
農畜産物（肉用鶏）の育成・肥育・処理・加工および販売

・2019年度     9名  (大卒4名　短専卒5名)

・2018年度   12名  (大卒8名　短専卒4名)

・2017年度     6名  (大卒5名　短専卒1名)

・2016年度   10名  (大卒6名　短専卒4名)

・2015年度   14名  (大卒7名　短専卒7名)
透明感のある桜色
ビタミンＥが
3倍以上

植物性飼料に
北海道産小麦を
プラス

健康で元気に
育ったレギュラー品

本社所在地
創業
系列
資本金
従業員数
売上高
URL

〒039-4101　青森県上北郡横浜町字林尻102-100

昭和56年12月

ニッポンハムグループ

15億6千万円

1,900人

447億円（2018年度）

http://www.nhg-seisan4.jp/

募集職種（全学部学科対象）

1. 生産飼育職　：　生産農場で鶏の肥育に関わる仕事

2. 製造技術職　：　食品工場で鶏肉の製造工程に関わる仕事

3. 設備管理職　：　電気・機械設備および施設等の保守管理

4. 品質検査職　：　製品品質、一般細菌検査、温度管理等に関わる仕事

5. 一般事務職　：　生産・製造・庶務・労務管理事務等

6. 獣　医　師　：　農場衛生管理、防疫等に関わる仕事　

〒141-6013　東京都品川区大崎2丁目1-1 ThinkParkTower 13階
管理本部人事担当　上田　浩二
TEL　03-4555-8244   
E-mail：k.ueda@nipponham.co.jp

業務内容

■当社のここがスゴイ！
鶏肉取扱国内シェア10%

最近の採用状況 商品紹介

会社概要

勤務
休日
休暇
昇給
賞与
制度

1年単位の変形労働時間制

会社カレンダーで指定（100日）

有給休暇・保存休暇・特別休暇

毎年4月

年2回

育児休業・介護休業・再雇用制度

保険年金
厚生施設
教育研修
必要資格

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

社員寮・外部借上寮

階層研修・資格受験制度・OJT・自己啓発教育

普通運転免許（マニュアル）

労働条件・福利厚生等

●知床事業所　（北海道網走市）
●札幌事業所　（北海道厚真町）
●東北事業所　（青森県横浜町）
●宮崎事業所　（宮崎県日向市）
●ニイブロ㈱　（新潟県新発田市）

事業場及び関係会社所在地

1. 常に問題意識を持ち、考え抜くことができる

2. 考えを行動に移し、粘り強く取り組む

3. 目標達成に向け協調、協力できる

求める人材像

　国内最大級の取扱い会社として、『生命の恵み』を大切にして安
全で安心な国産鶏肉を生産、製造、販売までの独自のインテグ
レーション（一貫体制）を確立し、品質に妥協することなく、何ご
とにも積極的にチャレンジし、「食べる喜び」を心を込めてお客様
へお届けしています。

「食品」という日常必要とされるものを
供給する事業のため安定性は抜群で
す。明るく自由闊達な社風など、若さあ
ふれる社員が活躍しております。

また、「食品（鶏肉）」として安定的に供給
する社会的に重要な役割を担い、健やか
な暮らしに貢献する”やりがい”のある仕
事です。

●みなさんへのメッセージ

●こんな人が活躍しています

日本ホワイトファーム株式会社

飼育動物診療所

■獣医師
■2016年入社
■農学部獣医学課程専攻
■静岡県出身

生産部孵卵課

■孵卵場担当
■201７年入社
■獣医学部動物資源科学科
■山形県出身

食品工場製造3課

■計量工程担当
■201８年入社
■経済学部経済学科
■青森県出身

生産部生産課

■養鶏農場担当
■2019年入社
■農食環境学群環境共生学類
■大阪府出身

対象：大・院・短・専
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農畜産物（肉用鶏）の育成・肥育・処理・加工および販売

・2019年度    9名  (大卒4名 短専卒5名)

・2018年度  12名  (大卒8名 短専卒4名)

・2017年度    6名  (大卒5名 短専卒1名)

・2016年度  10名  (大卒6名 短専卒4名)

・2015年度  14名  (大卒7名 短専卒7名)
透明感のある桜色
ビタミンＥが
3倍以上

植物性飼料に
北海道産小麦を
プラス

健康で元気に
育ったレギュラー品

本社所在地
創業
系列
資本金
従業員数
売上高
URL

〒039-4101　青森県上北郡横浜町字林尻102-100

昭和56年12月

ニッポンハムグループ

15億6千万円

1,900人

447億円（2018年度）

http://www.nhg-seisan4.jp/

募集職種（全学部学科対象）

1. 生産飼育職　：　生産農場で鶏の肥育に関わる仕事

2. 製造技術職　：　食品工場で鶏肉の製造工程に関わる仕事

3. 設備管理職　：　電気・機械設備および施設等の保守管理

4. 品質検査職　：　製品品質、一般細菌検査、温度管理等に関わる仕事

5. 一般事務職　：　生産・製造・庶務・労務管理事務等

6. 獣　医　師　：　農場衛生管理、防疫等に関わる仕事

〒141-6013　東京都品川区大崎2丁目1-1 ThinkParkTower 13階
管理本部人事担当　上田　浩二
TEL　03-4555-8244   
E-mail：k.ueda@nipponham.co.jp

業務内容

■当社のここがスゴイ！
鶏肉取扱国内シェア10%

最近の採用状況 商品紹介

会社概要

勤務
休日
休暇
昇給
賞与
制度

1年単位の変形労働時間制

会社カレンダーで指定（100日）

有給休暇・保存休暇・特別休暇

毎年4月

年2回

育児休業・介護休業・再雇用制度

保険年金
厚生施設
教育研修
必要資格

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

社員寮・外部借上寮

階層研修・資格受験制度・OJT・自己啓発教育

普通運転免許（マニュアル）

労働条件・福利厚生等

●知床事業所　（北海道網走市）
●札幌事業所　（北海道厚真町）
●東北事業所　（青森県横浜町）
●宮崎事業所　（宮崎県日向市）
●ニイブロ㈱　（新潟県新発田市）

事業場及び関係会社所在地

1. 常に問題意識を持ち、考え抜くことができる

2. 考えを行動に移し、粘り強く取り組む

3. 目標達成に向け協調、協力できる

求める人材像

　国内最大級の取扱い会社として、『生命の恵み』を大切にして安
全で安心な国産鶏肉を生産、製造、販売までの独自のインテグ
レーション（一貫体制）を確立し、品質に妥協することなく、何ご
とにも積極的にチャレンジし、「食べる喜び」を心を込めてお客様
へお届けしています。

「食品」という日常必要とされるものを
供給する事業のため安定性は抜群で
す。明るく自由闊達な社風など、若さあ
ふれる社員が活躍しております。

また、「食品（鶏肉）」として安定的に供給
する社会的に重要な役割を担い、健やか
な暮らしに貢献する”やりがい”のある仕
事です。

●みなさんへのメッセージ

●こんな人が活躍しています

日本ホワイトファーム株式会社

飼育動物診療所

■獣医師
■2016年入社
■農学部獣医学課程専攻
■静岡県出身

生産部孵卵課

■孵卵場担当
■201７年入社
■獣医学部動物資源科学科
■山形県出身

食品工場製造3課

■計量工程担当
■201８年入社
■経済学部経済学科
■青森県出身

生産部生産課

■養鶏農場担当
■2019年入社
■農食環境学群環境共生学類
■大阪府出身

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

〒093-0012

ＴＥＬ：（0152）43-4551　　ＦＡＸ：（0152）45-2288

暮らしを創る
土木ってなんだろう。
それはみんなのために便利さを創る仕事

100年先の未来に残す
建築ってなんだろう。
それは心地のいい空間を創る仕事

一生に一度の宝物箱
住宅ってなんだろう。
それは安心して帰れる場所を創る仕事

日本中どこへでも繋がる
舗装ってなんだろう。
それは人と人を繋ぐ仕事

水をきれいにする
浚渫ってなんだろう。
それは環境を守る仕事

住 宅

←会社ホームページです。
ぜひご覧ください。

網走市南2条西5丁目1番地1

土 木

建 築

募集人数 5名 勤務地 網走市

舗 装

浚 渫

①10代・20代社員は全体の20％！
不安なことがあっても年の近い職員が居るから相談しやすい環境です。

②働き方改革を推し進めています！
仕事量が多く、大変そうなイメージがある建設業。

仕事とプライベート両方充実してほしいから。休みやすく働きやすい会社を目指します。

③福利厚生・イベントの充実
オホーツク管内唯一！健康経営優良法人認定（２０１７年より）

社内運動会・網走マラソンへの参加（会社負担・自由参加）・職員レクなど！

■募 集 要 項

初任給 【大学卒】227, 000円※手当含む 福利厚生 社会保険
昇給 年1回（4月） 雇用保険

職種 土木施工管理 慶弔見舞金
賞与 年2回（8月、12月） 労災保険

対象学科 社会環境系、機械電気系 中小企業退職金制度
浚渫機械施工管理 表彰制度

慶弔休暇、バースデイ休暇等

休日・休暇 週休２日
年始年末、春期・夏期休暇

総合
建設業って
何するの？

早水組の

Ｂｅｓｔ

3

地域のために豊かな環境をつくる

総合
建設業
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

〒093-0012

ＴＥＬ：（0152）43-4551　　ＦＡＸ：（0152）45-2288

暮らしを創る
土木ってなんだろう。
それはみんなのために便利さを創る仕事

100年先の未来に残す
建築ってなんだろう。
それは心地のいい空間を創る仕事

一生に一度の宝物箱
住宅ってなんだろう。
それは安心して帰れる場所を創る仕事

日本中どこへでも繋がる
舗装ってなんだろう。
それは人と人を繋ぐ仕事

水をきれいにする
浚渫ってなんだろう。
それは環境を守る仕事

住　宅

←会社ホームページです。
ぜひご覧ください。

網走市南2条西5丁目1番地1

土　木

建　築

募集人数 5名 勤務地 網走市

舗　装

浚　渫

①10代・20代社員は全体の20％！
不安なことがあっても年の近い職員が居るから相談しやすい環境です。

②働き方改革を推し進めています！
仕事量が多く、大変そうなイメージがある建設業。

　仕事とプライベート両方充実してほしいから。休みやすく働きやすい会社を目指します。

③福利厚生・イベントの充実
オホーツク管内唯一！健康経営優良法人認定（２０１７年より）

　社内運動会・網走マラソンへの参加（会社負担・自由参加）・職員レクなど！

■募　集　要　項

初任給 【大学卒】227, 000円※手当含む 福利厚生 社会保険
昇給 年1回（4月） 雇用保険

職種 土木施工管理 慶弔見舞金
賞与 年2回（8月、12月） 労災保険

対象学科 社会環境系、機械電気系 中小企業退職金制度
浚渫機械施工管理 表彰制度

慶弔休暇、バースデイ休暇等

休日・休暇 週休２日
年始年末、春期・夏期休暇

総合
建設業って
何するの？

早水組の

Ｂｅｓｔ

3

地域のために豊かな環境をつくる

総合
建設業
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対象：大・院・短・専

総合建設業
管内トップクラ

スの実績！

（平成30年
実績 37.8億円）
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

総合建設業
管内トップクラ

スの実績！

（平成30年
実績 37.8億円）
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対象：大・院・短･専

50



対象：大・院・短･専
令和2年3月卒：継続中
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対象：大・院・短・専

Material × Design 
住宅事業

家をつくる
街をつくる
暮らそう北海道！

耐震性の高いメタルウッドジョイント工法と優れたデザイン性が高い評価を頂いております。
設計・施工・管理まで一貫性で一邸一邸丁寧につくりあげています。

　■募集要項
募集職種        　建築設計技術職・土木施工管理技術職
業務内容　　　 設計部：住宅の設計、内装デザイン提案

土木部： 道路、河川、舗装、緑化等の施工管理
応募方法        下記採用担当へご連絡ください。
給       与        四大卒　初任給 200,000 円
諸  手  当　       住宅手当・資格手当等      
勤務時間　       設計部：変形労働時間制　8：30～ 18：00

土木部： 変形労働時間制　7：00～ 17：00（1月～ 3月）
8：00～ 17：00（4月～ 12月）

休       日　     設計部：水曜日他
　　　　　　　 土木部：日曜日他　
勤  務  地　        設計部：北見オフィス

土木部：遠軽本社

公共事業
遠軽町には旭川紋別自動車道の新しいインターチェンジと道の駅「森のオホーツク」がオープン致しました。

来年には「遠軽町芸術文化交流プラザ」のオープンを目指して建築が進行しております。
公営住宅の長寿命化改修工事や公共下水道工事・外構工事など、街づくりにより暮らしの安全を守ります。

会社訪問、インターンシップなど随時受付しております。 リクルート担当　営業推進課　丸尾美樹　 HP
コンタクト
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

Material × Design 
住宅事業

家をつくる
街をつくる
暮らそう北海道！

耐震性の高いメタルウッドジョイント工法と優れたデザイン性が高い評価を頂いております。
設計・施工・管理まで一貫性で一邸一邸丁寧につくりあげています。

■募集要項
募集職種        　建築設計技術職・土木施工管理技術職
業務内容　　　 設計部：住宅の設計、内装デザイン提案

土木部： 道路、河川、舗装、緑化等の施工管理
応募方法        　下記採用担当へご連絡ください。
給       与        　四大卒　初任給200,000 円
諸  手  当　        住宅手当・資格手当等      
勤務時間　        設計部：変形労働時間制　8：30～ 18：00

 土木部： 変形労働時間制　7：00～ 17：00　（1月～ 3月）
 8：00～ 17：00　（4月～ 12月）

休       日　      設計部：水曜日他
土木部：日曜日他　

勤  務  地　        設計部：北見オフィス
土木部：遠軽本社

公共事業
遠軽町には旭川紋別自動車道の新しいインターチェンジと道の駅「森のオホーツク」がオープン致しました。

来年には「遠軽町芸術文化交流プラザ」のオープンを目指して建築が進行しております。
公営住宅の長寿命化改修工事や公共下水道工事・外構工事など、街づくりにより暮らしの安全を守ります。

会社訪問、インターンシップなど随時受付しております。　リクルート担当　営業推進課　丸尾美樹　 HP
コンタクト
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高速道路建設、橋梁建設、河川整備、海岸保全、農地整備など様々な分野で、ドローンによる
空撮やICT対応重機の活用など、IT技術を活用した施行方法を積極的に取り入れ、品質の
向上に努めています。

土木事業

大型スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターからマンションまで、地域の生活
に欠かせない不動産・賃貸事業を展開し、地域の暮らしやすさの向上に努めています。

不動産事業

2018年8月、北海道津別町にて1,000KWの太陽光発電所が稼働しました。太陽光発電は
二酸化炭素をほとんど排出しないクリーンエネルギーで、環境に配慮した新エネルギー
です。エネルギーは消費するだけではなく、供給していくことも使命と考えています。

発電事業

渡辺組では循環型経営の理念のもと、山林の所有を拡大しています。自社保有林の定期的
なメンテナンスを行い、木を植えて森を育みながら、計画的で安定した木材供給を実現し、
長期スパンで持続可能な山林事業を目指しています。

山林保全事業

対象：大・院・短・専

当社創業以来の建築事業です。
教育施設・医療機関・空港管制塔・空港ターミナルビル・博物館・浄水場・ゴミ焼却施設など
大型公共施設から、マンション・高齢者施設・一般住宅まで、地域の暮らしを支えています。

創  　 業 : 1906年（明治39年） 
従業員数 : 128名
本 　　社 : 遠軽町南町3丁目 
湧別支社 : 湧別町中湧別南町929-1 
紋別市店 : 紋別市南が丘7丁目 
札幌支店 : 札幌市北区北7条西2丁目山京ビル615

道内随一の多角化経営を推進！あなたの活躍の舞台は揃っています！
一緒に未来に向かってチャレンジしましょう！

ホテル事業

ガソリンスタンド

建築資材販売

アグリ事業

渡辺組の主な事業

清掃事業

飲食事業

農産品加工事業

水産品加工事業

渡辺組
土木 建築 不動産

発電 山林 下宿

建築事業

遠軽町での滞在はもちろん、ビジネス会議、大型宴会、ブライダルなど、様々な用途にご利
用いただいております。
レストラン「瞰望」のお料理は、宿泊客の方々、地元の方々にも愛されています。

ホテルサンシャイン（遠軽町）

地元滝上町の農家との契約栽培はもとより、全道各地の生産者と契約し、素材にとことん
こだわっております。全道各地から集められた厳選素材を利用し、独自技術で安心・安全
な100%無添加の野菜パウダーを製造しており、大手企業に採用されています。また、
日々研究開発を進めており、新製品の開発に努めております。

滝上産業株式会社（滝上町）

地元湧別町で穫れた新鮮なホタテを加工し、冷凍用ホタテと乾燥貝柱を製造しています。
冷凍ホタテや貝柱は、道外や海外へ輸出されています。

ホクユウ食品株式会社（湧別町）

各種清掃業務、リースキン販売代理店事業を行っています。

いわね美装株式会社（遠軽町）

生コンクリート・各種ブロック製品の製造ほか、運搬、維持工事土木事業、砂利販売事業、
ガソリンスタンド事業（湧別町中湧別・遠軽町豊里）などを行っています。

渡辺組のグループ企業

抗酸化にんじんや黒にんにくなど、高付加価値野菜の研究開発・生産などを行なっていま
す。※北見工業大学と共同研究も行なっています！

アグリネクサス株式会社（遠軽町）

「手打そば奏（かなで）」（遠軽町）
2018年12月にグランドオープン。全国選りすぐりの食材を使った本格的な石臼挽き手
打ち蕎麦店です。各種メディアや雑誌にも取り上げられています。旭川紋別自動車道の遠
軽ICも開通し、道内・道外からわざわざ食べに来ていただけるようなお店を目指しています。

分譲マンション同等の社宅もご用意しています！

主な募集要項

■基本給（大卒月額）／ 220,000 円
■諸手当／通勤手当、住宅手当
■昇給・賞与／昇給年 1 回、賞与年 2 回
■勤務地／本社またはオホーツク管内各現場
■勤務時間／ 7:30～17:00

これまで大学で学んだことを活かした仕事ができます！ぜひブースにお立ち寄りください。

株式会社渡辺興業（湧別町）

54



高速道路建設、橋梁建設、河川整備、海岸保全、農地整備など様々な分野で、ドローンによる
空撮やICT対応重機の活用など、IT技術を活用した施行方法を積極的に取り入れ、品質の
向上に努めています。

土木事業

大型スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターからマンションまで、地域の生活
に欠かせない不動産・賃貸事業を展開し、地域の暮らしやすさの向上に努めています。

不動産事業

2018年8月、北海道津別町にて1,000KWの太陽光発電所が稼働しました。太陽光発電は
二酸化炭素をほとんど排出しないクリーンエネルギーで、環境に配慮した新エネルギー
です。エネルギーは消費するだけではなく、供給していくことも使命と考えています。

発電事業

渡辺組では循環型経営の理念のもと、山林の所有を拡大しています。自社保有林の定期的
なメンテナンスを行い、木を植えて森を育みながら、計画的で安定した木材供給を実現し、
長期スパンで持続可能な山林事業を目指しています。

山林保全事業

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

当社創業以来の建築事業です。
教育施設・医療機関・空港管制塔・空港ターミナルビル・博物館・浄水場・ゴミ焼却施設など
大型公共施設から、マンション・高齢者施設・一般住宅まで、地域の暮らしを支えています。

創  業 : 1906年（明治39年） 
従業員数 : 128名
本 　 社 : 遠軽町南町3丁目
湧別支社 : 湧別町中湧別南町929-1 
紋別市店 : 紋別市南が丘7丁目
札幌支店 : 札幌市北区北7条西2丁目山京ビル615

道内随一の多角化経営を推進！あなたの活躍の舞台は揃っています！
一緒に未来に向かってチャレンジしましょう！

ホテル事業

ガソリンスタンド

建築資材販売

アグリ事業

渡辺組の主な事業

清掃事業

飲食事業

農産品加工事業

水産品加工事業

渡辺組
土木 建築 不動産

発電 山林 下宿

建築事業

遠軽町での滞在はもちろん、ビジネス会議、大型宴会、ブライダルなど、様々な用途にご利
用いただいております。
レストラン「瞰望」のお料理は、宿泊客の方々、地元の方々にも愛されています。

ホテルサンシャイン（遠軽町）

地元滝上町の農家との契約栽培はもとより、全道各地の生産者と契約し、素材にとことん
こだわっております。全道各地から集められた厳選素材を利用し、独自技術で安心・安全
な100%無添加の野菜パウダーを製造しており、大手企業に採用されています。また、
日々研究開発を進めており、新製品の開発に努めております。

滝上産業株式会社（滝上町）

地元湧別町で穫れた新鮮なホタテを加工し、冷凍用ホタテと乾燥貝柱を製造しています。
冷凍ホタテや貝柱は、道外や海外へ輸出されています。

ホクユウ食品株式会社（湧別町）

各種清掃業務、リースキン販売代理店事業を行っています。

いわね美装株式会社（遠軽町）

生コンクリート・各種ブロック製品の製造ほか、運搬、維持工事土木事業、砂利販売事業、
ガソリンスタンド事業（湧別町中湧別・遠軽町豊里）などを行っています。

渡辺組のグループ企業

抗酸化にんじんや黒にんにくなど、高付加価値野菜の研究開発・生産などを行なっていま
す。※北見工業大学と共同研究も行なっています！

アグリネクサス株式会社（遠軽町）

「手打そば奏（かなで）」（遠軽町）
2018年12月にグランドオープン。全国選りすぐりの食材を使った本格的な石臼挽き手
打ち蕎麦店です。各種メディアや雑誌にも取り上げられています。旭川紋別自動車道の遠
軽ICも開通し、道内・道外からわざわざ食べに来ていただけるようなお店を目指しています。

分譲マンション同等の社宅もご用意しています！

主な募集要項

■基本給（大卒月額）／ 220,000 円
■諸手当／通勤手当、住宅手当
■昇給・賞与／昇給年 1 回、賞与年 2 回
■勤務地／本社またはオホーツク管内各現場
■勤務時間／ 7:30～17:00

これまで大学で学んだことを活かした仕事ができます！ぜひブースにお立ち寄りください。

株式会社渡辺興業（湧別町）
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企業概要

地域未来牽引企業

事 業 内 容
本社所在地
設 立
資 本 金
売 上 高
代 表 者
常勤職員数
支店・営業所
工 場

コンクリート製品製造・販売、油脂製品販売、不動産事業、発電事業　他

旭川市東鷹栖東３条４丁目2163番地

昭和28年7月29日

１億円

132億円（平成31年3月期）

代表取締役　　山下　裕久

391名（令和元年12月現在）

旭川、札幌、道東（美幌）、東京、苫小牧、函館、紋別、帯広、弟子屈、仙台

東鷹栖、愛別、札幌、米里、美幌、紋別、帯広、板倉、つくば

採用情報

募 集 学 科
募 集 職 種
応 募 書 類
初 任 給
諸 手 当
賞 与
勤 務 地
勤 務 時 間
休 日
休 暇
社 会 保 険
退職金制度

全学部全学科

営業、技術

①履歴書　②成績証明書　③卒業見込証明書　④健康診断書

基本給　188,500 円 （大卒）

奨学金返済支援手当、通勤手当、住宅手当、時間外手当、燃料手当、家族手当、資格手当　他

年２回 （６月、１２月）

営業：支店、営業所所在地　技術：工場所在地

8：30～ 17：30 （１年単位の変形労働時間制）

土曜日、日祝日、その他会社カレンダーによる

年次有給休暇、慶弔休暇　他

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

確定給付企業年金、確定拠出年金

〒071-8113　旭川市東鷹栖東 3条 4丁目 2163番地
株式会社 旭ダンケ　総務部（担当：森）
電　話：0166-57-2011
メール：ad-recruit@asahidanke.co.jp 

【本社／旭川】 【道東支店／美幌町】

お問合せ

当社は、公共事業で使用する生コンクリートやコンクリート二次製品等の土木用コンクリート製品を主に製造・販売す
るコンクリート総合メーカーで、北海道のコンクリート業界ではリーディングカンパニーの１社となっております。
近年では土木用コンクリート製品に加え、高層ビルやマンションの工期短縮・高耐久化等を実現するコンクリート床板
『ハーフＰＣａスラブ』等の建築用資材の製造・販売にも力を入れております。

平成29年12月に経済産業省より【地域未来牽引企業】に選定されました。
全国420万を超える企業の内、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長
性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの要を担っており、地域経済牽引事業の中心的な担い手
候補である2,148社（北海道内は62社）が選ばれています。

ＴＢＳテレビ「がっちりマンデー!!」（２０１９年７月
７日放送）、「おらが県こそ輝くＮｏ.１ 北海道編」で
北海道が土木用コンクリート製品生産量全国一位で
あることが紹介され、その中の企業として、当社の即
時脱型製法「バイコン製法」が取り上げられました。

対象：大・院・短･専

地球とのふれあいを大切に
人と都市・人と大地の明日を考えます

TBS「がっちりマンデー！！」で紹介されました
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企業概要

地域未来牽引企業

事 業 内 容
本社所在地
設 立
資 本 金
売 上 高
代 表 者
常勤職員数
支店・営業所
工 場

コンクリート製品製造・販売、油脂製品販売、不動産事業、発電事業　他

旭川市東鷹栖東３条４丁目2163番地

昭和28年7月29日

１億円

132億円 （平成31年3月期）

代表取締役　　山下　裕久

391名 （令和元年12月現在）

旭川、札幌、道東（美幌）、東京、苫小牧、函館、紋別、帯広、弟子屈、仙台

東鷹栖、愛別、札幌、米里、美幌、紋別、帯広、板倉、つくば

採用情報

募 集 学 科
募 集 職 種
応 募 書 類
初 任 給
諸 手 当
賞 与
勤 務 地
勤 務 時 間
休 日
休 暇
社 会 保 険
退職金制度

全学部全学科

営業、技術

①履歴書　②成績証明書　③卒業見込証明書　④健康診断書

基本給　188,500 円 （大卒）

奨学金返済支援手当、通勤手当、住宅手当、時間外手当、燃料手当、家族手当、資格手当　他

年２回 （６月、１２月）

営業：支店、営業所所在地　技術：工場所在地

8：30～ 17：30 （１年単位の変形労働時間制）

土曜日、日祝日、その他会社カレンダーによる

年次有給休暇、慶弔休暇　他

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

確定給付企業年金、確定拠出年金

〒071-8113　旭川市東鷹栖東 3条 4丁目 2163番地
株式会社 旭ダンケ　総務部（担当：森） 
電　話：0166-57-2011 
メール：ad-recruit@asahidanke.co.jp

【本社／旭川】 【道東支店／美幌町】

お問合せ

当社は、公共事業で使用する生コンクリートやコンクリート二次製品等の土木用コンクリート製品を主に製造・販売す
るコンクリート総合メーカーで、北海道のコンクリート業界ではリーディングカンパニーの１社となっております。
近年では土木用コンクリート製品に加え、高層ビルやマンションの工期短縮・高耐久化等を実現するコンクリート床板
『ハーフＰＣａスラブ』等の建築用資材の製造・販売にも力を入れております。

平成29年12月に経済産業省より【地域未来牽引企業】に選定されました。
全国420万を超える企業の内、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長
性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの要を担っており、地域経済牽引事業の中心的な担い手
候補である2,148社（北海道内は62社）が選ばれています。

ＴＢＳテレビ「がっちりマンデー!!」（２０１９年７月
７日放送）、「おらが県こそ輝くＮｏ.１ 北海道編」で
北海道が土木用コンクリート製品生産量全国一位で
あることが紹介され、その中の企業として、当社の即
時脱型製法「バイコン製法」が取り上げられました。

対象：大・院・短･専
令和2年3月卒：継続中

地球とのふれあいを大切に
人と都市・人と大地の明日を考えます

TBS「がっちりマンデー！！」で紹介されました
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募集職種
業務内容

土木・建築の施工管理技術職
土木部：道路、河川、橋梁、緑化等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）
建築部：公共の建築物、一般住宅、リフォーム工事等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）

初 任 給 四年生大学卒： 242,000円　　短大・専門学校卒： 212,000円

勤務時間 ① 1月1日～ 4月30日（ 8：00 ～17：00）
② 5月1日～12月31日（ 7：00 ～17：00）

休 日 等

諸 手 当
昇　　給
賞　　与
福利厚生

資格手当、職能手当等
年１回（４月）
年２回（８月、12月）　※業績・評価により決算賞与支給（４月）
社員寮（男性のみ）、社会保険、雇用保険、労災保険、慶弔見舞金、
各種表彰制度、退職金制度、企業年金制度

変形労働時間制（日曜、土曜・４週６休）　※１月１日～7月３1日は週休２日制

募集要項

本社　〒099-0205　
　北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地

　　　TEL 0158-47-2331
　http://kanno-co.com/

苦労の先にある大きな達成感

2015年入社
北見工業大学社会環境工学部卒

支店　〒001-0908　
　　　札幌市北区新琴似8条13丁目2番26号

人を守り・街を守り・国を守る
株式会社　管野組 代表取締役会長　管野　伸一

代表取締役社長　管野　浩太郎
先輩の声
SENIOR’S VOICE

　管野組は遠軽町丸瀬布で１９１４年６月に創業して地域の皆様に支えられ１０５
年が経過しました。林業から始まり、現在は土木・建築等の建設業を営んでおり、その
他にも農業・ガソリンスタンド・不動産業、そしてグループ会社では多種多様な業種を
行っています。会社経営に関しましても安定した経営を行っており、会長・社長の方針
で無借金経営をしています。近年では若い社員や外国人技能実習生も増え、また、令和
元年１０月には、ベトナム人エンジニアを３名採用し、会社も益々活気づいてきまし
た。私達と一緒に新時代の会社を創っていける意欲ある方をお待ちしております。

私は測量や現場の安全関係を担当しています。責任のある仕
事なので、トラブルにならないように、気になることがあった
らそのつど先輩方からアドバイスをもらったり確認したりし
ながら作業を進めるようにしています。現場をひとりで任さ
れるようになったばかりで大変なんですが、だからこそ、いろ
んな困難を乗り越えてやっと完成したときにはすごく達成感
がありますね。きれいにできたときはほっとするし、本当に嬉
しいです。

町も会社も交流が盛んで温かい
私は旭川出身で、入社を機に丸瀬布へ来たんですが、ここは地
域の方々との交流が盛んだと感じますね。それは会社も同じ
で、若い社員も割といるんですが、よく部署関係なく一緒に遊
びに行っていて、いい関係性が築けていると思います。社員同
士の信頼も厚いのではないでしょうか。僕ができないことを
バックアップしてくれる一方で、できそうなことは完全に任
せてくれたりとか。この会社を志望する方は、町も含めて見に
来ていただければと思います。 旭川紋別自動車道（高規格道路）

老人ホーム新築工事 一般住宅リフォーム工事

外国人技能実習生 ベトナム人エンジニア 

土木部
荒木 裕人

たくさん経験させてくれる会社

2016年入社
北海道科学大学空間創造学部卒

僕が管野組への入社を決めた一番の理由は、会社を見学した
時に色々経験させてもらえたことです。それで、ここでなら社
会人として充実した生活が送れるだろうと思ったんです。実
際、僕は入社してからまだ4ヶ月くらいしか経っていません
が、すでに貴重な経験をたくさんさせてもらっていて、学べる
こともいっぱいありました。上司が驚くほどなんでもできる
人なので、その姿を見ながら、いつか自分もそうなれたらいい
なと思っています。

いい意味で、社員同士の距離が近い
仕事は午後5時で終わりで、その後は上司のチームに入ってバ
レーボールを楽しんだりしています。上下関係を大切にしな
きゃならないとは思うんですが、先輩達ともハイタッチをし
たりして盛り上がっています。そういう楽しい面も含めて人
柄を知っているので、仕事中に上司から厳しいことを言われ
ても、素直に受け止められるところがありますね。管野組のこ
とが気になっている方は、一度見学に来てもらえたら雰囲気
が分かると思います。

建築部
岸 貴元

☆数年内に完全週休２日制検討中

その他気になることがありましたら当社ブースにてお答えしますので皆様をお待ちしております！

対象：大・院・短・専
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募集職種
業務内容

土木・建築の施工管理技術職
土木部 ： 道路、河川、橋梁、緑化等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）
建築部 ： 公共の建築物、一般住宅、リフォーム工事等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）

初 任 給 四年生大学卒 ： 242,000円　　短大・専門学校卒 ： 212,000円

勤務時間 ① 1月1日～　4月30日（ 8：00 ～17：00）
② 5月1日～12月31日（ 7：00 ～17：00）

休 日 等

諸 手 当
昇　　給
賞　　与
福利厚生

資格手当、職能手当等
年１回（４月）
年２回（８月、12月）　※業績・評価により決算賞与支給（４月）
社員寮（男性のみ）、社会保険、雇用保険、労災保険、慶弔見舞金、
各種表彰制度、退職金制度、企業年金制度

変形労働時間制（日曜、土曜・４週６休）　※１月１日～7月３1日は週休２日制

募集要項

本社　〒099-0205　
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地

　　　TEL 0158-47-2331
http://kanno-co.com/

苦労の先にある大きな達成感

2015年入社
北見工業大学社会環境工学部卒

支店　〒001-0908　
　　　札幌市北区新琴似8条13丁目2番26号

人を守り・街を守り・国を守る
株式会社　管野組 代表取締役会長　管野　伸一

代表取締役社長　管野　浩太郎
先輩の声
SENIOR’S VOICE

　管野組は遠軽町丸瀬布で１９１４年６月に創業して地域の皆様に支えられ１０５
年が経過しました。林業から始まり、現在は土木・建築等の建設業を営んでおり、その
他にも農業・ガソリンスタンド・不動産業、そしてグループ会社では多種多様な業種を
行っています。会社経営に関しましても安定した経営を行っており、会長・社長の方針
で無借金経営をしています。近年では若い社員や外国人技能実習生も増え、また、令和
元年１０月には、ベトナム人エンジニアを３名採用し、会社も益々活気づいてきまし
た。私達と一緒に新時代の会社を創っていける意欲ある方をお待ちしております。

私は測量や現場の安全関係を担当しています。責任のある仕
事なので、トラブルにならないように、気になることがあった
らそのつど先輩方からアドバイスをもらったり確認したりし
ながら作業を進めるようにしています。現場をひとりで任さ
れるようになったばかりで大変なんですが、だからこそ、いろ
んな困難を乗り越えてやっと完成したときにはすごく達成感
がありますね。きれいにできたときはほっとするし、本当に嬉
しいです。

町も会社も交流が盛んで温かい
私は旭川出身で、入社を機に丸瀬布へ来たんですが、ここは地
域の方々との交流が盛んだと感じますね。それは会社も同じ
で、若い社員も割といるんですが、よく部署関係なく一緒に遊
びに行っていて、いい関係性が築けていると思います。社員同
士の信頼も厚いのではないでしょうか。僕ができないことを
バックアップしてくれる一方で、できそうなことは完全に任
せてくれたりとか。この会社を志望する方は、町も含めて見に
来ていただければと思います。 旭川紋別自動車道（高規格道路）

老人ホーム新築工事 一般住宅リフォーム工事

外国人技能実習生 ベトナム人エンジニア 

土木部
荒木 裕人

たくさん経験させてくれる会社

2016年入社
北海道科学大学空間創造学部卒

僕が管野組への入社を決めた一番の理由は、会社を見学した
時に色々経験させてもらえたことです。それで、ここでなら社
会人として充実した生活が送れるだろうと思ったんです。実
際、僕は入社してからまだ4ヶ月くらいしか経っていません
が、すでに貴重な経験をたくさんさせてもらっていて、学べる
こともいっぱいありました。上司が驚くほどなんでもできる
人なので、その姿を見ながら、いつか自分もそうなれたらいい
なと思っています。

いい意味で、社員同士の距離が近い
仕事は午後5時で終わりで、その後は上司のチームに入ってバ
レーボールを楽しんだりしています。上下関係を大切にしな
きゃならないとは思うんですが、先輩達ともハイタッチをし
たりして盛り上がっています。そういう楽しい面も含めて人
柄を知っているので、仕事中に上司から厳しいことを言われ
ても、素直に受け止められるところがありますね。管野組のこ
とが気になっている方は、一度見学に来てもらえたら雰囲気
が分かると思います。

建築部
岸 貴元

☆数年内に完全週休２日制検討中

その他気になることがありましたら当社ブースにてお答えしますので皆様をお待ちしております！

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中
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会社概要
創　　業
法人設立
資 本  金
年完工高
社 員 数
事業内容

勤 務 地

昭和11年11月
昭和31年 6月
4500万円
51億円（H31.3期）
98名(ほか従業員約120 名)
以下の施工を行っています。

主に湧別町のほか道内各現場

創業80年、北海道の港湾・漁港建設、水産基盤整備など海と人との
共生を目指す海洋土木が得意な総合建設業者 売上高、収益力、自
己資本比率など道内トップクラスの経営基盤と充実の設備で地域
社会に貢献します。

本社 〒099-6404　北海道紋別郡湧別町栄町133番地の1
TEL 代表 01586-5-2111      FAX01586-5-2700

支店・営業所 札幌支店・紋別支店
函館営業所・道東(釧路)営業所・東北(石巻)営業所

URL http:www.nishimura.co.jp

採用担当者 : 本社総務部 上野・梅津

海洋土木(港湾建設、漁港建設など)
海洋開発(水産基盤整備など)
陸上土木(道路、農業基盤整備、治山、治水など)
建  築(公共施設、住宅、店舗など)

募集要項
募集職種
募集学科
募集方法
採用実績

給     与

そ の 他

技術職・事務職・営業職 各数名
全学部・全学科
リクナビよりエントリーまたは採用担当者へ連絡ください
北見工大・北大・室蘭工大・北海道科学大学・北海学園大学
北海道情報大学・北海道職業能力開発大学校ほか
大卒202,400円（H31年4月実績）
昇給年1回 賞与年2回
週休2 日制  年末年始休暇  夏季休暇  特別休暇 年次有給休暇
独身寮・社宅(湧別・紋別・札幌)

自己啓発、資格取得を積極的に支援します!!

対象：大・院・短・専

確かな経験と技術で次代への遺産を築く
海洋土木の
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会社概要
創　　業
法人設立
資  本  金
年完工高
社 員 数
事業内容

勤 務 地

昭和11年11月
昭和31年 6月
4500万円
51億円（H31.3期）
98名(ほか従業員約 120 名)
以下の施工を行っています。
      

主に湧別町のほか道内各現場

創業80年、北海道の港湾・漁港建設、水産基盤整備など海と人との
共生を目指す海洋土木が得意な総合建設業者 売上高、収益力、自
己資本比率など道内トップクラスの経営基盤と充実の設備で地域
社会に貢献します。

本社 〒099-6404　北海道紋別郡湧別町栄町133番地の1
TEL 代表 01586-5-2111     FAX01586-5-2700

支店・営業所 札幌支店・紋別支店
函館営業所・道東(釧路)営業所・東北(石巻)営業所

URL http:www.nishimura.co.jp

採用担当者 : 本社総務部 上野・梅津

海洋土木(港湾建設、漁港建設など)
海洋開発(水産基盤整備など)
陸上土木(道路、農業基盤整備、治山、治水など)
建  築(公共施設、住宅、店舗など)

募集要項
募集職種
募集学科
募集方法
採用実績

給      与

そ の 他

技術職・事務職・営業職 各数名
全学部・全学科
リクナビよりエントリーまたは採用担当者へ連絡ください
北見工大・北大・室蘭工大・北海道科学大学・北海学園大学
北海道情報大学・北海道職業能力開発大学校ほか
大卒202,400円（H31年4月実績）
昇給年1回 賞与年2回
週休 2 日制  年末年始休暇  夏季休暇  特別休暇  年次有給休暇
独身寮・社宅(湧別・紋別・札幌)

自己啓発、資格取得を積極的に支援します!!

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

確かな経験と技術で次代への遺産を築く
海洋土木の
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　「伊藤機械株式会社」は、平成18年7月に帯広の山田機械工業株式会社のグループ企業として
発足した企業です。当社はお取引先様から常に必要とされる企業を目指して日々精進してまい
ります。モノづくりが出来ない我々商社の根本は、ニーズに対応できるモノ（商品、システム、
サービス、情報など）の仕入ができて初めて販売が出来るのです。31年4月より電材部発足によ
り商品在庫の拡充、エリア拡大を目指します。このことから、常に自分の頭で考えて主体的に動
ける人、人の為、組織の為に動ける人を求めております。

会社概要
名称
取扱品目
創業
資本金
代表者
売上高
従業員
所在地

H P

■募集職種
■募集学部
■募集人数
■提出書類
■選考方法
■初任給

■諸手当
■昇給
■賞与
■休日休暇
■福利厚生
■勤務地
■勤務時間

伊藤機械株式会社
伝導機器、機械工具、産業機械、工作機械、ステンレス材、プラント配管資材、電設資材
平成18年7月
8,000万円
飯田　博史
平成30年　24億4800万円
49名
本社　　　〒099-1587　北見市豊地17番1　TEL0157-57-6700  FAX0157-57-6660
釧路支店　〒085-0044　釧路市川端町3番地8　TEL0154-32-0005　FAX0154-23-3151
http://www.ito-machine.jp/index.html

総合営業職
問わない
若干名
履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
面接、小論文、適性検査、筆記テスト
基本給　大学院生・大学卒：175,000円
　　　　高卒：145,000円
営業手当、住宅手当、通勤手当、扶養手当、燃料手当、運転手当　など
年1回（4月）
初年度は年1回（12月）　2年目以上は年2回（7月・12月）
日曜、祝日、土曜（交代休）、夏期休暇、年末年始休暇（年変形週40時間労働）
各種社会保険加入
北見市、釧路市
①8時30分～17時30分（3月～11月の平日）
②8時30分～17時00分（12月～2月の平日・3月～11月の土曜）
③8時30分～15時00分（12月～2月の土曜）

本社　　　北見市豊地17番1
釧路支店　釧路市川端町3番8号

伊藤機械株式会社 

採用情報

■お問い合わせ 北海道北見市豊地17番1　　採用担当：水嶋　　TEL0157-57-6700

対象：短・専

創　　　　業
法  人  設  立
資    本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
30,000千円
35億8,000万円　（2019年3月期）
55名（2019年12月末）（うち北見工大卒業生7名）
代表取締役社長　　田中　伸一

・一般試薬・輸入試薬・ライフサイエンス試薬・工業薬品・化成品・食品添加物
・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

本社参与（前取締役営業本部長）（63卒）／ 取締役理化営業本部長（78卒）
帯広営業部 課長代理兼サブマネージャー（97卒）／北見営業部係長（04卒）/北見営業部主任（10卒）
帯広営業部主任（13卒）／ 釧路営業部主任（14卒）／（このほかに定年まで勤め退職さ れた方が 3名）

工大OB7名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年 3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2019年 4月 創立42周年（創業56周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／8：30～17：20
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　 任　　給／大卒営業 200,400 円（2019年6月現在）
（通勤手当別途一律5,000円）
（営業日当20,000円/月平均を含みます）

採用予定職種／ルート営業
日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ、お客様によってサイクルは異な
りますが定期的に訪問し、理化学器械等をPRする仕事です。
入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、商品勉強会などを
通じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月~1年程度先輩社員の
営業 活動に同行することで顧客の現状や課題を把握し、問
題解決のための「提案型営業」を身につけます。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）

燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、

中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業 拠 点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」北海道内

お陰様で 自己資本比率 2019年3月末決算時

現在のところ道東地区 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

39.9% 銀行借入残高 2019年3月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
令和2年3月卒：継続中
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「伊藤機械株式会社」は、平成18年7月に帯広の山田機械工業株式会社のグループ企業として
発足した企業です。当社はお取引先様から常に必要とされる企業を目指して日々精進してまい
ります。モノづくりが出来ない我々商社の根本は、ニーズに対応できるモノ（商品、システム、
サービス、情報など）の仕入ができて初めて販売が出来るのです。31年4月より電材部発足によ
り商品在庫の拡充、エリア拡大を目指します。このことから、常に自分の頭で考えて主体的に動
ける人、人の為、組織の為に動ける人を求めております。

会社概要
名称
取扱品目
創業
資本金
代表者
売上高
従業員
所在地

H P

■募集職種
■募集学部
■募集人数
■提出書類
■選考方法
■初任給

■諸手当
■昇給
■賞与
■休日休暇
■福利厚生
■勤務地
■勤務時間

伊藤機械株式会社
伝導機器、機械工具、産業機械、工作機械、ステンレス材、プラント配管資材、電設資材
平成18年7月
8,000万円
飯田　博史
平成30年　24億4800万円
49名
本社　　　〒099-1587　北見市豊地17番1　TEL0157-57-6700  FAX0157-57-6660
釧路支店　〒085-0044　釧路市川端町3番地8　TEL0154-32-0005　FAX0154-23-3151
http://www.ito-machine.jp/index.html

総合営業職
問わない
若干名
履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
面接、小論文、適性検査、筆記テスト
基本給　大学院生・大学卒：175,000円
　　　　高卒：145,000円
営業手当、住宅手当、通勤手当、扶養手当、燃料手当、運転手当　など
年1回（4月）
初年度は年1回（12月）　2年目以上は年2回（7月・12月）
日曜、祝日、土曜（交代休）、夏期休暇、年末年始休暇（年変形週40時間労働）
各種社会保険加入
北見市、釧路市
①8時30分～17時30分（3月～11月の平日）
②8時30分～17時00分（12月～2月の平日・3月～11月の土曜）
③8時30分～15時00分（12月～2月の土曜）

本社　　　北見市豊地17番1
釧路支店　釧路市川端町3番8号

伊藤機械株式会社 

採用情報

■お問い合わせ 北海道北見市豊地17番1　　採用担当：水嶋　　TEL0157-57-6700

対象：短・専
令和2年3月卒：継続中

創　　　　業
法  人  設  立
資     本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
30,000千円
35億8,000万円　（2019年3月期）
55名（2019年12月末）（うち北見工大卒業生7名）
代表取締役社長　　田中　伸一

・一般試薬・輸入試薬・ライフサイエンス試薬・工業薬品・化成品・食品添加物
・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

本社参与（前取締役営業本部長）（63卒）／ 取締役理化営業本部長（78卒）
帯広営業部 課長代理兼サブマネージャー（97卒）／北見営業部係長（04卒）/北見営業部主任（10卒）
帯広営業部主任（13卒）／ 釧路営業部主任（14卒）／（このほかに定年まで勤め退職さ れた方が 3名）

工大OB7名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年  3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2019年 4月 創立42周年（創業56周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／8：30～17：20
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　　任　　給／大卒営業　200,400 円（2019年6月現在）
（通勤手当別途一律5,000円）
　（営業日当20,000円/月平均を含みます）

採用予定職種／ルート営業
日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ、お客様によってサイクルは異な
りますが定期的に訪問し、理化学器械等をPRする仕事です。 
入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、商品勉強会などを
通じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月~1年程度先輩社員の
営業 活動に同行することで顧客の現状や課題を把握し、問
題解決のための「提案型営業」を身につけます。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）

　 燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、

　 中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）　
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業  拠  点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」北海道内　 　　　　

お陰様で 自己資本比率 2019年3月末決算時

現在のところ道東地区 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

39.9% 銀行借入残高 2019年3月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
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対象：大・院・短・専

【建築技術者】

【営業員】

※飛び込みやノルマはありません

※不問

193,000+ 各手当

設立
資本金
売上高
従業員数

昭和58年7月
1,000万円
65億円（2019年5月期）
1,350名（社員180名、パート・アルバイト1,170名）社員平均年齢34歳

事業内容
回転寿しトリトン

キタイチホールディングス(株)・キタイチフードサービス(株) ・
ノース・ベスト・ファーム(有) ・ケーワンフーズ(株)

企業概要

仕事内容

北見工大採用実績

募集学科
応募方法

給与
諸手当
勤務時間
休日

本　　社　北見市常盤町4丁目1-12
札幌本部　札幌市東区伏古9条3丁目2-20
URL: https://kita1.co.jp

  北海道で人気の回転寿し トリトンをはじめ、こだわりとんかつ かつ徳、遊食厨房 いっこん家、べんとう家 ごはんごは
ん、などの飲食店を北海道内に２０店舗以上を展開しており、東京都内には、東京スカイツリータウン・ソラマチ、池袋東
武百貨店に回転寿しトリトンを出店しております。私達は食を通し、お客様に喜んでいただき「来てよかった」と感動に
つながる仕事を使命と考えています。お客様はもとより全従業員が幸せになる為のお店。お取引先様が豊かになれるお
店。地域の人達に必要とされ続けるお店を目指しています。スタッフの想像力とお客様の喜びが基本です。そんな感動を
分かち合う企業です。飲食に興味がある、人と接する仕事がしたいなど、やる気のある方を求めています。店長経験後は
ＳＶ、バイヤー、店舗開発など会社を引っ張って行く職に就いて頂きます。

最初は厨房・ホール・握り業務など現場のお仕事から始めます。仕入や売上管理など店舗運営を学びながら店長へとキャリア
アップして頂きます。また、定期的な会議への参加、他店舗との情報交換や経営戦略、マーケティング、人材育成とオペレー
ションなど幅広くチャレンジして頂きます。人と接することが好き、元気な職場が好きな人材を求めています。

北一食品株式会社

[札幌エリア] 伏古店・厚別店・栄町店・平岸店・
清田店・江別店・豊平店・円山店・
北8 条光星店

[北見エリア] 三輪店・夕陽ヶ丘店・遠軽店 
[旭川エリア] 旭神店
[東京エリア] 東京スカイツリータウン･
　　　　　　ソラマチ店・池袋東武店 

こだわりとんかつ かつ徳 
［札幌エリア] 平岸店・豊平店・伏見店 　
［北見エリア] 北見店 

遊食厨房 いっこん家 
［北見エリア] 北見店 

べんとう家 ごはんごはん 
［札幌エリア] 八軒店・伏古店 　　
［北見エリア] 本店・公園町店

ごはん家 うお福
［札幌エリア] 伏古店

2013年４月入社 バイオ環境化学科 １名    回転寿しトリトン 豊平店 勤務
2014年４月入社        　　〃        １名    回転寿しトリトン 北８条光星店 勤務
2016年４月入社        　　〃        １名    こだわりとんかつ かつ徳 平岸店 勤務 

全学部、全学科
マイナビよりエントリー 又は、採用担当へご連絡ください。
採用フリーダイヤル 0120-08-9977　Mail saiyou@kita1.co.jp
営業管理職(総合職) 215,000円～、店舗業務職(一般職) 195,000円～ (2020年4月見込み) 
役職手当・資格手当・家族手当・時間外手当・出向手当・首都圏手当・単身赴任手当・通勤手当
9：00～23：00 １日８時間のシフト制 
4週7～8休
社会/雇用/労災保険・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・資格取得補助・健康診断・社員旅行・永年勤続表彰・
表彰制度・海外研修など 

年1回 年2回
福利厚生など

関連会社

賞与昇給

対象：大・短・専
令和2年3月卒：未定
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