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令和4年3月卒業（修了）予定の
道内大学生・大学院生・短大生・北見市内専門学校生等対象学生
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参 加 企 業 名

天内工業㈱

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。

4～5P設備工事業 対象：大・院・短・専

河西建設㈱ 8～9P建設業 対象：大・院・短・専

10～11P北見通運㈱

12～13P

運輸（総合物流業） 対象：大・院・短・専

㈱倉本鉄工所

14～15P

鉄工業 対象：大・院・短・専

桑原グループ

16～17P

電気工事、管工事、自動車電装品販売・修理 対象：大・院・短・専

三和工業㈱

18～19P

建設業 対象：大・院・短・専

谷口電工㈱

20～21P

電気工事業・電気通信工事業 対象：大・短・専

㈱道東アークス

22～23P

食品小売業 対象：大・院・短・専

ネッツトヨタ北見㈱

24～25P

小売・卸売業 対象：大・院・短・専

㈱ホームセンター坂本

26～27P

小売業 対象：大・院・短・専

北辰土建㈱

28～29P

建設業 対象：大・院・短・専

北都板金工業㈱

30～31P

建築板金業 対象：大・院・短・専

㈱渡辺組 32～33P総合建設業 対象：大・院・短・専

㈱北杜設計

34～35P

建設コンサルタント業 対象：大・院・短・専

㈱丸田組 総合建設業 対象：大・院・短・専

㈱エムリンクホールディングス 6～7P介護福祉・保育業 対象：大・短・専

本ガイドブックは、令和3 年2月に作成されたものですので
一部情報に変更がある場合はご了承願います。
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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。

36P対象：短・専伊藤機械㈱ 卸売業

37P対象：大大槻理化学㈱ 卸売業

38P対象：大・院・短・専岡村建設㈱ 建設業

39P対象：大・院環境コンサルタント㈱ 計量証明業

40P対象：大・院・短・専北見市役所 官公庁

41P

対象：大・専㈱ジョイン 小売業

42P対象：大・院・短・専トヨタカローラ北見㈱ 自動車小売業

43P

対象：大・短・専㈱ドボク管理 測量業・建設コンサルタント業

44P

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

45P

対象：大・院・短・専㈱パル設計事務所 専門技術サービス業
（建設コンサルタント業・測量業）

46P

対象：大・院・短・専松谷建設㈱ 建設業

47P

対象：大・院・短・専丸玉木材㈱ 製造業

48P

対象：大・院・短・専サン技術コンサルタント㈱ 建設コンサルタント業

参 加 企 業 名
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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

11億4,000万円

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 3名

面接

■応募提出書類

■選考方法

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、上下水道プラント工事を事業の柱

としながら、土木・解体・アスベスト除去工事、地中熱

ヒートポンプ工事などの工事も手掛けております。

　特にプラント工事については、浄水場できれいな水

を作り出す仕事に携わり、下水処理場では皆さんが

使った水をきれいにする機械を設置したり、修繕する

仕事をしております。

　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。

対象：大・院・短・専
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質の高い夢と感動の福祉サービスをわたし達は、
これからも追求していきます

業務内容 

■

■

先輩社員からのメッセージ
〇中山 あすかさん 夢ふうせん 美山勤務
2018年4月に入社した中山さん。現在、夢ふうせん美山に勤務しています。 
中山さんは 3 人姉妹の長女。日々、妹に介護の仕事の楽しさを伝えており、 
「私もお姉ちゃんの職場で働きたい」と言われているそうです。先輩職員のア
ドバイスを受けながら、介護福祉士の取得を目指して奮闘しています。

オホーツク圏・道央圏を中心に、高齢者施設・保育所など
を事業展開するエムリンクグループは、ハイヤーや銭湯や
温泉宿泊等地域福祉をあらゆる角度から支援する事業をし
ています。

株式会社エムリンクホールディング
https://www.e-mlink.co.jp/

所 在 地 : 北見市美芳町 5丁目 2番 13 号
T E L : 0157-33-5900 
F A X : 0157-33-5899
E-mail : takehata@e-mlink.co.jp

企 業
PROFILE

代 表 者 : 本 見 研 介 
創 　 業 : 2002年3月 
資 本 金 : 3820 万円
従業員数 : 372 名

主な事業

特徴

■

■

３つの挑戦

代表より

介護事業 保育事業 温泉宿泊事業

旅客運送 後見 就労支援 就労・学習・相談支援

理念・行動指針の浸透 熱心な社内研修 多くのイベント

■

■

我が仲間達は夢を持って、北の大地で

仕事に情熱を注いでいます。

 地域社会を支える福祉サービス展開のため

「夢ふうせん」の仲間になりませんか
本見 研介

対象：大・短・専
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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

65億2,000万円（令和元年度実績）

322名（社員200名、パート・季節雇用122名）※令和2年12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）

■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周年を迎えました。

記念事業として、こども応援基金の設立、

北見赤十字病院への寄付、玉ねぎチェアの寄贈、

通学路見守り防犯カメラを寄贈しました。

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。
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。

■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
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通学路見守り防犯カメラを寄贈しました。

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。
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。

■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　　38名（2020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）
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31年度実績　平均2.87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。
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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　　38名（2020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）
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31年度実績　平均2.87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.
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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 , 
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会社概要
創 業

資本金

代表者 

従業員数

売上高

住所

電話番号

FAX

支店

事業内容

総合建設業

対象：大・院・短･専

昭和24年1月1日

3,000万円

代表取締役 松谷 光浩

46 名【内女性:土木部2 名、第1工事部 3名、総務部 5名】

令和元年度  1,607,050 千円
平成30年度 1,503,202 千円

〒090-0831　北海道北見市西富町 1 丁目 8 番 1 号

0157-23-4025

0157-23-4040

札幌支店

土木建設業、とび・土工工事業、管工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、解体工事業、造園工事業

仕事内容
〇元請負者として各種の土木・設備工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめをします。 
〇専門工事業者を統括して工程・品質・原価・安全などの管理をします。 
〇設計図書に基づいて資材を調達し、下請けの専門工事業に外注して工事を進めていきます。

募集要項
土木・設備の施工管理技術職
土木部:土木工事、水道施設工事、造園工事
第1工事部:管工事 
大学卒 225,000円~
昇給年 1 回(7 月)1,000 円~15,000 円/月 
賞与年 3 回(7 月・10 月・12 月)
8:30~17:30
週休二日制・夏期休暇・年末年始休暇・年間休日107 日(会社カレンダーによる)
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済・定期健康診断

三和工業HPです!
ぜひご覧ください!

募集職種
業務内容

初任給
昇給・賞与

勤務時間
休日・休暇
福利厚生

整地工現場 道路工現場

●仕事体験
TS(トータルステーション)測量実習体験 ドローン操作体験  

■施工実績
●土木部

3・3・3号中央大通改築工事 佐呂間別川広域河川改修工事（補正）（繰越）外

●第1工事部 
アドヴィックス常呂カーリングホール アルゴグラフィックス北見カーリングホール

私たちは、学生に向けたインターンシップや現場見学会に取り組んでいます。当社の若手社員8名もインターンシップや現場
見学会に参加して入社しています。例えばインターンシップ内容としては、現場見学・仕事体験はもちろん、現場ではどんなこ
とをしてどんな作業をするのか、作業内容を明確に伝えるミーティングなどを行います。こちらの写真が今年行われたインター
ンシップの様子です！！

●現場見学

測量体験やドローン操作体験ができる！？
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仕事内容

株式会社道東アークス

地域のライフラインとして、
価値ある商品・サービスを低価格で提供し、
豊かな暮らしに貢献します。

道東アークスは、オホーツク管内でスーパーマーケットチェーンを展開しています。
当日調理した商品を当日中に召し上がって頂きたく、少量生産のデメリットを手作り感のメリットに換えて
美味しさを追求し、オホーツク管内の地域のお客様に期待を超えた価格とサービスを提供してまいります。
　また、笑顔が絶えないフレンドリーな職場作りを目指して、今まで以上に感謝を忘れず、お客様に満足し
ていただける地域に密着したスーパーマーケットとし、安全安心な商品・サービスを提供して行ける様、従
業員一丸となってまい進してまいります。

勤務と待遇

採用職種 総合販売職
勤務地 北見市、網走市、美幌町、斜里町
初任給 大卒／193,000円

短大・専門卒／167,000円
昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（6月・11月）
休日 年間107日（シフト制　月平均8～9日）　4連休（年2回）
福利厚生 社会保険完備、退職金、慶弔休暇、社員買物、永年勤続、資格取得補助、

映画補助、宿泊補助、地域限定社員制度、国内流通視察、海外流通視察 等

　店舗での販売業務（青果、食肉、水産、惣菜、日配、グローサリーなどの各部門）にて、売場管理、
商品管理、在庫管理、接客対応等の販売の基本を経験することから始まります。
　 販売の基本をしっかり勉強し、お客様にとって心地のよい買い物の場を効率よくつくれるような実
力を早期に身に付けて頂きます。
　 その後、能力・適性等に応じて店長やマネジャー・バイヤー等のスペシャリストやゼネラルマネジ
メントスタッフの道にチャレンジして頂きます。
　 人と接する事が好きで、地域貢献に従事したいと考えている方を求めています。

会社概要

会社名 株式会社道東アークス
本社所在地 〒090-0056　北海道北見市卸町3丁目3番地3

 TEL 0157-36-5121  FAX 0157-36-5125
　　設立 1959年12月
　　代表者 篠原　肇
　　事業内容 食品スーパーマーケット
　　資本金 4億5千万円
　　売上高 200億円
　　経常利益　　4億円
　　従業員 738名
　　店舗数 14店舗（北見市、網走市、美幌町、斜里町）

対象：大・院・短・専
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メントスタッフの道にチャレンジして頂きます。
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北見市東三輪3丁目22番地
TEL.０１５７－24－0010
http://netz-kitami.jp 

代 表 者
設　　　立
資 本 金
売 上 高
常勤従業員
主な社歴

河合　昭德 、栗山　太郎
昭和44年2月
3,000万円
33億円
100名
●昭和44年4月
●昭和55年7月
●昭和63年9月
●平成　3年2月
●平成　6年5月
●平成10年8月
●平成13年4月
●平成21年10月
●平成28年10月

営業開始
本社社屋新築
網走店新築
紋別店新築
美幌店新築
トヨタオートからネッツトヨタへVI変更
マイカーセンター移転
ネッツトヨタオホーツクと合併
遠軽店新築

お 問 い 合 わ せ

■店　　舗

■平均年令
■勤務時間
■休日休暇
■福利厚生
■教育研修

北見・北見マイカーセンター・網走・紋別・美幌・遠軽 
［網走支庁管内６ヶ所・販売店舗６ヶ所／サービス店舗５ヶ所］
全社平均45.3歳（男性平均45.8歳/女性平均33.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
年間１０５日（火曜、祝祭日、Ｇ・Ｗ、夏期、年末年始、選択休月1日、誕生日）
各種社会保険制度・退職金制度・マイカー購入優遇制度・財形貯蓄
新入社員教育、１－３年次教育、ステップアッププログラム教育、
専任トレーナーによる３段階ステップアップ教育、業務ステップ教育、各種研修

概要

●特色

　クルマが好きでサービススタッフの仕事を選んだ
現在、クルマを扱える毎日がとても楽しく充実してい
ます。 お客様と接する機会もあり、「ありがとう」と言
われた時は、とてもうれしく、この仕事を選んで良
かったと思える時間でもあります。まだまだわからな
い事も多く、先輩から日々学んでいます。クルマの好
きな人、一緒にガンバリませんか。

十勝サーキットで開催されるヴィッツ
レースに企業として参戦しています。
（3～4レース/年）

毎年ドライバー選考会に、多くのエン
ジニアが参加して、最速ラップを出し
たドライバーとして参加しています。

　私は営業部保険課に一般事務員として入社し、日々
楽しく働いています。入社当時はわからない事だらけ
で不安でしたが、先輩方が優しくサポートしてくれる
ため今ではその不安も無くなりました。今でもわから
ない事が多いですが、一人で難しい作業をこなした時
の達成感は忘れる事ができません。
保険募集人資格を取得して、現在も勉強中ですが　自
分のスキルを上げる為に、日々頑張っています。

道東の拠点都市北見市を中心にトヨタ自動車のディーラーとして堅実な発展を続け、クルマの販売を通じて
地域社会に貢献し、社員とその家族の幸福を築いていくことを企業の目標とする会社です。

●企業アピール
ネッツトヨタ北見では、様々な自動車を使ったイベントを開催しています。イベントの中でエンジニアが参加できる
イベントも有ります。JAF準加盟クラブチーム「ネッツトヨタ北見」が有り、モータースポーツへ積極的に参加をしています。
他にも様々なスポーツ支援や応援、地域に貢献できるような活動を行ってます。

豊富な取扱車種体系
［トヨタ自動車の新車全車種］

コンピュータ導入による効率的な営業体制の確立。

「企業の繁栄はすなわち社員の幸福」という明るい雰囲気の中で全社員元気一杯張り切っています。

1

2

3

4

  美幌店 サービスエンジニア   草場　雄介
平成30年３月　北見高等技術専門学院卒 

 営業部 保険課   清信　菜摘  

 平成31年３月 北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

イベント

ヴィッツレース

内　容 写　真

ドライブフェスタ

デンソー網走テストセンター全コース
を使い、様々な体験走行ができる様な
イベントを開催しています。

試乗車を使用して高速周回路を、ハイ
スピードで走行したり、レーシングド
ライバーが運転する車両に同乗走行す
る事が出来ます。

スキー場の駐車場を使用して、テクニ
カルなコースを設定しタイムを競うジ
ムカーナレースを開催しています。

エンジニアも愛車で参戦しています。

ジムカーナレース

2018年平昌オリンピック日本代表、女
子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」
所属の吉田 知那美選手も当社に勤務
しています。世界で活躍するトップア
スリートを身近に感じ、全社員一丸と
なり応援しています。

カーリング

● ●

●

北網
ダイハツ様

至旭川

西
４
号
線

西
５
号
線

北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線 至網
走

トヨタカローラ
北見様

対象：大・院・短・専
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 営業部 保険課   清信　菜摘  

 平成31年３月 北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

イベント

ヴィッツレース

内　容 写　真

ドライブフェスタ

デンソー網走テストセンター全コース
を使い、様々な体験走行ができる様な
イベントを開催しています。

試乗車を使用して高速周回路を、ハイ
スピードで走行したり、レーシングド
ライバーが運転する車両に同乗走行す
る事が出来ます。

スキー場の駐車場を使用して、テクニ
カルなコースを設定しタイムを競うジ
ムカーナレースを開催しています。

エンジニアも愛車で参戦しています。

ジムカーナレース

2018年平昌オリンピック日本代表、女
子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」
所属の吉田 知那美選手も当社に勤務
しています。世界で活躍するトップア
スリートを身近に感じ、全社員一丸と
なり応援しています。

カーリング

● ●

●

北網
ダイハツ様

至旭川

西
４
号
線

西
５
号
線

北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線 至網
走

トヨタカローラ
北見様

対象：大・院・短・専
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対象：大・院・短･専

〒090-0837北海道北見市中央三輪6丁目443-1 
TEL.0157-36-7266 FAX.0157-36-7267 

株式会社ホームセンター坂本

昭和６０年７月

坂本　勤

25,000,000円 

■三輪店

■遠軽店

■斜里店

斜里町青葉33-2 
TEL.0152-23-6001（斜里店） 

遠軽町大通北8丁目2-11 
TEL.0158-42-0600（遠軽店） 

北見市中央三輪6丁目443-1
TEL.0157-36-7266（三輪店） 
TEL.0157-36-0288（FLOS） 

坂本ホーマ

お客様の笑顔が
私たちの活力源。

会社名称

会社設立

代表取締役

資本金

本　社

店　舗

沿　革

●
ホーマック様

国道39号線

国道242号線

国道244号線

ホクレン様

しまむら様

エーコープ様

セイコー
マート様

ユニクロ様

坂本ホーマ三輪店・FLOS

坂本ホーマ遠軽店

坂本ホーマ斜里店ツ
ル
ハ
様

セブンイレブン様

●

● ●

●●

●

●

1985年7月 創業 

1985年7月 坂本ホーマ小泉店(本店)オープン 

1988年7月  坂本ホーマ三輪店オープン 

1989年9月  坂本ホーマ遠経店オープン 

1991年8月  坂本ホーマ斜里店オープン 

1993年7月  アウトドア・フィッシングFLOSオープン 

1995年7月  小泉店閉店、本店を三輪へ移動 

2020年６月  アウトドア・フィッシングFLOS 

　　　　　　　 リニューアルオープン

会 社 概 要
Company Profile
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対象：大・院・短･専

〒090-0837北海道北見市中央三輪6丁目443-1 
TEL.0157-36-7266 FAX.0157-36-7267 

株式会社ホームセンター坂本

昭和６０年７月

坂本　勤

25,000,000円 

■三輪店

■遠軽店

■斜里店

斜里町青葉33-2 
TEL.0152-23-6001（斜里店） 

遠軽町大通北8丁目2-11 
TEL.0158-42-0600（遠軽店） 

北見市中央三輪6丁目443-1
TEL.0157-36-7266（三輪店） 
TEL.0157-36-0288（FLOS） 

坂本ホーマ

お客様の笑顔が
私たちの活力源。

会社名称

会社設立

代表取締役

資本金

本　社

店　舗

沿　革

●
ホーマック様

国道39号線

国道242号線

国道244号線

ホクレン様

しまむら様

エーコープ様

セイコー
マート様

ユニクロ様

坂本ホーマ三輪店・FLOS

坂本ホーマ遠軽店

坂本ホーマ斜里店ツ
ル
ハ
様

セブンイレブン様

●

● ●

●●

●

●

1985年7月 創業 

1985年7月 坂本ホーマ小泉店(本店)オープン 

1988年7月  坂本ホーマ三輪店オープン 

1989年9月  坂本ホーマ遠経店オープン 

1991年8月  坂本ホーマ斜里店オープン 

1993年7月  アウトドア・フィッシングFLOSオープン 

1995年7月  小泉店閉店、本店を三輪へ移動 

2020年６月  アウトドア・フィッシングFLOS 

　　　　　　　 リニューアルオープン

会 社概要
Company Profile
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対象：大・院・短・専

〒090-0030 北海道北見市北10条東4丁目1番地 
TEL:0157-24-8624 
FAX:0157-61-2097 

URL http://www.hokushindoken.co.jp 
E-mail : j.miura@hokushindoken.co.jp 

担当者:三浦淳司(みうらじゅんじ)

橋梁建設というフィールドで優れた技術と人一倍の情熱で夢を架け続けていきます。

先輩の声 

在学中にインターンシップで職場体験をし、この仕事に興味を持つよう
になりました。 
就職してからは橋、道路、畑の整地など、それぞれの専門知識を持った

先輩たちから多くのことを教わりながら仕事をしています。 
今は一つでも多くのことを吸収して、一日でも早く仕事を任せて貰えるよう
になることが目標です。 
長期にわたる工事では、現場周辺地域の人も関心をもって声を掛けてく

れることがあります。「もうすぐ完成するね。」と嬉しそうにしているのを見る時、人の役に立てた喜びと
達成感でいっぱいになります。向上心のある方、達成感を味わいたい方、いっしょに働きませんか？  

 

就学制度 

北辰土建株式会社は、「人材」こそが最大の資源であるという考えのもと、社員が能力・スキルを最大限に
発揮できるように研修制度を導入しています。 
北辰土建株式会社に籍を置き、専門学校に通学する制度です。 
土木技術者としての基本技術・基礎知識を、専門学校で１年間学ぶことができるので、専門学科を卒業

していなくても安心して入社していただけます。 
在学中に資格取得も可能です。 

■代 表 者  代表取締役 鴨下辰哉 
■創   立  １９６２年１月１６日 
■資 本 金  ４,０００万円 
■社 員 数  ８０名 
■事業内容  橋梁下部、上部工事（鋼上部工、PC上部工）、橋梁耐震補強  

補修工事（下部上部工事）、躯体工事（ボックス、擁壁、処理施設他） 
一般土木工事（道路、下水、護岸、地下化工事） 

■得 意 先  網走開発建設部・オホーツク総合振興局・北見市・各市町村・JR北海道 
          各橋梁メーカー・大手ゼネコン・水処理施設メーカー 

■募集学部  問わない 
■募集人数  若干名 
■職   種  現場管理業務 
■初 任 給  ２３０，０００円～ 
■賞   与  年３回 

 

【会社概要】

採用情報

■休   日  土曜・日曜・祝日（週休２日制）・
年末年始休暇・GW休暇 

■福利厚生  社会保険・雇用保険・労災保険・
退職金制度・企業年金制度

■勤務時間  ８：００～１７：００ 

家族に仕事を理解してもらう
取り組みを続けていきます。

地域の清掃活動や
植樹活動を続けていきます。
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対象：大・院・短・専

〒090-0030 北海道北見市北10条東4丁目1番地 
TEL:0157-24-8624 
FAX:0157-61-2097 

URL http://www.hokushindoken.co.jp 
E-mail : j.miura@hokushindoken.co.jp 

担当者:三浦淳司(みうらじゅんじ)

橋梁建設というフィールドで優れた技術と人一倍の情熱で夢を架け続けていきます。

先輩の声 

在学中にインターンシップで職場体験をし、この仕事に興味を持つよう
になりました。 
就職してからは橋、道路、畑の整地など、それぞれの専門知識を持った

先輩たちから多くのことを教わりながら仕事をしています。 
今は一つでも多くのことを吸収して、一日でも早く仕事を任せて貰えるよう
になることが目標です。 
長期にわたる工事では、現場周辺地域の人も関心をもって声を掛けてく

れることがあります。「もうすぐ完成するね。」と嬉しそうにしているのを見る時、人の役に立てた喜びと
達成感でいっぱいになります。向上心のある方、達成感を味わいたい方、いっしょに働きませんか？  

 

就学制度 

北辰土建株式会社は、「人材」こそが最大の資源であるという考えのもと、社員が能力・スキルを最大限に
発揮できるように研修制度を導入しています。 
北辰土建株式会社に籍を置き、専門学校に通学する制度です。 
土木技術者としての基本技術・基礎知識を、専門学校で１年間学ぶことができるので、専門学科を卒業

していなくても安心して入社していただけます。 
在学中に資格取得も可能です。 

■代 表 者  代表取締役 鴨下辰哉 
■創   立  １９６２年１月１６日 
■資 本 金  ４,０００万円 
■社 員 数  ８０名 
■事業内容  橋梁下部、上部工事（鋼上部工、PC上部工）、橋梁耐震補強  

補修工事（下部上部工事）、躯体工事（ボックス、擁壁、処理施設他） 
一般土木工事（道路、下水、護岸、地下化工事） 

■得 意 先  網走開発建設部・オホーツク総合振興局・北見市・各市町村・JR北海道 
          各橋梁メーカー・大手ゼネコン・水処理施設メーカー 

■募集学部  問わない 
■募集人数  若干名 
■職   種  現場管理業務 
■初 任 給  ２３０，０００円～ 
■賞   与  年３回 

 

【会社概要】

採用情報

■休   日  土曜・日曜・祝日（週休２日制）・
年末年始休暇・GW休暇 

■福利厚生  社会保険・雇用保険・労災保険・
退職金制度・企業年金制度

■勤務時間  ８：００～１７：００ 

家族に仕事を理解してもらう
取り組みを続けていきます。

地域の清掃活動や
植樹活動を続けていきます。
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対象：大・院・短・専
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対象：大・院・短・専
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　近年、自然災害リスクの増大や社会資本の老朽化などの課題に対し、エンジニアとしての役割が 重要となっており、業
務は拡大傾向にあります。
　当社の事業内容は、地域における社会資本の構想、計画・設計・維持等に至る役割を担っており、 未来の国土形成を行う
最先端の事業を行っております。取引先は、主に官公庁であるため、安定した企業経営を実現しており、さらに成長するた
め、技術力向上を目的とした講習会参加や処遇改善に力をいれております。

所在地

設　立

資本金

売上高

従業員数

 建設業をトータルコーディネイトする建設コンサルタント業・測量業・地質調査業

事業内容

　まずはCAD操作や先輩の仕事の補助を行って、土木の基礎を学びスキルをアップして頂きます。
実務経験を積むと、国家試験である土木施工管理技士、測量士などの受験資格応募が可能になるた め、挑戦して頂きます。

仕事内容

【担当者より】
ドローンでの空撮、3D技術、GNSS測量などの最新技術にいち早く取り組んでいます。資格取得希望者には助
成金制度も用意しています。また、事業内職業能力開発計画の一環として、休職せずに給料を受給しながら学
校へ通学できる制度を導入しております。     

プラスワン

（株）北杜設計 
担当 専務取締役 尾形（おがた）まで

〒093-0042  網走市潮見171-1
 TEL:0152-43-1953   
FAX:0152-45-0739

採用担当連絡先

　図面を描いたり、データ入力する仕事が多いため、与えられた仕事に対してまじめにコツコツできる方を求めています。

求める人物像

未経験者歓迎、高卒以上、要普免(AT限定可)

給与 基本給 　大卒    　　　　 210,000円
          　　短大・高専卒 　 190,000円
          　　高卒     　　　　180,000円

基本給 + 時間外手当、技術手当、住宅手当、通勤手当

応募資格

【勤務時間】　8：30 ～ 17：30 （休憩60分） 

【休　　日】　土曜・日曜・祝日 完全週休二日制 、入社半年後有給休暇取得可能
     　　　　　夏期・年末年始・GW休暇あり、年間休日120日以上

【待　　遇】　各社保完備、交通費規定支給
     　　　　　賞与年2回、燃料手当、住宅手当（単身/月1万7千円・世帯主/月2万4千円）、
    　　 　　　家族手当、資格手当、決算手当、役職手当、退職金制度、車通勤可（無料駐車場あり）
【育児休暇】　産休・育児休暇取得実績あり(2名)

共通項目

企業概要

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

OB北見工業大学 令和2年3月卒の先輩が在籍しています。

1980年(昭和55年4月)

3,000万円

1億9.600万円(令和2年3月期)

18名(正社員18名のうち男性15名、女性3名)

本　　　社  : 網走市字潮見171番地の1
道 央 支 店  : 札幌市中央区南3条西12丁目326-2
北見営業所  : 北見市新生町73-16 
土質試験室  :  網走市鱒浦4丁目9-5

深浅測量

社内の様子 会社外観

3Dレーザー測量 社内研修

対象：大・院・短・専
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　近年、自然災害リスクの増大や社会資本の老朽化などの課題に対し、エンジニアとしての役割が 重要となっており、業
務は拡大傾向にあります。
　当社の事業内容は、地域における社会資本の構想、計画・設計・維持等に至る役割を担っており、 未来の国土形成を行う
最先端の事業を行っております。取引先は、主に官公庁であるため、安定した企業経営を実現しており、さらに成長するた
め、技術力向上を目的とした講習会参加や処遇改善に力をいれております。

所在地

設　立

資本金

売上高

従業員数

 建設業をトータルコーディネイトする建設コンサルタント業・測量業・地質調査業

事業内容

　まずはCAD操作や先輩の仕事の補助を行って、土木の基礎を学びスキルをアップして頂きます。
実務経験を積むと、国家試験である土木施工管理技士、測量士などの受験資格応募が可能になるた め、挑戦して頂きます。

仕事内容

【担当者より】
ドローンでの空撮、3D技術、GNSS測量などの最新技術にいち早く取り組んでいます。資格取得希望者には助
成金制度も用意しています。また、事業内職業能力開発計画の一環として、休職せずに給料を受給しながら学
校へ通学できる制度を導入しております。     

プラスワン

（株）北杜設計 
担当 専務取締役 尾形（おがた）まで

〒093-0042  網走市潮見171-1
 TEL:0152-43-1953   
FAX:0152-45-0739

採用担当連絡先

　図面を描いたり、データ入力する仕事が多いため、与えられた仕事に対してまじめにコツコツできる方を求めています。

求める人物像

未経験者歓迎、高卒以上、要普免(AT限定可)

給与 基本給 　大卒    　　　　 210,000円
          　　短大・高専卒 　 190,000円
          　　高卒     　　　　180,000円

基本給 + 時間外手当、技術手当、住宅手当、通勤手当

応募資格

【勤務時間】　8：30 ～ 17：30 （休憩60分） 

【休　　日】　土曜・日曜・祝日 完全週休二日制 、入社半年後有給休暇取得可能
     　　　　　夏期・年末年始・GW休暇あり、年間休日120日以上

【待　　遇】　各社保完備、交通費規定支給
     　　　　　賞与年2回、燃料手当、住宅手当（単身/月1万7千円・世帯主/月2万4千円）、
    　　 　　　家族手当、資格手当、決算手当、役職手当、退職金制度、車通勤可（無料駐車場あり）
【育児休暇】　産休・育児休暇取得実績あり(2名)

共通項目

企業概要

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

OB北見工業大学 令和2年3月卒の先輩が在籍しています。

1980年(昭和55年4月)

3,000万円

1億9.600万円(令和2年3月期)

18名(正社員18名のうち男性15名、女性3名)

本　　　社  : 網走市字潮見171番地の1
道 央 支 店  : 札幌市中央区南3条西12丁目326-2
北見営業所  : 北見市新生町73-16 
土質試験室  :  網走市鱒浦4丁目9-5

深浅測量

社内の様子 会社外観

3Dレーザー測量 社内研修

対象：大・院・短・専
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対象：大・院・短・専

本社　〒093-0001網走市南1条東1丁目13-3
TEL 0152-43-4511／FAX 0152-43-6782
http://www.marutagumi.co.jp

丸田組はオホーツク管内を基盤に土木・建築 を手掛ける総合建設業として

経営を続け、創業１００年を超える企業です。

建設業は『一品受注生産』で工事を完成するには、職種（ジャンル）が多岐にわたります。
弊社は建築・土木・営業・総務・技術管理という5つの部署があり、それぞれが一体となって
はじめて工事が完成となります。
弊社はその多様な職種に対し、新たな“力 ”を必要としています。
過去の固定概念や通念だけではなく、未来を創設する“力 ”を求めております。

採用人数

募集職種

給　　与

賞　　与

若干名

土木部、建築部、技術管理部

専門・短大　　　 　211,000円

大卒　　　　　　　225,000円

大学院卒（修士）　　240,000円

年2回（夏・冬）+3月（決算による）

就業時間

休　　日

休　　暇

福利厚生

勤 務 地

8：00～17：00

完全週休2日制（土日休み109日）

年末年始休暇、有給休暇、特別休暇、お盆休暇

社会保険完備、退職金制度あり

網走市
※土木部、建築部は現場により勤務地が異なります
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対象：大・院・短・専

本社　〒093-0001網走市南1条東1丁目13-3
TEL 0152-43-4511／FAX 0152-43-6782
http://www.marutagumi.co.jp

丸田組はオホーツク管内を基盤に土木・建築 を手掛ける総合建設業として

経営を続け、創業１００年を超える企業です。

建設業は『一品受注生産』で工事を完成するには、職種（ジャンル）が多岐にわたります。
弊社は建築・土木・営業・総務・技術管理という5つの部署があり、それぞれが一体となって
はじめて工事が完成となります。
弊社はその多様な職種に対し、新たな“力 ”を必要としています。
過去の固定概念や通念だけではなく、未来を創設する“力 ”を求めております。

採用人数

募集職種

給　　与

賞　　与

若干名

土木部、建築部、技術管理部

専門・短大　　　 　211,000円

大卒　　　　　　　225,000円

大学院卒（修士）　　240,000円

年2回（夏・冬）+3月（決算による）

就業時間

休　　日

休　　暇

福利厚生

勤 務 地

8：00～17：00

完全週休2日制（土日休み109日）

年末年始休暇、有給休暇、特別休暇、お盆休暇

社会保険完備、退職金制度あり

網走市
※土木部、建築部は現場により勤務地が異なります
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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

ジビエ事業

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

トレーラーハウス

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）

2020年10月に工場が稼働した新しい会社です。
遠軽町を中心としたオホーツクエリアのエゾシカ肉を全国に届けています。
周辺地域の農業被害も削減し、三方良しの経営を目指しています。

オホーツクジビエ 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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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

ジビエ事業

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

トレーラーハウス

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）

2020年10月に工場が稼働した新しい会社です。
遠軽町を中心としたオホーツクエリアのエゾシカ肉を全国に届けています。
周辺地域の農業被害も削減し、三方良しの経営を目指しています。

オホーツクジビエ 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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 ●工事施工例

●募集要項
■業務内容

(1)電気工事・電気通信工事・エネルギー関連工事・一般電気工事の設計・積算・施工計画
(2)工事や役務の工程・施工管理
(3)工事使用機器、材料等の選定及び購入管理

■募集業種　技術部門

■勤務時間 7：30～17：00（休息時間90分を含む）週休二日制
■初 任 給 180,000～200,000（各種保険、諸手当含む）
■賞　　与 決算期に一回

一般国333号遠軽町　旭野トンネル照明設備更新工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

網走開発建設部管内　CCTVカメラ設置外工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

谷口電工株式会社
～地域経済繁栄への積極的な貢献～

事業概要

●会社概要

会社名

所在地

代表者　

資本金

創　業

従業員

主な事業

国家資格等

建設業の許可等 ・特定建設業　電気工事業、電気通信工事業
・一般建設業　とび・土工工事業
・登録電気工事業者
・北海道電力株式会社指定工事店

主な取引先 国土交通省・北海道開発局、北海道・オホーツク総合振興局、北見市
北海道電力株式会社、北海電気工事株式会社、沙留漁港、その他一般企業など

　　弊社は、“電気に関する地域の要求に応えたい”  との思いから、あらゆる電気工事・電気通信工

事を施工しています。国・北海道・地方自治体発注の公共工事を中心に、電気工事、電気通信工事、

自然エネルギー関連工事（主に太陽光発電）などの電気・電気通信設備に関して、総合的な技術力

を発揮し、オホーツク地域に貢献する工事会社として発展しています。

谷口電工株式会社

〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4

TEL 0157-42-3851　FAX 0157-42-4473

谷口高啓（たにぐちたかひろ）

3500万円

昭和39年（1964年）

45名

電気工事・電気通信工事の設計・積算・施工

一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、第三種電気主任技術者

第一種・第二種電気工事士、登録電気工事基幹技能者、一級陸上無線技術士等

採用担当者連絡先
谷口電工株式会社　藤原　裕（採用担当）
〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4

TEL 090-4874-8924　E-mail fujiwara@taniguchi-dk.co.jp　　

（技術士、一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、
　一種又は二種電気工事士等の所有者又は受験可能者）

対象：大・短・専
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 ●工事施工例

●募集要項
■業務内容

(1)電気工事・電気通信工事・エネルギー関連工事・一般電気工事の設計・積算・施工計画
(2)工事や役務の工程・施工管理
(3)工事使用機器、材料等の選定及び購入管理

■募集業種　技術部門

■勤務時間 7：30～17：00（休息時間90分を含む）週休二日制
■初 任 給 180,000～200,000（各種保険、諸手当含む）
■賞　　与 決算期に一回

一般国333号遠軽町　旭野トンネル照明設備更新工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

網走開発建設部管内　CCTVカメラ設置外工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

谷口電工株式会社
～地域経済繁栄への積極的な貢献～

事業概要

●会社概要

会社名

所在地

代表者　

資本金

創　業

従業員

主な事業

国家資格等

建設業の許可等 ・特定建設業　電気工事業、電気通信工事業
・一般建設業　とび・土工工事業
・登録電気工事業者
・北海道電力株式会社指定工事店

主な取引先 国土交通省・北海道開発局、北海道・オホーツク総合振興局、北見市
北海道電力株式会社、北海電気工事株式会社、沙留漁港、その他一般企業など

　　弊社は、“電気に関する地域の要求に応えたい”  との思いから、あらゆる電気工事・電気通信工

事を施工しています。国・北海道・地方自治体発注の公共工事を中心に、電気工事、電気通信工事、

自然エネルギー関連工事（主に太陽光発電）などの電気・電気通信設備に関して、総合的な技術力

を発揮し、オホーツク地域に貢献する工事会社として発展しています。

谷口電工株式会社

〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4

TEL 0157-42-3851　FAX 0157-42-4473

谷口高啓（たにぐちたかひろ）

3500万円

昭和39年（1964年）

45名

電気工事・電気通信工事の設計・積算・施工

一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、第三種電気主任技術者

第一種・第二種電気工事士、登録電気工事基幹技能者、一級陸上無線技術士等

採用担当者連絡先
谷口電工株式会社　藤原　裕（採用担当）
〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4

TEL 090-4874-8924　E-mail fujiwara@taniguchi-dk.co.jp　　

（技術士、一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、
　一種又は二種電気工事士等の所有者又は受験可能者）

対象：大・短・専
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「伊藤機械株式会社」は、2006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。2019年4月より電材部発足により商品在庫の補充、 エリア拡大を目指します。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
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

工大卒業者…1名

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
令和元年度　2966百万円
35名（北見本社）
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／事務職
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

伊藤機械株式会社 

採用情報

対象：短・専

代表者からのメッセージ

WORKER‘SVOICE 現場の声

笑いのある
明るい職場
「仕事中は真面目に」とか「喋らずに」とか会社によって
は異なりますが、弊社は社員同士仲が良く笑いながら仕
事をする場面が沢山あります。お客さんを交えて世間話
はもちろん、色々な人と話す機会が多くのびのびと仕事
していますもちろん間違えたらこわいおしかりはあり
ますが…（笑）

疲れたところにある
充実感
働くことは簡単ではないけれど慣れてくると捗る事も
多くなり時間の使い方が上手になります覚えることが
大変で嫌になることや逃げだしたくなったこともたく
さんありましたがしかしその反対に充実感を感じる時
もあり一日一日の成長を楽しく思っています。

これから自分の未来を切り拓いていくのは自分自身です。待っていても始まりません。
だからこそ出来ることが皆さんには、沢山備わっています。あなたの力が必要です。
さあ一緒に働いてみませんか？明るい未来がここにある！

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）
3,000万円
39億8,000万円　（2020年3月期）
54名（2020年12月末）
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

 ( このほかに定年まで勤め退職された方が4名 )工大OB　6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

2020年 4月 創立43周年（創業57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／9：00～18：00
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　　任　　給／大卒営業　181,700 円
　　　　　　　（住宅手当、家族手当など別途支給）　　　　　　　
　　　　　　　　（通勤手当は別途一律5,000円支給）

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」道東地区　 　　　　

お陰様で 自己資本比率 2020年3月末決算時

（北見・釧路・帯広） 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

36.3% 銀行借入残高 2020年12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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「伊藤機械株式会社」は、2006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。2019年4月より電材部発足により商品在庫の補充、 エリア拡大を目指します。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
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

工大卒業者…1名

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
令和元年度　2966百万円
35名（北見本社）
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／事務職
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

伊藤機械株式会社 

採用情報

対象：短・専

代表者からのメッセージ

WORKER‘SVOICE 現場の声

笑いのある
明るい職場
「仕事中は真面目に」とか「喋らずに」とか会社によって
は異なりますが、弊社は社員同士仲が良く笑いながら仕
事をする場面が沢山あります。お客さんを交えて世間話
はもちろん、色々な人と話す機会が多くのびのびと仕事
していますもちろん間違えたらこわいおしかりはあり
ますが…（笑）

疲れたところにある
充実感
働くことは簡単ではないけれど慣れてくると捗る事も
多くなり時間の使い方が上手になります覚えることが
大変で嫌になることや逃げだしたくなったこともたく
さんありましたがしかしその反対に充実感を感じる時
もあり一日一日の成長を楽しく思っています。

これから自分の未来を切り拓いていくのは自分自身です。待っていても始まりません。
だからこそ出来ることが皆さんには、沢山備わっています。あなたの力が必要です。
さあ一緒に働いてみませんか？明るい未来がここにある！

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）
3,000万円
39億8,000万円　（2020年3月期）
54名（2020年12月末）
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

 ( このほかに定年まで勤め退職された方が4名 )工大OB　6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

2020年 4月 創立43周年（創業57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／9：00～18：00
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　　任　　給／大卒営業　181,700 円
　　　　　　　（住宅手当、家族手当など別途支給）　　　　　　　
　　　　　　　　（通勤手当は別途一律5,000円支給）

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」道東地区　 　　　　

お陰様で 自己資本比率 2020年3月末決算時

（北見・釧路・帯広） 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

36.3% 銀行借入残高 2020年12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

124

社名 岡村建設株式会社
所在地 〒090-0021　北海道北見市北1条東5丁目1番地 
TEL/FAX TEL：0157-24-3165　/　FAX：0157-24-1555
創業 1896年(明治29年)9月10日
資本金 2,500万円
代表者 岡村 金司
業務内容 注文住宅の設計・施工・管理

店舗・アパートの設計・施工・管理
ビル・マンションの設計・施工・管理
その他建築工事の設計・施工・管理

職員数 13名
建設業許可番号 北海道知事許可（特 29）オ　第00320号
一級建築士事務所 北海道知事登録（オホ）　第100号
企業サイト https://www.okamra.co.jp

募集要項  

業務内容 ◎【建築技術者】建築工事現場管理
　　現場施工管理及び事務所内での設計図、施工図、積算、計画書等の書類作成業務
　　協力会社の工事工程、工事品質、事故防止等の安全管理
◎【事務員】受付業務、経理事務業務
　　来客対応や電話応対、会計ソフトへの入力業務等
◎【営業員】営業活動の補佐
　　営業に伴う事務処理、賃貸管理業務、個人宅への訪問 飛び込みやノルマはありません

初任給 193,000

手当 3,000～5,000(携帯借上)+15,000～30,000(車輌借上)+(走行距離に応じて支給) 

福利厚生 各種社会保険等完備
学部学科 不問
選考方法 一次試験【面接・筆記試験（国語・数学・職種別専門知識）・作文】、二次試験【役員面接】

対象：大・院

本店　〒 085-0016　釧路市錦町5丁目3番地
TEL  0154-40-2331　FAX 0154-40-3754　ホームページ：http://kankyocon.co.jp

 沿革

1972年　株式会社公害防止技術センター創立
1975年　北見出張所開設

1985年　環境コンサルタント株式会社へ名称変更

1994年　北網支店社屋新築移転

1996年　函館営業所開設
1998年　帯広営業所開設

2000年　釧路本社社屋増築（釧路町）

2001年　ISO9001：2000認証取得
2007年　中標津営業所開設
2020年　釧路市に本店を移転

採用ＤＡＴＡ

初任給　　180,000＋諸手当（時間外、通勤費等）
勤務先　　北網支店（北見市北上25番地91号）
勤務時間　8：30～17：00
休日休暇　完全週休2日制、年末年始、夏季休暇
福利厚生　各種社会保険制度、退職金制度
資格　　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

昭和47年5月、雄大な釧路湿原の自然に恵まれた道東で初めての公害検査機関として創業し、大気汚染・水質汚濁等の検査
を行ってまいりました。現在は、環境問題の質の多様化、開発一辺倒の時代から自然環境を保全しながらの開発行為等、新
たな変革の時代に突入しております。
私たち環境コンサルタント株式会社は、共に新たな時代に臨む未来の仲間に「チャレンジ精神」「主体性」「コミュニケー
ション能力」を期待します。

【メッセージ】

事業内容

会社概要

■煤煙濃度測定、作業環境測定
■アスベスト調査
■シックハウス調査
■騒音・振動調査
■交通量調査  等

社会環境調査

代表者氏名
設　　　立
資　本　金
従 業 員 数

売　上　高

道内事業所

代表取締役　濱口　憲太
1972年5月12日（昭和47年）
1,000万円
85名（男性70名/女性15名）

2018年（8月期）6.5億円
2019年（8月期）7.9億円
2020年（8月期）7.9億円

釧路市、釧路町、北見市、
札幌市、函館市、帯広市、
中標津町

問い合わせ先

環境コンサルタント株式会社　北網支店
担 当／ 山口　奏司
TEL ／（0157）38-2888
FAX ／（0157）38-2889
e-mail ／ yamaguchi@kankyocon.co.jp
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対象：大・院・短・専

124

社名 岡村建設株式会社
所在地 〒090-0021　北海道北見市北1条東5丁目1番地 
TEL/FAX TEL：0157-24-3165　/　FAX：0157-24-1555
創業 1896年(明治29年)9月10日
資本金 2,500万円
代表者 岡村 金司
業務内容 注文住宅の設計・施工・管理

店舗・アパートの設計・施工・管理
ビル・マンションの設計・施工・管理
その他建築工事の設計・施工・管理

職員数 13名
建設業許可番号 北海道知事許可（特 29）オ　第00320号
一級建築士事務所 北海道知事登録（オホ）　第100号
企業サイト https://www.okamra.co.jp

募集要項  

業務内容 ◎【建築技術者】建築工事現場管理
　　現場施工管理及び事務所内での設計図、施工図、積算、計画書等の書類作成業務
　　協力会社の工事工程、工事品質、事故防止等の安全管理
◎【事務員】受付業務、経理事務業務
　　来客対応や電話応対、会計ソフトへの入力業務等
◎【営業員】営業活動の補佐
　　営業に伴う事務処理、賃貸管理業務、個人宅への訪問 飛び込みやノルマはありません

初任給 193,000

手当 3,000～5,000(携帯借上)+15,000～30,000(車輌借上)+(走行距離に応じて支給) 

福利厚生 各種社会保険等完備
学部学科 不問
選考方法 一次試験【面接・筆記試験（国語・数学・職種別専門知識）・作文】、二次試験【役員面接】

対象：大・院

本店　〒 085-0016　釧路市錦町5丁目3番地
TEL  0154-40-2331　FAX 0154-40-3754　ホームページ：http://kankyocon.co.jp

 沿革

1972年　株式会社公害防止技術センター創立
1975年　北見出張所開設

1985年　環境コンサルタント株式会社へ名称変更

1994年　北網支店社屋新築移転

1996年　函館営業所開設
1998年　帯広営業所開設

2000年　釧路本社社屋増築（釧路町）

2001年　ISO9001：2000認証取得
2007年　中標津営業所開設
2020年　釧路市に本店を移転

採用ＤＡＴＡ

初任給　　180,000＋諸手当（時間外、通勤費等）
勤務先　　北網支店（北見市北上25番地91号）
勤務時間　8：30～17：00
休日休暇　完全週休2日制、年末年始、夏季休暇
福利厚生　各種社会保険制度、退職金制度
資格　　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

昭和47年5月、雄大な釧路湿原の自然に恵まれた道東で初めての公害検査機関として創業し、大気汚染・水質汚濁等の検査
を行ってまいりました。現在は、環境問題の質の多様化、開発一辺倒の時代から自然環境を保全しながらの開発行為等、新
たな変革の時代に突入しております。
私たち環境コンサルタント株式会社は、共に新たな時代に臨む未来の仲間に「チャレンジ精神」「主体性」「コミュニケー
ション能力」を期待します。

【メッセージ】

事業内容

会社概要

■煤煙濃度測定、作業環境測定
■アスベスト調査
■シックハウス調査
■騒音・振動調査
■交通量調査  等

社会環境調査

代表者氏名
設　　　立
資　本　金
従 業 員 数

売　上　高

道内事業所

代表取締役　濱口　憲太
1972年5月12日（昭和47年）
1,000万円
85名（男性70名/女性15名）

2018年（8月期）6.5億円
2019年（8月期）7.9億円
2020年（8月期）7.9億円

釧路市、釧路町、北見市、
札幌市、函館市、帯広市、
中標津町

問い合わせ先

環境コンサルタント株式会社　北網支店
担 当／ 山口　奏司
TEL ／（0157）38-2888
FAX ／（0157）38-2889
e-mail ／ yamaguchi@kankyocon.co.jp
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職種
事務職、技術職(土木、建築、電気、機械、化学)、保健師、保育士、消防職 など
※令和4年度(令和4年4月1日)採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000 円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.45か月分を支給。

（令和2年1月1日現在）

北見市大通西3丁目1番地1
担当/総務部職員課　人事係
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。
※その他の休業制度：自己啓発休業、配偶者同行休業

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観　光くらし

対象：大・院・短・専 対象：大・短・専
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職種
事務職、技術職(土木、建築、電気、機械、化学)、保健師、保育士、消防職 など
※令和4年度(令和4年4月1日)採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000 円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.45か月分を支給。

（令和2年1月1日現在）

北見市大通西3丁目1番地1
担当/総務部職員課　人事係
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。
※その他の休業制度：自己啓発休業、配偶者同行休業

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観　光くらし

対象：大・院・短・専 対象：大・短・専
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■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
    （不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職　　　　　　　　　  　　　 

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古車販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他 

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートによりサポートを
行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働　7時間30分）
月曜・祝日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

115名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ　0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店　網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフのサポートに努めてきました。
令和2年5月よりトヨタ自動車製の新車をほぼ全て扱う様になり、車種のバリエーションが増え今まで以上にお客様の要
望に応えられる様になりました。ヤリスクロスなど先進の技術を装備した車などが増えてきます。車に興味がある方、是
非お話だけでも聞きに来てください。　お待ちしています。

●企業PR

対象：大・院・短・専

営業職

整備職
総合職

本社所在地
電話番号
URL
設立
資本金
従業員数
売上高
営業所

〈レンタカー〉と〈カーリース〉自動車の使い方はいろいろ

北見市並木町168番地1
0157-61-0100
http://www.toyotarl-kitami.jp
昭和38年6月
1,700万円
50名(2020年12月現在)
19億円(2020年3月期)
・北見店 ・網走店 ・女満別空港店 ・中湧店

採用担当 管理部　北澤　
Mail ： tr-kitaz@r-kitami.co.jp

募集学部・学科 
選考方法 
初任給

諸手当 
昇給、賞与 
勤務時間

休日

全学部・全学科

面接選考

大卒   　　　180,000円 

短大・専門卒 164,500円 

家族手当・住宅手当・販売手当・時間外手当 

昇給 年1回(6月)・賞与 年2回（6月、12月）

9:00~18:00(90分の休憩含む) 
実働時間 7.5時間

年間104日(当社休日カレンダーによる) 

福利厚生・研修等 各種社会保険制度、確定拠出年金制度、
社員自家用車購入制度 新入社員研修、
応対マナー研修、社外セミナー受講、
トヨタ自動車スタッフ検定など

募集職種・分野

営業職

仕事の内容

■リーススタッフ　■レンタカースタッフ

リーススタッフ

　当社は、トヨタ自動車(株)とフランチャイズ契約を結び、オホーツクエリアに4店舗を展開しております。 短時間で必要な
時に、車をご利用して頂く 『レンタカー』の事業 法人を中心として長期間で、車を利用して頂く 『カーリース』 の事業 そし
て、中古車販売、損害保険代理店を営んでいます。 レンタカー・カーリース共に、ご利用頂くお客様に対して、丁寧な応対と感
謝を忘れずに、お客様から当社 の車を利用して良かったと思って頂けるよう日々活動しています。  又、「仕事を楽しもう」を
会社方針として、従業員が ”いい笑顔で” ”いい環境のもと” ”いい仕事” が 出来るよう日々努めています。

法人企業を中心とした営業活動です お客様(主として法人)を訪問し、主にお客様が業務で使う車輌の
リース利用のメリット等を説明し、契約を 結ぶ仕事です。また、契約しているお客様のリース期間中の
アフターフォロー(車輌のトラブル、車検等の メンテナンスなど)のサービス業務もあります。 お客様と
のかかわりが非常に多く、たくさんの事を学べます。

レンタカースタッフ

レンタカー貸渡などに関する業務全般の仕事です。 店舗カウンター受付業務(パソコンでのレンタカー
の貸渡・精算、電話等での予約対応、来客対応)。 レンタカーの出発準備、片付け、洗車・清掃、配車・引取業
務。 帳票整理等の事務作業、その他付随する業務を行って頂きます。又、レジャー等でお使いいただくお
客様へ 良い思い出を作る為のご提案も致します。

企業概要

対象：大・短・専
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■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
    （不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職　　　　　　　　　  　　　 

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古車販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他 

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートによりサポートを
行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働　7時間30分）
月曜・祝日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

115名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ　0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店　網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフのサポートに努めてきました。
令和2年5月よりトヨタ自動車製の新車をほぼ全て扱う様になり、車種のバリエーションが増え今まで以上にお客様の要
望に応えられる様になりました。ヤリスクロスなど先進の技術を装備した車などが増えてきます。車に興味がある方、是
非お話だけでも聞きに来てください。　お待ちしています。

●企業PR

対象：大・院・短・専

営業職

整備職
総合職

本社所在地
電話番号
URL
設立
資本金
従業員数
売上高
営業所

〈レンタカー〉と〈カーリース〉自動車の使い方はいろいろ

北見市並木町168番地1
0157-61-0100
http://www.toyotarl-kitami.jp
昭和38年6月
1,700万円
50名(2020年12月現在)
19億円(2020年3月期)
・北見店 ・網走店 ・女満別空港店 ・中湧店

採用担当 管理部　北澤　
Mail ： tr-kitaz@r-kitami.co.jp

募集学部・学科 
選考方法 
初任給

諸手当 
昇給、賞与 
勤務時間

休日

全学部・全学科

面接選考

大卒   　　　180,000円 

短大・専門卒 164,500円 

家族手当・住宅手当・販売手当・時間外手当 

昇給 年1回(6月)・賞与 年2回（6月、12月）

9:00~18:00(90分の休憩含む) 
実働時間 7.5時間

年間104日(当社休日カレンダーによる) 

福利厚生・研修等 各種社会保険制度、確定拠出年金制度、
社員自家用車購入制度 新入社員研修、
応対マナー研修、社外セミナー受講、
トヨタ自動車スタッフ検定など

募集職種・分野

営業職

仕事の内容

■リーススタッフ　■レンタカースタッフ

リーススタッフ

　当社は、トヨタ自動車(株)とフランチャイズ契約を結び、オホーツクエリアに4店舗を展開しております。 短時間で必要な
時に、車をご利用して頂く 『レンタカー』の事業 法人を中心として長期間で、車を利用して頂く 『カーリース』 の事業 そし
て、中古車販売、損害保険代理店を営んでいます。 レンタカー・カーリース共に、ご利用頂くお客様に対して、丁寧な応対と感
謝を忘れずに、お客様から当社 の車を利用して良かったと思って頂けるよう日々活動しています。  又、「仕事を楽しもう」を
会社方針として、従業員が ”いい笑顔で” ”いい環境のもと” ”いい仕事” が 出来るよう日々努めています。

法人企業を中心とした営業活動です お客様(主として法人)を訪問し、主にお客様が業務で使う車輌の
リース利用のメリット等を説明し、契約を 結ぶ仕事です。また、契約しているお客様のリース期間中の
アフターフォロー(車輌のトラブル、車検等の メンテナンスなど)のサービス業務もあります。 お客様と
のかかわりが非常に多く、たくさんの事を学べます。

レンタカースタッフ

レンタカー貸渡などに関する業務全般の仕事です。 店舗カウンター受付業務(パソコンでのレンタカー
の貸渡・精算、電話等での予約対応、来客対応)。 レンタカーの出発準備、片付け、洗車・清掃、配車・引取業
務。 帳票整理等の事務作業、その他付随する業務を行って頂きます。又、レジャー等でお使いいただくお
客様へ 良い思い出を作る為のご提案も致します。

企業概要

対象：大・短・専
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北見市北進町３丁目１０番１８号
TEL 0157-31-6080 FAX 0157-22-6313

対象：大・院・短・専

Q.どのような仕事をやっているの？
公共事業での土木施設全般の計画や設計などを請け負っている会社です。特に上下水
道や道路、宅地造成、公園緑地などの都市施設関連設計を得意としています。また、それ
に伴う測量や各種調査も行っています。

Q.どのようなところから仕事を受けているの？
北海道、北見市はじめオホーツク管内市町村から多くの仕事を請け負っています。

Q.勤務時間は？
今年４月より部分フレックスタイム制を導入しました。午前１０時から午後３時まで
はコアタイム（必ず出社する時間）を設けていますが、その他の時間は一ケ月の勤務日
数 ×８時間の範囲で自分の都合に合わせて勤務時間を決めることができます。例えば、
頑張れる日は多めに勤務し、週末には早く退社するなどが可能です。

Q.年間就業日数などは？
土・日曜、祝祭日が休みの他、夏期、冬期、指定有休などがあります。2020年実績では、
実稼働日数240日、休日 126日でした。

Q.会社の特徴は？
この種の仕事を請け負う会社の中でも国土交通省の登録要件を満たして、建設コンサ
ルタント業登録されている専門会社です。もちろん測量業登録もされています。小規模
ながら各種団体の代表を担うなど、地元業界では認知度の高い会社です。専門性が高い
仕事のため、その専門技術力を示すためには関係分野の資格が必要ですが、当社の技術
スタッフ全員が複数の資格を所有しており、その種類、延べ人数は中堅企業にも負けな
いくらいです。

当社へのQ＆A

パル設計事務所株式
会社

■会社概要
代 表 者 富 山 佳 男
設　　立　 昭和62年9月16日
資 本 金 1,000万円
事業内容 土木施設の設計計画　測量調査

その他建設事業に関する各種企画、調査
業 登 録 建設コンサルタント業（建30）第7864号

測　量　業　（7）-17181
従業員数 7名（北見工業大学卒3名他） 
出資会社 株式会社オーピス

（GNSS、UAV測量専門会社　持株1/5）　
主な受注先 北海道　北見市他オホーツク管内市町村
所属団体　　北見測量設計協会
　　　　     網走測量設計協会

社会基盤整備に貢献し、誇り
が持てる仕事です。 いっし
ょに国、地域づくりを考えて
みませんか。 もう少し詳し
い話を聞きたいという方、下
記に連絡ください。 

TEL0157-31-6080
E-mail pal@palplan.com
担当：橘　邦彦

道路計画設計

上下水道計画設計

宅地造成計画設計

その他土木施設全般の
計画設計

各種測量調査

公園緑地計画設計

社会基盤整備のサポート
建設事業に係わる調査・企画・設計

対象：大・院・短・専

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
795人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川、新潟
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0232　網走郡津別町字新町7番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　高橋

　丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来常に時代をリードする製品開発を行い、 木材加工業界における有力企業としての地位を 
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料を原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。 
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

　当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。 「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円　 /　院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…38名在籍（R2.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握し、経営者に処方箋を渡す
仕事を行っています。身に着けた
経理知識を他者へ分かりやすく
説明できるようになるために現
在修行中です。

所属：管理部経理グループ
　　

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わっていま
す。『創意と工夫』を意識して、
日々の業務に取り組んでおりま
す。

所属：生産技術部オフィスグループ

日頃、現場で働いている皆さんが
安心して働けるよう、設備・備品
管理や給与のお支払いなど、先輩
方にご指導頂きながら業務に取
り組んでいます。

所属：管理部 総務グループ

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」
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北見市北進町３丁目１０番１８号
TEL 0157-31-6080 FAX 0157-22-6313

対象：大・院・短・専

Q.どのような仕事をやっているの？
公共事業での土木施設全般の計画や設計などを請け負っている会社です。特に上下水
道や道路、宅地造成、公園緑地などの都市施設関連設計を得意としています。また、それ
に伴う測量や各種調査も行っています。

Q.どのようなところから仕事を受けているの？
北海道、北見市はじめオホーツク管内市町村から多くの仕事を請け負っています。

Q.勤務時間は？
今年４月より部分フレックスタイム制を導入しました。午前１０時から午後３時まで
はコアタイム（必ず出社する時間）を設けていますが、その他の時間は一ケ月の勤務日
数 ×８時間の範囲で自分の都合に合わせて勤務時間を決めることができます。例えば、
頑張れる日は多めに勤務し、週末には早く退社するなどが可能です。

Q.年間就業日数などは？
土・日曜、祝祭日が休みの他、夏期、冬期、指定有休などがあります。2020年実績では、
実稼働日数240日、休日 126日でした。

Q.会社の特徴は？
この種の仕事を請け負う会社の中でも国土交通省の登録要件を満たして、建設コンサ
ルタント業登録されている専門会社です。もちろん測量業登録もされています。小規模
ながら各種団体の代表を担うなど、地元業界では認知度の高い会社です。専門性が高い
仕事のため、その専門技術力を示すためには関係分野の資格が必要ですが、当社の技術
スタッフ全員が複数の資格を所有しており、その種類、延べ人数は中堅企業にも負けな
いくらいです。

当社へのQ＆A

パル設計事務所株式
会社

■会社概要
代 表 者 富 山 佳 男
設　　立　 昭和62年9月16日
資 本 金 1,000万円
事業内容 土木施設の設計計画　測量調査

その他建設事業に関する各種企画、調査
業 登 録 建設コンサルタント業（建30）第7864号

測　量　業　（7）-17181
従業員数 7名（北見工業大学卒3名他） 
出資会社 株式会社オーピス

（GNSS、UAV測量専門会社　持株1/5）　
主な受注先 北海道　北見市他オホーツク管内市町村
所属団体　　北見測量設計協会
　　　　     網走測量設計協会

社会基盤整備に貢献し、誇り
が持てる仕事です。 いっし
ょに国、地域づくりを考えて
みませんか。 もう少し詳し
い話を聞きたいという方、下
記に連絡ください。 

TEL0157-31-6080
E-mail pal@palplan.com
担当：橘　邦彦

道路計画設計

上下水道計画設計

宅地造成計画設計

その他土木施設全般の
計画設計

各種測量調査

公園緑地計画設計

社会基盤整備のサポート
建設事業に係わる調査・企画・設計

対象：大・院・短・専

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
795人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川、新潟
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0232　網走郡津別町字新町7番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　高橋

　丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来常に時代をリードする製品開発を行い、 木材加工業界における有力企業としての地位を 
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料を原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。 
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

　当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。 「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円　 /　院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…38名在籍（R2.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握し、経営者に処方箋を渡す
仕事を行っています。身に着けた
経理知識を他者へ分かりやすく
説明できるようになるために現
在修行中です。

所属：管理部経理グループ
　　

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わっていま
す。『創意と工夫』を意識して、
日々の業務に取り組んでおりま
す。

所属：生産技術部オフィスグループ

日頃、現場で働いている皆さんが
安心して働けるよう、設備・備品
管理や給与のお支払いなど、先輩
方にご指導頂きながら業務に取
り組んでいます。

所属：管理部 総務グループ

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」
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あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　210,000円　大学院　235,000円
4月（年1回）
8月、12月（年2回）
8：30～17：30
土・日・祝日
住宅手当、通勤手当(2㎞より支給上限有)、家族手当、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特定退職金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田 元樹

１．一般土木測量調査設計
２．農業土木測量調査設計
３．用地測量調査・登記申請等
４．補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
５．影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
６．ダム管理
７．開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
８．発注者支援業務
９．関連業務　土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
49人
50,000万円
札幌、北広島、北見

2021年度採用予定
2020年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

　サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院・短・専 対象：大・専

畜舎の ハエを徹 底 的 に やっつける会 社ジョイン
株 式 会 社 ジ ョ イ ン は 、牛 の 幸 せ を 追 求 す る 会 社 で す 。 

牛 の 幸 せ を 追 求 す る こ と が 、お 客 様 、ま ず は 農 家 さ ん 、最 終 的 に は  
日 本 全 国 の 食 べ る 人 全 員 の 幸 せ に つ な が る 、そ う 信 じ て い ま す 。

 そ し て 、そ の 幸 せ は 必 ず ジ ョ イ ン に 帰 っ て き ま す 。

会社概要

株式会社ジョイン
本　　社  紋別市渚滑町 4 丁目 29-24 
創　　業  2014 年 4月
設　　立  2017 年 1月
資 本 金   600 万円
販売実績  2017年度 3,100万円
 2018 年度 5,700 万円
 2019 年度 8,500 万円 
 2020 年度 1 億 2,000 万円
従業員数 紋別 6 名、パート 1 名 
　　　　　　札幌 3 名、遠軽、
　　　　　　北見、網走、幌加内 1 名 
　　　　　　合計 14 名

　弊社は、道東の主要産業である畜産業
を陰で支える会社です。元々は牛舎の害
虫防除を行っていたのですが、毎日牛舎
にいる中で、ありそうでなかった、困っ
ていたけど目をつぶっていた、様々な問
題が見えてきて、それを解決するお仕事
をしています。
　創業からまだ6年ちょい。お客様から新
しい課題、宿題もたくさんいただき、どん
どん新しい仕事を創っていく途中です。
　牛を幸せにすることの喜び、お客様に
感謝されながら仕事する喜び、仲間と新
しい仕事を創っていく喜びを感じて欲し
いと思います。

▼ 詳細はホームページ等ご覧ください ▼

会社ホームページ Facebook ページ
https://www.join2join.co.jp

代表メッセージ
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あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　210,000円　大学院　235,000円
4月（年1回）
8月、12月（年2回）
8：30～17：30
土・日・祝日
住宅手当、通勤手当(2㎞より支給上限有)、家族手当、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特定退職金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田 元樹

１．一般土木測量調査設計
２．農業土木測量調査設計
３．用地測量調査・登記申請等
４．補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
５．影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
６．ダム管理
７．開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
８．発注者支援業務
９．関連業務　土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
49人
50,000万円
札幌、北広島、北見

2021年度採用予定
2020年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

　サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院・短・専 対象：大・専

畜舎の ハエを徹 底 的 に やっつける会 社ジョイン
株 式 会 社 ジ ョ イ ン は 、牛 の 幸 せ を 追 求 す る 会 社 で す 。 

牛 の 幸 せ を 追 求 す る こ と が 、お 客 様 、ま ず は 農 家 さ ん 、最 終 的 に は  
日 本 全 国 の 食 べ る 人 全 員 の 幸 せ に つ な が る 、そ う 信 じ て い ま す 。

 そ し て 、そ の 幸 せ は 必 ず ジ ョ イ ン に 帰 っ て き ま す 。

会社概要

株式会社ジョイン
本　　社  紋別市渚滑町 4 丁目 29-24 
創　　業  2014 年 4月
設　　立  2017 年 1月
資 本 金   600 万円
販売実績  2017年度 3,100万円
 2018 年度 5,700 万円
 2019 年度 8,500 万円 
 2020 年度 1 億 2,000 万円
従業員数 紋別 6 名、パート 1 名 
　　　　　　札幌 3 名、遠軽、
　　　　　　北見、網走、幌加内 1 名 
　　　　　　合計 14 名

　弊社は、道東の主要産業である畜産業
を陰で支える会社です。元々は牛舎の害
虫防除を行っていたのですが、毎日牛舎
にいる中で、ありそうでなかった、困っ
ていたけど目をつぶっていた、様々な問
題が見えてきて、それを解決するお仕事
をしています。
　創業からまだ6年ちょい。お客様から新
しい課題、宿題もたくさんいただき、どん
どん新しい仕事を創っていく途中です。
　牛を幸せにすることの喜び、お客様に
感謝されながら仕事する喜び、仲間と新
しい仕事を創っていく喜びを感じて欲し
いと思います。

▼ 詳細はホームページ等ご覧ください ▼

会社ホームページ Facebook ページ
https://www.join2join.co.jp

代表メッセージ
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北見市留辺蘂町旭北41番地　TEL 0157-42-2552 FAX 0157-42-4652

創 立
代 表 者
資 本 金
年 商
事 業 内 容
従 業 員 数
営 業 所
関 連 会 社

指名ランク

昭和25年
代表取締役社長 松谷 和秀　
5,000万円
34.1億円
土木工事・とび土工工事・
建築工事・水道施設工事・管工事
50名
札幌（昭和47年設立）
北見（昭和54年設立）
三和工業㈱・㈱栄光通商
北海道開発局－B
道土木　　　ーA
道農政部　　ーA
道建築　　　ーA

初 任 給
諸 手 当

賞 与
昇 給
勤 務 時 間
勤 務 地
休 日 休 暇

福 利 厚 生

退職金制度

地 域を育て人を大切にする

対象：大・院・短・専

　当社のモットーである地域への貢献と人材の育成は、創業以来の努力の結果、着実に実を結びお陰様で北海道全域に
その広がりを見せております。　この地域に根付いた信頼の基盤をより確固たるものとし、更なる飛躍と時代の先端を
ゆくためには、フレッシュな人材が常に必要となってきます。　
　当社では「企業は人、人は力」と考え、資格取得援助、各種講習会参加、社内研修等を積極的に行い、人材育成に取り組
むと共に、最高２週間の冬期リフレッシュ休暇を設け社員の貴重な余暇時間の充実を促進しています。
　主な事業内容についていえば土木工事は、開発局、ｵﾎｰﾂｸ総合振興局、網走森林管理署北見市の官庁工事を主軸とし、
建築工事は官庁、民間とグローバルに展開し、実績につきましても毎年順調に伸び、名実ともに管内一の総合建設会社
になるよう社長はじめ社員一同努力しております。

本社全景

代表取締役社長

松 谷　和 秀　

至留辺蘂市外

エネオスGS

大友タイヤセイコー
マート

至置戸

ラルズ
マート

国道39号線至温根湯 至北見

松谷建設

会社概要 待遇と勤務

■北見営業所
北見市無加川町639番地3
TEL.0157-25-5841　
FAX.0157-25-5849

大卒 技術 231,000円
住宅手当・家族手当・燃料手当・
通勤手当・工事職責手当
年3回（夏・冬・期末手当）
年1回
7：30～17：00（冬期8：00～17：00）
本社・北見営業所
土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆、
年105日
独身寮・厚生年金・厚生年金基金・
労災保険・雇用保険・
中小企業退職金制度・企業年金保険

採用計画（採用予定職種）

採用
実績校

連絡先

住　所 ／ 北見市留辺蘂町旭北41番地
担当者 ／ 総務部 上山（カミヤマ）
TEL（0157）42-2552
インターネットホームページ
http://www.matsutani-co.com/

東北大・東北学院大・北海学園大・
北見工大・足利工大・北海学園北見大・
八戸工大・東海大

■大卒…技術職
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学生の皆様へ

オホーツクに暮らすメリット？

たくさんあるよ！

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

都会過ぎず。田舎過ぎず。ゆったりと生活できます。何と言っても食べ物がおいしい！

自然豊かな環境の中で暮らせる！

企業や地域においても親身に相談に乗ってくれ、休日も付き合ってくれます。

親切な人が多い！

通勤ラッシュとは無縁！ゆったり出勤＆スムーズな帰宅でストレスが少なくプライベートが充実。

通勤時間が短い！

都心部と比べて土地が安い！若いうちからマイホーム購入の夢が持てます。

マイホームが持ちやすい！

オホーツク空の玄関「女満別空港」はオホーツクの市町からも近いんです。

女満別空港 － 千歳空港　　   50分
女満別空港 － 羽田空港　　   1時間55分
女満別空港 － 中部空港　　   2時間05分
女満別空港 － 関西・伊丹空港　2時間25分

道内・道外の主要都市にもすぐ行ける！

（夏季季節運航）

札幌までは車・バス・列車を使って 4 時間 30 分。

伊丹・
関西国際

中部国際

東京国際

新千歳

女満別

学生の皆様へ

正直に言います。
不便なところもあるんです。

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

だけど…物価が低く、生活の初期投資・ランニングコストが安い！生活満足度はとても高いです。

都会に比べるとお給料は少ないかも？

だけど…こだわりの専門店はたくさんあります。

何でもそろう百貨店はないんです。

だけど…その分旅行に行く楽しみが倍増！

テーマパークや大型レジャーランドはありません。遊ぶ所が少ない。

だけど…景色がよく、ちょっとした移動がドライブ感覚で楽しめます。

移動に車は必要不可欠。

だけど…はありません。正直大変です。雪や寒さを活かしたイベントが多くあります！

皆さんの中には「オホーツク＝田舎・不便」というイメージがあると思います。

上に書いてある通り、それは事実です。

ですが、それ以上によい部分もたくさんあり、
都会にはない魅力があると自信を持ってお伝えできます。
都会過ぎず、不便過ぎずのオホーツクで社会人生活を始めてみませんか？

冬は寒さと雪対策が必要。



学生の皆様へ

オホーツクに暮らすメリット？

たくさんあるよ！

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

都会過ぎず。田舎過ぎず。ゆったりと生活できます。何と言っても食べ物がおいしい！

自然豊かな環境の中で暮らせる！

企業や地域においても親身に相談に乗ってくれ、休日も付き合ってくれます。

親切な人が多い！

通勤ラッシュとは無縁！ゆったり出勤＆スムーズな帰宅でストレスが少なくプライベートが充実。

通勤時間が短い！

都心部と比べて土地が安い！若いうちからマイホーム購入の夢が持てます。

マイホームが持ちやすい！

オホーツク空の玄関「女満別空港」はオホーツクの市町からも近いんです。

女満別空港 － 千歳空港　　   50分
女満別空港 － 羽田空港　　   1時間55分
女満別空港 － 中部空港　　   2時間05分
女満別空港 － 関西・伊丹空港　2時間25分

道内・道外の主要都市にもすぐ行ける！

（夏季季節運航）

札幌までは車・バス・列車を使って 4 時間 30 分。

伊丹・
関西国際

中部国際

東京国際

新千歳

女満別

学生の皆様へ

正直に言います。
不便なところもあるんです。

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

だけど…物価が低く、生活の初期投資・ランニングコストが安い！生活満足度はとても高いです。

都会に比べるとお給料は少ないかも？

だけど…こだわりの専門店はたくさんあります。

何でもそろう百貨店はないんです。

だけど…その分旅行に行く楽しみが倍増！

テーマパークや大型レジャーランドはありません。遊ぶ所が少ない。

だけど…景色がよく、ちょっとした移動がドライブ感覚で楽しめます。

移動に車は必要不可欠。

だけど…はありません。正直大変です。雪や寒さを活かしたイベントが多くあります！

皆さんの中には「オホーツク＝田舎・不便」というイメージがあると思います。

上に書いてある通り、それは事実です。

ですが、それ以上によい部分もたくさんあり、
都会にはない魅力があると自信を持ってお伝えできます。
都会過ぎず、不便過ぎずのオホーツクで社会人生活を始めてみませんか？

冬は寒さと雪対策が必要。



北見商工会議所
北見市北3条東1丁目2番地

事務局

TEL.0157-23-4111　FAX.0157-22-2282

（北見市若者就活応援センター）北見市
北見市北4条東4丁目2番地（商工観光部内）

TEL.0157-25-1148　FAX.0157-26-2712

（北見・網走・紋別・遠軽・美幌・留辺蘂商工会議所）

オホーツク商工会議所協議会


