 冷凍機オーバーホール状況 冷凍機オーバーホール組立完了

フロンガス漏れ点検状況 冷凍庫内（-25℃） 急速凍結庫内（-43℃）

対象：大・院
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会社概要
事業内容 ●食品加工場設備　●食品店舗 設計施工 

●冷凍冷蔵倉庫　　●凍結装置　　●連続フリーザー 設計施工 
●農産物低温　　　●定温貯蔵設備設計施工 
●空調設備　　　 ●クリーンルーム　●恒温恒湿装置 設計施工 
●冷熱関連 保守点検　●修理 ほか 

創業
代表者
売上高
社員数
営業所

昭和21年6月1日
代表取締役社長　桑原　賢史朗
8億5913万円（平成31年3月期）
41名
北見本社　　北見豊地1番地11
札幌支店　　札幌市西区発寒10条12丁目1番地55
旭川営業所　旭川市亀吉2条1丁目4番18号

桑
原
グ
ル
ー
プ
概
要

桑 原 電 工 株 式 会 社

北見本社 北見市豊地1番地11
ＴＥＬ　0157-36-9000
FAX 0157-36-8899
採用担当/本社総務部　内藤
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

北見本社外観

札幌営業所外観

食の大地　北海道
　生産地を支える 冷熱エンジニアリングカンパニー

 桑原冷熱工業は、食糧基地北海道には欠かせない冷熱市場に

おいて「冷蔵冷凍設備の専門医」集団として事業を展開してい

ます。 また、独自のNH3/CO２自然冷媒冷凍システムは地球環

境にやさしい自然冷媒を使用しながら、 効率的で安全性の高

い冷却システムとして評価 をいただいています。

■募集学部
■募集人数
■職種
■応募書類
■採用担当

問わない
若干名
冷凍空調技術者（見習い）
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書
本社総務部　内藤
TEL0157-36-9000　FAX0157-36-8899
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

電気設備・昇降機・電気通信設備の設計施工 
■年商：5億42百万円（平成31年3月期） ■社員数 25名 

桑 原 電 装 株 式 会 社 車両電装品販売、各種産業機器販売、ドコモショップ各店 
■年商：40億91百万円（平成31　年3月期）■社員数 130名 

採用情報

施工例

桑原冷熱工業株式会社

冷蔵庫内及急速冷凍庫扉 冷蔵庫内（+5℃） 冷凍機（屋上設置）

冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(高所作業) 

エアコン室外機（屋上設置） 活魚水槽 冷凍機設置状況

冷凍機オーバーホール前 冷凍機オーバーホール状況 冷凍機オーバーホール組立完了

フロンガス漏れ点検状況 冷凍庫内（-25℃） 急速凍結庫内（-43℃）

対象：大・院
令和2年3月卒：終了
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最寄り駅
代表者名
従業員数
前年売上高
資本金
設立年月
企業URL
Ｅメールアドレス
業種
事業内容
支店・営業所
関連企業

ＪＲ石北線　東相内駅　　徒歩１０分
代表取締役社長　戸田　龍一
14名
107,000万円
1,000万円
昭和50年5月2日
http:// www.sun-engei.sakura.ne.jp/
kitami@sun-engei.co.jp
卸売業
種子、苗、肥料、農業資材、園芸資材の卸売り
帯広営業所
有限会社四季倶楽部、
ガーデニングハウス四季倶楽部

事務所

園芸店舗

会社全景

倉庫

会社概要

業種
必要学歴
経験
試用期間
必要資格
勤務地
勤務時間
休日
基本給
諸手当
通勤手当
車通勤
加入保険
賞与
退職金制度
社内教育制度

福利厚生
転勤の有無

■必要応募書類
■応募方法
■選考方法
■選考場所

応募書類提出先

卸売業

大学卒

不問

あり（期間／3ヶ月（条件：同））

普通運転免許

本社

8：30～17：30

週休2日制（隔週、その他）※月により変動、年間休日数110日

172,500円
●セールス手当/20,000円　●燃料手当/（世帯主・単身世帯主・同居）年1回

あり（上限8,000円）

可（必須）

健康・厚生・雇用・労災

有（年2回）※入社年度（年1回）

有（勤続3年以上）

外部講師による、社内、社外勉強会を、年5～6回実施。
メーカー施設の視察。資格取得支援（会社指定）

北見市勤務労者福祉サービスセンター加入による諸制度、施設の利用

有

履歴書、卒業証明書（見込み）、成績証明書、健康診断書
上記書類を本社まで郵送、又はご持参ください。
書類選考、面接、論作文
本社

本社
〒099-0878
北見市東相内町121-8
ＴＥＬ.0157-36-3358
■担当／業務課 山中 潤

／ 随時受入れ可（要事前予約）

新卒・既卒（3年まで）［正社員］営業職■ …1名
採用情報

●インターンシップ

本社  〒099-0878　北見市東相内町121番地8
担当/業務課　山中　潤
ＴＥＬ　0157-36-3358
FAX  0157-36-8379
Mail :kitami@sun-engei.co.jp

愚直に、真面目に、地道に、誠実に働く人。

自ら考えて行動ができて、皆で協力して仕事が行える人。

生活に欠かす事のできない“食”を支える、
その一翼を担う有意義な仕事です。

個々の持ち味を発揮できる環境づくりをします。
是非一緒に働きましょう。

職種内容／得意先へのルートセールス、新規顧客の開拓、商品の配送

随時
令和3年4月1日採用予定日

応募受付期間 後日連絡選考日時

私共の会社は、農業に関わる、種苗・肥料などの販売を行っています。
私共の仕事は、販売商品を通して、「食の安全・安心」「環境との調和」などに携わる重要な役割を担ってい
ると考えています。
そして、私共は、全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、
地域農業の発展、地域社会の発展に貢献できる会社を目指しています。

●特色〈企業PR 〉

対象：大・専
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最寄り駅
代表者名
従業員数
前年売上高
資本金
設立年月
企業URL
Ｅメールアドレス
業種
事業内容
支店・営業所
関連企業

ＪＲ石北線　東相内駅　　徒歩１０分
代表取締役社長　戸田　龍一
14名
107,000万円
1,000万円
昭和50年5月2日
http:// www.sun-engei.sakura.ne.jp/
kitami@sun-engei.co.jp
卸売業
種子、苗、肥料、農業資材、園芸資材の卸売り
帯広営業所
有限会社四季倶楽部、
ガーデニングハウス四季倶楽部

事務所

園芸店舗

会社全景

倉庫

会社概要

業種
必要学歴
経験
試用期間
必要資格
勤務地
勤務時間
休日
基本給
諸手当
通勤手当
車通勤
加入保険
賞与
退職金制度
社内教育制度

福利厚生
転勤の有無

■必要応募書類
■応募方法
■選考方法
■選考場所

応募書類提出先

卸売業

大学卒

不問

あり（期間／3ヶ月（条件：同））

普通運転免許

本社

8：30～17：30

週休2日制（隔週、その他）※月により変動、年間休日数110日

172,500円
●セールス手当/20,000円　●燃料手当/（世帯主・単身世帯主・同居）年1回

あり（上限8,000円）

可（必須）

健康・厚生・雇用・労災

有（年2回）※入社年度（年1回）

有（勤続3年以上）

外部講師による、社内、社外勉強会を、年5～6回実施。
メーカー施設の視察。資格取得支援（会社指定）

北見市勤務労者福祉サービスセンター加入による諸制度、施設の利用

有

履歴書、卒業証明書（見込み）、成績証明書、健康診断書
上記書類を本社まで郵送、又はご持参ください。
書類選考、面接、論作文
本社

本社  
〒099-0878
北見市東相内町121-8
ＴＥＬ.0157-36-3358
■担当／業務課　山中 潤

／ 随時受入れ可（要事前予約）

新卒・既卒（3年まで）［正社員］営業職■ …1名
採用情報

●インターンシップ

本社 〒099-0878　北見市東相内町121番地8
担当/業務課 山中 潤
ＴＥＬ　0157-36-3358
FAX 0157-36-8379
Mail :kitami@sun-engei.co.jp

愚直に、真面目に、地道に、誠実に働く人。

自ら考えて行動ができて、皆で協力して仕事が行える人。

生活に欠かす事のできない“食”を支える、
その一翼を担う有意義な仕事です。

個々の持ち味を発揮できる環境づくりをします。
是非一緒に働きましょう。

職種内容／得意先へのルートセールス、新規顧客の開拓、商品の配送

随時
令和3年4月1日採用予定日

応募受付期間 後日連絡選考日時

私共の会社は、農業に関わる、種苗・肥料などの販売を行っています。
私共の仕事は、販売商品を通して、「食の安全・安心」「環境との調和」などに携わる重要な役割を担ってい
ると考えています。
そして、私共は、全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、
地域農業の発展、地域社会の発展に貢献できる会社を目指しています。

●特色〈企業PR 〉

対象：大・専
令和2年3月卒：終了
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