
設　立
資本金
従業員
所在地

1961年9月

2億円

400名（社員80名、従業員320名）

〒092-0027　北海道網走郡美幌町字稲美164番地
TEL0152-73-3175
FAX0152-75-2078

募集学科
給与
勤務時間
年間休日数
福利厚生など

全学部、全学科

190,000円

8：00～17：00（変形1年単位）休憩時間80分

100日　週休2日制　その他

雇用、労災、健康、厚生、退職金制度あり

　北海道の恵みを「調理冷凍食品」「冷凍野菜」「乾
燥野菜」「缶詰、レトルト食品」に加工して世に
送り出してきました。「新鮮美味」「安心・安全」
な製品を毎日の食卓にお届けする。そして何より
お客様の信頼にお応えするため、私たちはたゆま
ず続けていきます。
　北海道美幌町に操業し、半世紀以上にわたっ
て、農畜産物、加工食品製造販売にたずさわっ

てきました。新鮮かつ良質な「北の大地の恵み」
を原料とし、その風味を損なうことなく高品質
で安全な食品をお届けすることを使命にしてお
ります。
　就職活動をしていると、精神的に不安定になっ
てしまうこともあるかもしれません。人との出会
いを大切に視野を広く持ち、自分が納得がいくま
で前向きに頑張ってください。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

会社名
所在地

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

代表者
資本金
創 業
従業員
主な事業
資格

一般国333号 端野トンネル更新工事(国土交通省北海道開発局発注工事)

沙留漁港高圧受電設備工事(沙留漁業協同組合発注工事)

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

谷口利美
3500万円
昭和39年（1964年）
31名
電気工事、通信工事の設計・積算・施工
第一種電気工事士、
一級電気工事施工管理技士等

許可等 ●特定建設業 　電気工事業
●一般建設業 　電気通信工事業、
　　　　　　　 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 北海道電力株式会社、北海電気工事株式
会社、国土交通省、北海道、北見市、 
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、あらゆる電気工事を請け負ってい
ます。近年は、電気工事のみならず通信工事、自然エネルギー関連工事など、電気に関して、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。

対象：大・短・専
2019年3月卒：継続中

事業概要

会社概要

工事例

募集要項 

谷口電工株式会社
～地域経済の繁栄への積極的な貢献～

(1)電気工事、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
(2)工事や役務の工程・施工管理

仕事内容

募集業種 　技術部門(一種又は二種電気工事士、一級電気工事施工管理技士所有者) 
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 　　200,000~220,000 (各種保険、諸手当含む)

採用担当者連絡先
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設　立
資本金
従業員
所在地

1961年9月

2億円

400名（社員80名、従業員320名）

〒092-0027　北海道網走郡美幌町字稲美164番地
TEL0152-73-3175
FAX0152-75-2078

募集学科
給与
勤務時間
年間休日数
福利厚生など

全学部、全学科

190,000円

8：00～17：00（変形1年単位）休憩時間80分

100日　週休2日制　その他

雇用、労災、健康、厚生、退職金制度あり

　北海道の恵みを「調理冷凍食品」「冷凍野菜」「乾
燥野菜」「缶詰、レトルト食品」に加工して世に
送り出してきました。「新鮮美味」「安心・安全」
な製品を毎日の食卓にお届けする。そして何より
お客様の信頼にお応えするため、私たちはたゆま
ず続けていきます。
　北海道美幌町に操業し、半世紀以上にわたっ
て、農畜産物、加工食品製造販売にたずさわっ

てきました。新鮮かつ良質な「北の大地の恵み」
を原料とし、その風味を損なうことなく高品質
で安全な食品をお届けすることを使命にしてお
ります。
　就職活動をしていると、精神的に不安定になっ
てしまうこともあるかもしれません。人との出会
いを大切に視野を広く持ち、自分が納得がいくま
で前向きに頑張ってください。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

会社名
所在地

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

代表者
資本金
創 業
従業員
主な事業
資格

一般国333号 端野トンネル更新工事(国土交通省北海道開発局発注工事)

沙留漁港高圧受電設備工事(沙留漁業協同組合発注工事)

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

谷口利美
3500万円
昭和39年（1964年）
31名
電気工事、通信工事の設計・積算・施工
第一種電気工事士、
一級電気工事施工管理技士等

許可等 ●特定建設業 　電気工事業
●一般建設業 　電気通信工事業、
　　　　　　　 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 北海道電力株式会社、北海電気工事株式
会社、国土交通省、北海道、北見市、 
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、あらゆる電気工事を請け負ってい
ます。近年は、電気工事のみならず通信工事、自然エネルギー関連工事など、電気に関して、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。

対象：大・短・専
2019年3月卒：継続中

事業概要

会社概要

工事例

募集要項 

谷口電工株式会社
～地域経済の繁栄への積極的な貢献～

(1)電気工事、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
(2)工事や役務の工程・施工管理

仕事内容

募集業種 　技術部門(一種又は二種電気工事士、一級電気工事施工管理技士所有者) 
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 　　200,000~220,000 (各種保険、諸手当含む)

採用担当者連絡先
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〒090-0024
北見市北4条東4丁目2番地　北見市役所　第1分庁舎2階（北見市商工観光部商業労政課内）
ＴＥＬ　0157-25-1148　ＦＡＸ　0157-26-2712
MAIL shoro@city.kitami.lg.jp
ＵＲＬ  ｈｔｔｐ：//www.city.kitami.lg.jp/docs/1735/

北見市大卒者情報センター

北見市大卒者情報センター
登録者募集中！！

当センターでは、北見市内の求人情報・企業情報を提供しています。

対　象
現在在学中の大学生（1～4年生、大学院生含む）・
短大・高専・専修学校生（1～3年生）で、卒業後に
北見市周辺に就職を希望される学生

活 動 内 容

登録方法

▶求職情報の提供（随時）◀
■北見公共職業安定所からの求人情報を提供

登録カードに記入し、提出していただくだけです！！

■オホーツク管内町村職員採用及び北見市職員採用に関する
　情報提供

▶その他雇用動向調査等◀

▶北見市周辺企業概要情報の提供◀

（ハローワークのHPからも情報を検索できます）

※カードの提出は、郵送・持参・電話・FAX・インターネットで受付しています。登録された情報の秘密は厳守いたします。

お申込み
お問い合わせ
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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…地元密着の企業・商品が多く、地域貢献にも参加できる。

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

北見市大卒者情報センター
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


