
高性能・高品質のコイル・トランスをお届けすることでスミダは
最新の電子機器のニーズにお応え致します。

スミダ電機株式会社青森工場

物作りに対して好奇心の強
い方で、責任感のある方を
希望します。

むつ市は、自然が豊かで観光資源が多い所です。

自然環境の良いむつ市で働きましょう。

太陽光発電など産業機器向けの高周波トラン

スやコイルを製造しています。特に、平角線の

巻線加工（円、楕円、角内径）が得意です。

業務内容 電気関係組立、巻線

雇用形態 正社員、パート社員

福利厚生 社会保険完備

諸手当・待遇 役職手当、時間外手当、通勤手当、
 皆勤手当

従業員数 94名（男20名、女74名）

平均年齢 50歳

資本金 814,300万円

売上高 50,000万円

事業内容 製造業

住所 むつ市大畑町上野97-3

TEL 0175-34-5511

FAX 0175-34-5841

E.mail hiro_honma_@jp.sumida.com

HP www.sumida.com/about/index.php?lang=jp&

 categoryld=20&parentld=70&aboutld=71&jobld=

休日・休暇 土、日曜日（会社カレンダーによる）

勤務時間 9：00～17：40

勤務地 むつ市

問い合わせ 管理Team人事部

作業風景

仕事・勤務内容

マエダ大畑店

大畑川
むつ大畑体育館

大畑中学校

こすもす幼稚園

来
さ

ま
い

大
畑

桜
ロ

ー
ド

津軽海峡

スミダ電機株式会社
青森工場

正津川小学校

すべての女性の「美」と「快適」に貢献したい。

アツギ東北株式会社むつ事業所

性別年齢を超えてコミュニ
ケーションの取れる方、色
んな変化に対応できる方。

むつ市から世界に羽ばたく製品を一緒に作っていきませんか？

創業50年を超えるストッキング生産・

販売のパイオニアです！

業務内容 ストッキングの製造

雇用形態 正社員、パート社員

初任給 高卒 142,900円

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

諸手当・待遇 通勤手当、交替制手当
 昇給：年1回、賞与：年2回（6月、12月）

従業員数 男126名、女484名

資本金 4億9,000万円

売上高 29億円/年

事業内容 ストッキングの製造

住所 むつ市下北町下北19-5

TEL 0175-22-2311

HP https://www.atsugi.co.jp

休日・休暇 土、日曜日他（年間120日）

勤務時間 8：30～17：10

勤務地 むつ市

問い合わせ 総務 横山（中途採用については応相談）

事業所 （本社）神奈川県海老名市むつ市図書館

大湊線

下北

プラザホテルむつ
下北駅前交番

青森県立田名部
高等学校

田名部中学校

作業風景

アツギ東北株式会社
むつ事業所

仕事・勤務内容
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「より安全に、より効率的に、より使い易く」を目指し製品を開発。

株式会社永木精機むつテクノセンター

「ものづくりへチャレンジし
たい、チャレンジ意欲のあ
る仲間を募集しています」

人間力の向上と人材（人財）育
成のため実践的な社員研修を
積極的に行なっています。

全国に事業所展開しています。大阪本社や九州工場など研修先での思い出もあなたの宝物となるで
しょう。自分にあった事業所配属を優遇しています。いずれはむつテクノセンターへ・・・と考えてい
るあなた、馬車のイルミネーションがお待ちしています。

当社は各省庁、電力、NTT、JR各社をはじめ、様々な

業種における企業様のもとへ安全工具、機器を提供

しています。むつテクノセンターは最新の横型複合

機（5軸）、レーザー加工機を導入し、新しいものづく

りへチャレンジする技術センターです。

業務内容 電設工事関係機器を中心に、幅広い分野の機器、工具
の開発と製造。無停電工法用活線工具、張線器、かく線
器、張力計、各種ラチェットスパナ、住宅安全機器等

雇用形態 正社員、パート

初任給 高卒 162,000円　大卒 198,000円

福利厚生 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、育児休暇、
各種レクリエーション活動

諸手当・待遇 通勤、食事、住宅、国家資格 等

従業員数 全事業所200名

事業内容 製造業

資本金 4,610万円

住所 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木100番19

TEL 0175-31-1206

E.mail a.yamazaki@ngk-nagaki.com

HP ngk-nagaki.com/

休日・休暇 年間休日108日

勤務時間 8：30～17：30

勤務地 むつ市、六ヶ所村、大阪府など

事業所 
本社・工場/大阪府大東市太子田3丁目4番31号
・六ヶ所村工場・東京営業所・むつテクノセンター
・仙台営業所・広島営業所・関東メンテナンスセンター
・九州工場・住宅関連会社 株式会社イング
・青森センター・名古屋営業所

作業風景

社屋入口のイルミネーション

仕事・勤務内容

下北

陸奥湾

金谷沢

赤川

む
つ

は
ま

な
す

ラ
イ

ン

大
湊

線

株式会社永木精機
むつテクノ
センター

本州最北のワイナリー

有限会社サンマモルワイナリー

積極性・責任感・協調性があ
り、自ら考え行動する方。

当社は、むつ市をもっと元気にしたいという熱い思いで、地域密着型の企
業としてお客様に信頼される会社を目指しております。私たちと一緒に
地域の潜在力を呼び起こすイノベーションを起こしていきましょう！

有限会社サンマモルワイナリーは、2007年に誘致企業と
して設立し、青森県むつ市川内町に本社を置き、高品質な
ワイン用ブドウを栽培して「下北ワイン」の生産・販売を
行っている企業です。また、当社は、青森県・むつ市・地域
の大学、高校とも連携した取り組みを行い、「下北に産業
を、下北に雇用の場を」を合言葉に、最高のブドウ作りとワ
イン造りに全社員が一丸となって頑張っております。

業務内容 総務、経理、その他事務職

雇用形態 正社員

初任給 高卒 158,000円　短大・専門卒 170,000円
 大卒 190,000円　※昇給あり

福利厚生 社会保険、雇用保険、労災保険
 退職金制度（勤続年数5年以上）、従業員割引制度
 永年勤続表彰制度

諸手当・待遇 通勤手当、みなし残業手当、役職手当、家族手当

従業員数 16名

資本金 4,000万円

事業内容 製造・販売業

住所 むつ市川内町川代1番地6

TEL 0175-42-3870

FAX 0175-42-4175

E.mail shimokitawinej@dailysha.com

HP http://www.sunmamoru.com

休日・休暇 土、日曜日、
 年末年始（12/29～1/3）
 年次有給休暇、特別休暇、
 育児介護休暇

勤務時間 9：00～18：00

勤務地 むつ市川内町

問い合わせ 総務部 0175-42-3870

作業風景

工場直売所

仕事・勤務内容

川
内
川

青森県立
大湊高等学校
川内校舎

陸奥湾

むつ市役所
川内庁舎

戸沢公民館

有限会社
サンマモル
ワイナリー
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当社は青森県認定「あおもり働き方改革宣言企業」です。

日本ホワイトファーム株式会社

社員は全て未経験者です。
スタートラインは皆同じ!!
当社は貴方の挑戦を待って
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で、若さあふれる社員が活躍しております。

『生命（いのち）の恵み』を大切に安全で安心な国

産鶏肉を生産、製造、販売まで、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、心を込

めて「食べる喜び」をお客様へお届けしています。

業務内容 生産飼育職（農場担当）・製造技術職（工場担当）

雇用形態 正社員

初任給 高卒 161,000円、短大・専門卒 171,180円
 大卒 191,160円

福利厚生 健康保険、厚生年金、育児・介護休業、退職金・
企業年金（401K）

諸手当・待遇 資格、通勤、子供手当等
 昇給、賞与あり

従業員数 1,950名（企業全体）

平均年齢 39歳

資本金 156,000万円

売上高 510億円（2020年度）

事業内容 鶏（チキン）の肥育、加工、販売

住所 上北郡横浜町字林尻102番地100

TEL 0175-78-3934

FAX 0175-78-3960

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

休日・休暇 週休二日制（会社カレンダーによる）
 有給休暇、特別休暇

勤務時間 8：00～17：00（部署により前後あり、
所定7時間36分/日）

勤務地 むつ市川内町、上北郡横浜町

問い合わせ 東北総務部

仕事・勤務内容

下北

赤川

陸奥湾

金谷沢

近川

日本ホワイトファーム株式会社
東北事業所

食品工場

種鶏孵卵課

む
つ
は
ま
な
す
ラ
イ
ン

大
湊
線

下北地域の緑を豊かにしていきます！

下北王子林産株式会社

現在求人はしておりませ

んが、募集の際はその都

度求人のお知らせをいた

します。

山の緑を育て、環境保全に貢献しています。山を生き生きとさせ
林業の活性化につながります。

山から伐り出されてきた間伐材やこれ

まで山へ捨てられてきた材をチップに

しています。このチップから発電所で

電気が作られます。

業務内容 木材を切削してチップを製造

雇用形態 正社員

従業員数 3名

平均年齢 40歳

資本金 900万円

事業内容 木材加工業

住所 むつ市真砂町11番1号

TEL 0175-31-1557

FAX 0175-31-1558

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市

作業風景

仕事・勤務内容

青森県立むつ工業高校

ユニバース
むつ旭町店

むつ市
ウェルネスパーク

大湊線

むつ市役所

むつ中央二郵便局

むつ運動公園

下北王子林産株式会社 下北
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たゆまぬ総意と工夫で物流フロンティアを先駆し続ける

福山通運株式会社青森むつ営業所

業務内容 路線トラック、貸切トラック、複合輸送、倉庫、
 請負集荷、貸切自動車運送事業

雇用形態 正社員（セールスドライバー）

初任給 200,000円～350,000円

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
 退職金共済、退職金制度有り（勤続５年以上）

諸手当・待遇 通勤手当、配偶者手当、扶養手当、無事故手当等
 昇給、賞与

従業員数 企業全体831名

資本金 1,000万円

事業内容 一般貨物自動車運送業

住所 むつ市真砂町93番32

TEL 0175-29-2925

HP http://corp.fukutsu.co.jp

休日・休暇 週休二日制

 （シフトによる月間平均9～10日）

 ６ヶ月経過の年次有給休暇10日

勤務時間 8：00～17：30を基本として

 繰り上げ・繰り下げ有り

勤務地 むつ市

営業所風景

仕事・勤務内容

新しい福山通運を作り上げ
ていきたいという方の応募を
お待ちしています。

青森県内では、福山通運グループとして青森、八戸、弘前に続いて４店所目となります。地域における
お客様へよりきめ細やかなサービスを提供してまいります。また、当グループでは充実した福利厚生
制度が特徴。産前産後休暇や、住宅制度、資格取得費用を援助する制度など安心して働くための制
度を整えています。

東北から北陸、関東、関西にかけて路線を展開、大

手スーパーとのタイアップによる輸送形態も整え

輸送品質の向上をはかっています。むつ営業所で

は、トラックにて市内近郊の荷主様を訪問し、集荷

および配達を行います。

青森県立むつ工業高校

むつ市
ウェルネスパーク

大湊線

むつ市役所

むつ中央二郵便局

ユニバース
むつ旭町店

福山通運株式会社 下北

むつ運動公園

地域の美味しい食材の魅力を全国へお伝えするお仕事です！

株式会社PWANむつ事業所

明るく電話対応できる方。約
２週間充実した研修を行い
ますので、未経験者の方でも
安心してお仕事が可能です。

むつ事業所での仕事は主に海産物などの受注や発信、問い合わせ対応のオペレーター業務です。営
業ノルマなども一切なく、冷暖房が完備された快適な室内でのデスクワークになります。私たちと
一緒にむつ市から全国へ、より良いサービスを提供していきましょう。

当社は、福岡県に本社を構え、広告代理業、通信

販売業、コンタクトセンター関連業務などを行っ

ています。むつ事業所は2018年8月に開設。むつ

市では初めてのコンタクトセンターになります。

業務内容 むつ事業所において、コールセンターオペレーター
業務に従事していただきます。

 ・パソコンを使った電話の受信、発信業務
 ・メールの問い合わせ業務
 ・主に健康食品の注文受付や問い合わせ対応

雇用形態 正社員以外（有期雇用労働者）

初任給 雇用形態により異なりますのでお尋ねください。

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

諸手当・待遇 交通費 実費支給（上限あり）

従業員数 企業全体30名

資本金 1,000万円

事業内容 コールセンターオペレーター

住所 むつ市柳町1-10 まさかりプラザ2F

TEL 0175-33-2641

FAX 0175-33-2642

休日・休暇 土、日曜日、祝日
 週休二日制（毎週）
 6ヶ月経過後の年次有給休暇
 日数：10日　年間休日：120日

勤務時間 9：00～18：00

休憩時間 60分

勤務地 むつ市

問い合わせ 担当 石川 0175-33-2641

海産物などの受注や発信、
問い合わせ対応

作業風景

仕事・勤務内容

むつ市立第一
田名部小学校

田名部神社

むつパークホテル

円通寺

ホテル
ユニサイトむつ

むつ郵便局

むつ来さまい館

株式会社PWAN
むつ事業所
（まさかりプラザ2F）

田
名
部
川
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地域に根差し 確かな技術と信頼で郷土づくりに貢献する企業です。

株式会社橋本建設工業

明るく、技術や資格の取得に
積極的でやる気のある方。何
事にも興味をもちチャレンジ
精神のある方。

建設業は道路や川、そして建物と自分の仕事が地図に残るとてもやりがいのある仕事です。ICTや
機械化はすすんでいきますが、職人技という確かな技術を決して放棄しないという信念で日々作業
をしています。未経験でも興味とやる気のある方には積極的に資格取得をサポートします。

むつ市において土木・建築を中心として総合建設

業をしております。ISO9001を取得し確かな品質

はもちろんのこと、経済産業省認定 地域未来牽引

企業として地域において信頼される企業です。

業務内容 土木・建築の現場監督、土木作業員

雇用形態 正社員

初任給 高卒 160,000円（2021年実績）

福利厚生 雇用保険、社会保険加入、育児休暇

諸手当・待遇 資格、技能、通勤等手当あり
 昇格、昇給、賞与あり

従業員数 49名

資本金 2,000万円

売上高 172.9万円/2020年12月決算

事業内容 総合建設業（土木、建築、舗装、とび土工・

コンクリート、解体、水道施設、しゅんせつ）

住所 むつ市栗山町12番10号

TEL 0175-22-1104

FAX 0175-22-1180

E.mail kkhkk@hashiken-mt3.com

HP http://hashiken-hp.com/publics/index/0/

休日・休暇 4月～9月 土、日曜日（毎週）
（変形労働 10月～3月 第2・4土曜日、日曜日（毎週）
　時間制） 年次有給休暇、年末年始等季節休あり
勤務時間 4月～9月 8：30～17：30、
 10月～3月 7：00～16：00
勤務地 むつ市、下北郡
問い合わせ 営業部
その他 経験者による中途採用者の給与は応相談

青森県県土整備部長優良工事表彰
大畑川護岸工事

国土交通省 優良安全表彰
田名部川護岸工事

仕事・勤務内容

むつ市立
むつ中学校

栗山稲荷神社

大湊バイパス

法呂神社株式会社
橋本建設工業

ニーズを超えた価値の提供による豊かな地域社会の創造を目指します

株式会社東京堂

固定観念に縛られない、柔軟
な発想力で常に新しい価値
を創出していける仲間を求め
ています。

東京一極集中から地方創生へ。ふるさとを元気にしたい！

一人一人が活躍できる、働きがいを感じる魅力ある企業を目指しています。

★経済産業省　新ダイバーシティ経営企業100選受賞（2019年度）
★厚生労働省　子育てサポート「くるみん認定」企業（2019年度）
★あおもり女性活躍推進企業
　勤務時間の柔軟な取扱い等、社員の子育てや健康づくりを応援しています。
★経済産業省「地域未来牽引企業」選定（2020年度）
★経済産業省　健康経営優良法人（2021認定）
　みんなで思いやり配慮ルール、禁煙バトンなど楽しみながら続けられる
　健康経営を推進しています。
★奨学支援プログラム「おかえり奨学金制度」参画企業

むつ市・三沢市を拠点に、ICT導入支援やオフィスリ
ニューアル等を提案する営業部、むつ市・青森市・八戸
市・秋田県鹿角市の４拠点を中心にヤマハ音楽教室を
運営しているヤマハ事業。下北文化会館の指定管理者
として、貸館業務やイベントの企画運営を行っている文
化創造事業部。ステーショナリー・ライフスタイル雑貨
などを販売している店舗事業部を経営する企業です。

業務内容 ※各事業によって業務内容が異なります。

 　雇用内容について詳しく知りたい方は、お問い合わせください。

従業員数 48名

資本金 3,000万円

事業内容 オフィス関連事業、音楽教室運営

 文化施設管理運営、文具・楽器等の店舗運営

住所 むつ市小川町1-6-1

TEL 0175-22-3241

FAX 0175-22-9575

HP http://tokyodo-hp.com/

マラソン大会参加

経済産業省 新・ダイバーシティ経営
企業100選受賞（2019年度）

東京堂ソリューションフェア2019

仕事・勤務内容

星美幼稚園

金谷公園

むつ総合病院

むつ郵便局

第二白百合保育園

代官山公園

株式会社東京堂

田名部カトリック幼稚園

田名部川
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安全と健康と豊かな小売業を実現する小売業です！

株式会社マエダ

お客様のことをNo.1に考え
ることができる方。明るく前
向きに努力できる方。

人々が生きるために必要な「食」を扱い、お子様から高齢者の方々まで、
地域の方々の生活を支えるやりがいのある仕事です。
是非スーパーマーケットで働いてみませんか？

青森県内各地で36店舗のスーパーマーケットを展

開。自社工場と小規模店舗のフォーマットを活用

し、過疎エリアにも積極的に出店。地域のお客様が

快適にお買物出来るような取組みを進めています。

業務内容 店舗運営業務全般（発注・加工・陳列・接客等）

雇用形態 正社員

初任給 高卒 159,500円　短大・専門卒 172,400円
 大卒 198,050円（2021年4月実績）

福利厚生 雇用保険、社会保険あり、育児休暇取得実績あり
 退職金（入社後3年～）等

諸手当 役職手当、通勤手当、家族手当、遠隔地手当
（引越を伴う転勤の場合）等

従業員数 1,300名（2021年10月実績、8H換算）

平均年齢 39.9歳（2021年10月実績）

資本金 3,000万円

売上高 347億5,900万円（2021年3月実績）

事業内容 小売業

住所 むつ市小川町2-4-8

TEL 0175-22-8333

FAX 0175-22-4226

E.mail Jinji@i-maeda.co.jp

HP https://www.i-maeda.co.jp/

待遇 昇給・賞与あり

休日・休暇 週休二日制（シフト制、年次有給休暇、
特別休暇等）

勤務時間 1日実働8時間（シフトによる）

勤務地 青森県内各店舗（引越を伴う異動有り）

問い合わせ 人事教育総務部

作業風景

仕事・勤務内容

星美幼稚園

金谷公園 第二白百合保育園

田名部カトリック幼稚園

むつ郵便局
田名部川

むつ総合病院

代官山公園

株式会社マエダ

「造る真心・受ける信頼」をモットーにお客様が
見えないところこそしっかりと造る総合建設業です。

株式会社熊谷建設工業

「ものづくりが好きな方」
「地域づくりに貢献したい方」
未経験でもやる気のある方に
様々なサポートで応援します。

●土木及び建築工事施工、建築士事務所、自動車整備工場（車検認定工場）、
　ガソリンスタンド（ENEOS）
●資格取得費用は全額会社が負担し、資格手当支給の上限を無くしました！
●「青森県女性技術者ネットワーク会議」に参画して、女性の活躍を応援、
　女性技術者（現場監督・重機オペレーター・作業員）の育成を推進中！

昭和18年に創業以来、総合建設業として常に新しい技

法や難しい工事に挑戦し、地域を造り続けている会社で

す。顧客満足の向上に取り組んでいますが、「顧客満足

＝社員満足」という考えから、福利厚生を重視して取り

組んでいます。平成30年に経済産業省認定「地域未来

牽引企業」に選ばれました。

業務内容 土木工事の現場監督・重機オペレーター・作業員、建築工事の現場監督・
 設計士、自動車整備士、石油販売員
 ※各業務によって雇用内容の詳細が異なりますので、詳しくはお尋ねください。

従業員数 83名（令和3年9月）
資本金 2,000万円
売上高 28億3121万円（令和3年3月末決算時）
事業内容 総合建設業、石油類販売業、自動車類整備業

大湊港港湾環境整備（効果促進）工事（通称：大平ドーム橋）
青森県県土整備部優良工事表彰

社会福祉法人桜木会
桜木園

仕事・勤務内容

当社の
取り組み

建設業は社会貢献できる、誇るべき業種です。当社では、下北地域の未来を担う人材育成・定住支援
「おかえり奨学金制度

※
」に取り組んでいます。男女問わず土木建築を目指す若い人を応援しています。

※お問合せは当社または、おかえり奨学金団体ジモッティー事務局　社会福祉法人みちのく福祉会　TEL 0175-26-2036

住所 むつ市中央一丁目5番7号
TEL 0175-22-1141
FAX 0175-23-4541
HP http://www.kumagai-kk.co.jp

むつ市役所 むつ合同庁舎

ケーズデンキむつ店
ファッションセンター
　しまむらむつ店

むつ中央二郵便局

大湊線

田
名
部
川

株式会社熊谷建設工業
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むつ下北の観光の拠点、地元のコミュニティホテル

むつ観光ホテル株式会社（むつグランドホテル）

笑顔が素敵で、元気・やる気
のある方を希望します。

お客様の笑顔が見たい！ふれあいたい！やりがいのある職場です。

ご宿泊、ご婚礼、ご宴会、各種ご会食、各種会

議、レストラン、仕出し、売店、ティラウンジ、温

泉をご利用いただいたお客様へ飲食サービス、

接客サービス、販売サービスをご提供させてい

ただいております。

業務内容 宴会サービス、フロント 他

雇用形態 正社員

初任給 145,000円

福利厚生 雇用保険、社会保険

諸手当・待遇 時間外手当等

従業員数 44名

平均年齢 51歳

資本金 9,900万円

事業内容 ホテル業

住所 むつ市田名部字下道4

TEL 0175-22-2331

FAX 0175-22-2332

E.mail info@mghotel.jp

HP www.mghotel.jp/

休日・休暇 年間78日

勤務時間 シフト制（実働7.25時間）

勤務地 むつ市むつグランドホテル

問い合わせ 0175-22-2331　澤畑

職場風景

仕事・勤務内容

むつ尻屋崎線

ひまわり幼稚園

稲荷神社

田
名
部
川

稲荷神社

むつ観光ホテル株式会社

田名部畜産
農業協同組合

共に成長し、理想的なケアを

社会福祉法人青森社会福祉振興団

人と関わることの好きな方、
お年寄りを大切にしていただ
ける方を募集しております。

当法人では初めての方でも安心していただけるよう、先輩と1対1で学んでいける教育体制を整えて
おります。さらに、スタッフに負担をかけること無く利用者の介助が出来る、ICT・IoT機器といった
介護ロボットを導入しております。そういった最新機器を使った介護を学び、さらに上の介護を目
指しませんか？

「人ひとりひとりの心地よさ」を理念として利用者ひ

とりひとりの人権を尊重した介護に取り組んでおり、

また、介護のプロとして一流サービスができるよう

職員研修教育にも力を入れております。

業務内容 介護、看護、リハビリ

雇用形態 正社員

初任給 高卒 145,800円　専門・短大卒 150,000円
 大卒 173,000円

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
 退職金共済

諸手当・待遇 通勤手当、夜勤手当、住宅手当、賞与2.5ヶ月

従業員数 292名

平均年齢 44歳

資本金 5億円

事業内容 介護、看護師、理学療法士

 作業療法士、言語聴覚士

住所 むつ市十二林11-13

TEL 0175-23-1600

FAX 0175-23-1601

E.mail marumelo-recruit@michinokuso.or.jp

HP https://www.michinokuso.jp

休日・休暇 1ヶ月単位の変形労働制に基づく
勤務表による

 年間休日数106日、誕生日休暇有

勤務時間 シフトによる

勤務地 青森県むつ市、宮城県仙台市

問い合わせ 人材部　山田

介護ロボット

仕事・勤務内容

マエダストア
むつ中央店

青森県むつ警察署

ケーズデンキむつ店

むつ市役所

田名部川

社会福祉法人
青森社会福祉振興団
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下北交通は今日も地域と共に走り続けます。

下北交通株式会社

バスの運転に興味がある方、
そして人と接することが好き
な方。

当社には、大型二種免許取得を支援する「運転士育成制度」があります。
是非、免許を取得し地元企業で活躍しましょう。

当社は、「ひと」と「まち」をつなぐ安心・安全なバ

ス輸送を通じ、地元の皆さまにとって欠かせない

地域交通の担い手として信頼される企業をめざし

ています。

業務内容 運転士、整備士、事務（観光、運行管理）他

雇用形態 正社員

初任給 高卒 142,050円

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 他

諸手当・待遇 住宅手当、家族手当、通勤手当 他

従業員数 136名

平均年齢 56歳

資本金 9,900万円

売上高 6億2,000万円

事業内容 旅客運送業他

住所 むつ市金曲1-8-12

TEL 0175-23-3111

FAX 0175-23-4682

E.mail shimoko@sofcom.jp

HP http://www.0175.co.jp/s/

休日・休暇 年間90日

勤務時間 8：20～17：00（シフト制）

勤務地 むつ市

問い合わせ 管理部 0175-23-3111

会社風景

仕事・勤務内容

金谷公園
むつ
総合病院

青森県立
田名部高等学校

むつ市立
苫生小学校

円通寺

下北交通むつ
バスターミナル

下北交通むつ
営業所

下北の食文化アンバターの吉田ベーカリー!!

有限会社吉田ベーカリー

パンやお菓子等食べ物作
りに興味がある方、大歓迎
です。

フレッシュパワー、求めています。一緒に働きましょう！

弊社は昭和30年に創業以来65年の間、パン・お

菓子・お弁当等を製造販売している会社です。

お客様に、より良い食品を安心してお召し上がり頂

けますよう日々努力しております。

業務内容 パン、菓子製造販売

雇用形態 正社員

初任給 138,000円～

福利厚生 社会保険、厚生年金、雇用保険等

諸手当・待遇 技能手当

従業員数 20名

平均年齢 35歳

資本金 1,000万円

事業内容 製造小売業

住所 むつ市新町9-25

TEL 0175-22-1171

FAX 0175-22-1173

E.mail yoshida.bakery@tea.ocn.ne.jp

休日・休暇 週1日

勤務時間 7：00～17：00の間
 週5日7時間と1日5時間 合計40時間

勤務地 田名部地区

問い合わせ 0175-22-1171

店内商品の数々

仕事・勤務内容

金谷公園

星美幼稚園

むつ総合病院

田名部川

第二白百合保育園

代官山公園

むつ郵便局

有限会社吉田ベーカリー

田名部カトリック幼稚園
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正確で誠意をもち、信頼される会社

有限会社下北測量

故郷である下北半島への感
謝の気持ちや、育ててくれた
両親へ、測量・設計を通じて
恩返ししたいと考えている
人材。

測量・設計という仕事は、道路や橋など社会に大きな影響を与えるインフ
ラ整備において基盤となる重要な役割を担っています。建設コンサルタン
ト業では若くて元気な皆さんの力を必要としていますので、是非一緒に
地域社会の為に活躍してくださることを期待しています。

当社は、市や官公庁からの仕事を中心に、インフ

ラを整備する際の多様な測量・建物等の移転補

償、道路・河川の設計、橋梁・トンネル等の調査・

点検を通じて、地元下北の災害・防災・減災に寄

与する専門会社です。

業務内容 測量、設計コンサルタント業務

雇用形態 正社員

福利厚生 雇用保険、労災保険、社会保険、育児休業取得実績あり

諸手当・待遇 通勤手当あり、昇給・賞与あり

従業員数 約25名

平均年齢 40歳

資本金 1,000万円

売上高 2億円

事業内容 総合建設コンサルタント

住所 むつ市新町37番18号

TEL 0175-22-7740

FAX 0175-22-4688

E.mail simosok1@jomon.ne.jp

休日・休暇 日曜日、祝日（会社の定めた日）

勤務時間 8：15～17：15

勤務地 むつ市新町37番18号

問い合わせ 総務課

ドローン飛行作業

ドローン機一式

仕事・勤務内容

むつ郵便局

田名部カトリック
幼稚園

円通寺 JA十和田
おいらせむつ支店

新
田
名
部
川

有限会社下北測量

豊かな社会と原子力技術発展の共栄を目指して

原子力エンジニアリング株式会社
青森事業所

チャレンジ精神旺盛な、やる
気・元気のある人材を求め
ています。

当社は、「楽しく働こう!Have Fun!」をモットーに、豊かで充実した生活を過
ごせるように「ワーク・ライフ・バランス」を絶えず心掛けた社員の処遇改善
と様々な福利厚生に取り組んでいます。

原子力に関する研究支援業務を行っており、常に

安全最優先でお客様のご要望に的確に対応した

製品・サービスを提供しております。また、積極的

な事業展開を目指しより高品質なサービス提供

のための技術力向上を目指した研修プログラム

を導入しております。

業務内容 原子力関連機器の設計製作、施設の運転
保守

雇用形態 正社員

初任給 162,000円～

福利厚生 社会保険完備、退職金制度あり

諸手当・待遇 資格、通勤、昇給昇格・賞与あり

従業員数 562名

平均年齢 46.4歳

資本金 6,500万円

売上高 約40億円

事業内容 原子力施設の運転保守

住所 むつ市小川町一丁目16-30

TEL 0175-33-2155

FAX 0175-33-2156

E.mail mkurosawa@neco-net.co.jp

HP http://www.neco-net.co.jp

休日・休暇 週休二日制
 （年次有給休暇、夏季休暇等）

勤務時間 9：00～17：30

勤務地 青森県、茨城県、福島県

問い合わせ 青森事業所

施設の運転保守

放射線管理

仕事・勤務内容

青森事業所

本社

むつ市立第二
田名部小学校

金谷公園

むつ総合病院

星美幼稚園

第二白百合保育園

代官山公園

原子力エンジニアリング
青森事業所

むつ郵便局

田名部川
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心を動かす街づくり、人づくりに取り組むイケてる企業です！

山内土木株式会社

明るく前向きな発想ができ
る人、それは建設的でなけれ
ば建設人として力が発揮で
きないからです。

「人の心を大事にする」という企業思想は従業員の仕事に対する熱意を育みこれま

で築き上げてきた信頼と信用の礎になっています。また、従業員が長く活躍するた

めに、働き方や健康状態を適切に管理し、働きやすく生産性の高い職場及び公私

ともに楽しく充実した環境づくりに取り組んでいます。これから、この地域社会を

発展させるため、皆さんの熱意と力が必要です。一緒に頑張りましょう！

大正14年より総合建設業を営む地域に根ざした建設企業で

す。建設業だけでなく、むつ市より指定管理事業として、むつ市

ウェルネスパーク維持管理事業の運営もしております。若者の

採用・育成に積極的で若者の雇用管理の状況などが優良な企

業として厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認証

を受け、若者が働きやすい環境づくりにも取り組んでいます。

業務内容 公共事業・民間事業、工事施工現場における
管理全般、積算設計他

雇用形態 正社員

初任給 150,000～320,000円

福利厚生 社会保険（健保・厚保・雇保）、退職金共済、
確定給付企業年金、退職金制度

諸手当・待遇 職能手当、管理手当、勤続手当、家族手当他

従業員数 114名

平均年齢 44歳

資本金 3,000万円

売上高 33億円（2021年5月末）

事業内容 総合建設業、サービス業（指定管理事業）

住所 むつ市大湊新町37番12号

TEL 0175-24-2231

FAX 0175-29-2301

E.mail i-nihonyanagi@yamauchi-doboku.jp

HP http://www.yamauchi-doboku.jp

休日・休暇 1年単位の変形労働時間制

 自社就業カレンダーにもとづく

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市内

問い合わせ 0175-24-2231　二本柳・工藤

社会学習指導

まさかりレガッタ出場

仕事・勤務内容

【あおもり働き方改革推進企業】
男女問わず、すべての労働者が働きやす
い環境づくりを推進するとともに労働者
の仕事と結婚から子育ての希望の実現
を目指すために「働き方改革」に積極的
に取り組む企業を青森県が認証します。

【青森県健康経営事業所】
青森県の働き盛り世代の健康づくりを
推進するため従業員の健康管理を経営
視点から考え、戦略的に実践する「健康
経営」に取り組む事業所を青森県が認
定します。

【ユースエール認定企業】
若者の採用・育成に積極的で若者の雇
用管理の状況などが優良な中小企業を
厚生労働省が認定する制度です。

あおもり働き方改革推進企業 青森県健康経営事業所 ユースエール認定企業

むつ運動公園

むつ市大平中学校

大湊 大湊線
むつ市
ウェルネスパーク

陸奥湾

青森県
むつ警察署

山内土木株式会社
むつ中央二郵便局

安心・安全・そして感動を。

株式会社北彩屋

明るく積極的で元気のある
方。新しいことにも興味をもっ
てチャレンジできる方。

2018年4月に加工施設兼直売所を新設し、徹底した衛生管理の基、
サーモンの加工・事務作業・新商品開発等を行っております。皆さんの力
をお借りし、今以上に感動する商品をこれからもつくり届けていきます。

北彩漁業生産組合が津軽海峡沖で生簀養殖する

「海峡サーモン」の商品開発・加工・販売を行う

会社です。

業務内容 商品受注管理、電話、FAX、web注文確認対応
 納品伝票及び請求書等帳簿類作成管理
 商品、ギフト梱包発送等

雇用形態 正社員

初任給 150,000円

福利厚生 雇用保険、社会保険適用あり

諸手当・待遇 昇給、賞与あり

従業員数 20名（パート含む）

平均年齢 45歳

資本金 400万円

売上高 15,000万円（2020年度）

事業内容 製造業

住所 むつ市大畑町上野152-2

TEL 0175-31-1868

E.mail mika@kaikyou.com

HP http://www.kaikyou.com

休日・休暇 所定休日

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市大畑町

問い合わせ 株式会社北彩屋

直売所

加工場

従業員集合風景

仕事・勤務内容

大
畑
川

むつ市大畑庁舎

むつ市大畑小学校

大畑郵便局

マエダストア大畑店

稲荷神社

津軽海峡

株式会社北彩屋

むつ市大畑庁舎
大畑魚市場
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時代に必要とされ続ける法人を目指して

社会福祉法人桜木会

人の暮らしに寄り添う仕事で
す。積極性も大切ですが、時
には見守ることも必要。「思
いやり」と「誠意」を持って行
動できる方をお待ちしており
ます。

「むつ市のことは大好きだけど、仕事がないから帰って来れない。」そんな声
をよく耳にしますが、そんなことはありません。地域をもっと豊かに、もっと
便利にと、頑張っている魅力的な企業がたくさんあります。福祉の仕事の
最大の魅力は、そこに暮らす方々の笑顔や感謝をダイレクトに感じ、喜び
を分かち合えること。きっと「やりがい」を感じられるはずです。

高齢・障害・児童福祉サービスと、乳児から老人まで関

わる幅広いサービスを提供している社会福祉法人で

す。福祉の専門家として利用者様やご家族のニーズに応

え、地域の方 と々共に豊かな生活を願い、日々取り組ん

でいます。

業務内容 介護職、保育士、看護師 他

雇用形態 正社員

初任給 職種による

福利厚生 各種社会保険制度、退職金制度、資格取得
支援制度、社会福祉従事者相互保険制度、

 自動車保険団体割引制度 他

諸手当・待遇 通勤手当、住宅手当、扶養手当 他

従業員数 300名

事業内容 社会福祉事業

住所 むつ市中央二丁目13番15号

TEL 0175-31-0708

FAX 0175-31-0709

E.mail info@sakuragikai.jp

HP http://www.sakuragikai.or.jp

休日・休暇 シフト制（年間107日）

勤務時間 変形労働時間制

勤務地 むつ市内（8事業所）

問い合わせ 法人本部　総務課

2020年完成桜木園

保育園外観

2021年8月完成　グループホーム

仕事・勤務内容

むつ市役所

むつ中央二郵便局

大湊線

ファッションセンター
　しまむらむつ店

田
名
部
川

むつ合同庁舎

社会福祉法人桜木会

ケーズデンキ
むつ店

皆様の想いを紙の上で自由に表現

協同印刷工業株式会社

とにかく全力で何事も楽し
める人を探しております。

そこにある印刷物を一緒に作って行きましょう。

地域密着型の印刷会社です。

発想を形に変えること、皆様の利益に繋がる

役目をお手伝いさせて頂きます。

業務内容 印刷、出版

雇用形態 正社員、パートタイマ―

初任給 正社員 140,000円～

福利厚生 社会保険、雇用保険

従業員数 41名（パートタイマー含む）

平均年齢 45歳

資本金 1,000万円

事業内容 印刷製本、出版業

住所 むつ市金曲1丁目15番8号

TEL 0175-22-2231

FAX 0175-22-0435

休日・休暇 週休二日制（年間変形労働制）

勤務地 本社、青森営業所

問い合わせ 本社　竹内

会社風景

各種印刷物

仕事・勤務内容

青森県立田名部高等学校

下北

大
湊
線

むつ市立苫生小学校

こばと幼稚園

社会福祉法人並木福祉会
並木保育園

陸奥湾

協同印刷工業株式会社

むつ市立第三
田名部小学校
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地域に無くてはならない会社に！

有限会社カワシタ電業

夢や目標の実現に向けて頑
張れる、明るく元気な人材を
求めています。新たな取り組
みにチャレンジしながらさら
なる飛躍を目指して一緒に
頑張りましょう！

お客様の生活を支える、また少しでも地域社会に貢献できる会社でありた
いと思っています。仕事を通して一緒に青森のむつの未来を担いましょう！

お客様に日常生活の中でなくてはならない電気を、安

全に、安心して使える明るい生活を提供したいと思って

います。加えてISO9001：2015/ISO14001：2015を取

得し、環境にも気を配っています。他にも2016年9月に

認定された下北ジオパークの協力・協賛もしています。

業務内容 各種電気工事【公共（防衛省、青森県、むつ市）、
 民間、オール電化、ルーフヒーター、ロードヒーター、

エアコン、テレビ共聴、ソーラー】、家庭用電化製品の
販売、土木工事

雇用形態 正社員

初任給 高卒 155,000円～

福利厚生 各種保険（健康・厚生年金、雇用、労災）、退職金制度

諸手当・待遇 通勤手当、役付手当、資格手当、家族手当
 昇給：年1回（業績による）、賞与：年2回（業績による）

従業員数 13名

平均年齢 48歳

資本金 2,000万円

売上高 1億8,559万円（2020年度）

事業内容 電気工事

住所 むつ市中央二丁目21-1

TEL 0175-29-5611

FAX 0175-29-5612

E.mail kawaden@r66.7-dj.com

HP www.kawa-den.co.jp

休日・休暇 日曜日、祝日、第1・3土曜日又
は第2・4土曜日

 夏季休暇、年末年始休暇（当社
カレンダーによる）、有給休暇、
慶弔休暇、特別休暇等

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市各工事現場（下北郡内）

問い合わせ 総務部

朝顔支柱建て

高所作業

仕事・勤務内容

★健康経営優良法人認定

★青森県健康経営事業所認定

★むつ市すこやかサポート事業所認定

むつ運動公園

青森県立むつ工業高校

ユニバースむつ旭町店

むつ中央二郵便局

ゆきのこ保育園

青森県むつ警察署

有限会社カワシタ電業

大湊線

これからの社会を支える責任のある仕事です。

社会福祉法人三恵会

明るく思いやりのある方。
前向きで積極性のある方。

社会から必要とされる大事な仕事です。いろいろな経験をした多くの方 と々心の通ったふれあいが
あり、そこからたくさんの発想が生まれる職場です。必ず、みなさんの夢につながる職場です。

1984年、むつ市大畑町に社会福祉法人三恵会を設立、

現在は6施設で老人福祉介護事業の運営を行っていま

す。ご利用者が、居心地の良い生活を送れるように明る

い雰囲気作りに努め、皆様から信頼され愛される施設

を目指しています。

業務内容 介護士（正社員、準職員）
 老人介護施設のご利用者様に対する介護業務全般

雇用形態 正社員、準職員（3年勤務後、正社員に登用）

初任給 高卒 142,000円～ 147,000円

福利厚生 社会保険制度（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険）
 退職金制度、資格取得制度、親睦会行事 等

諸手当・待遇 通勤手当、業務手当、資格手当、時間外手当
 介護職員処遇改善手当、夜勤手当

従業員数 87名

平均年齢 47歳

資本金 4億8,000万円

売上高 4億9,300万円（2020年度末）

事業内容 老人福祉介護事業

住所 青森県むつ市大畑町大赤川29-4

TEL 0175-34-3297

FAX 0175-34-3495

E.mail sankeikai@poppy.ocn.ne.jp

HP sankeikai-aomori.com

休日・休暇 週休二日制（シフト制）

勤務時間 8時間（7：30～　8：30～
 9：00～　夜勤16：15～）

勤務地 ・むつ市大畑町大赤川29-4

 ・むつ市大畑町観音堂25-1

 ・むつ市大畑町庚申堂23-1

問い合わせ 0175-34-3297 田中、久野

介護風景

仕事・勤務内容

むつ市大畑庁舎
赤川地区公民館

むつ市下北自然の家

小赤川 は
ま
な
す
ラ
イ
ン

ちぢり浜

津軽海峡

社会福祉法人三恵会

赤川台
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「優れた技術力」と「多彩な人材」

株式会社大湊精電社

素直で何事も前向きに物事
を考える方。積極性がある方
将来性を考慮し選考活動を
行っています。

地域ナンバーワンの技術者集団を目指し、努力しています。
また、社員の福利厚生の充実を進めています。

海上自衛隊艦船の造修で培った技術を社会
的インフラにも拡大。地域に貢献、下北№1
企業を目指しています。

業務内容 海上自衛隊艦艇の修理及びライフライン
施設の保守整備

雇用形態 正社員

初任給 146,000円～

福利厚生 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災、財形
育児休暇取得実績あり

諸手当・待遇 技能手当、役付手当、扶養手当
 昇給、賞与あり

従業員数 154名

平均年齢 48歳

資本金 3,000万円

売上高 14億5,000万円（令和２年度）

事業内容 その他のサービス業

住所 むつ市大湊新町8番5号

TEL 0175-24-1181

FAX 0175-24-1192

E.mail info@oominato-sd.co.jp

HP http://www.oominato-sd.co.jp

休日・休暇 土、日曜日、祝日
 年末年始（12/29～1/3）
 6カ月経過後の年次有給休暇10日

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市

問い合わせ 総務部  総務資材課

作業風景

仕事・勤務内容

青森県立
むつ工業高等学校

大湊

陸奥湾

大湊線

むつ中央二郵便局

下北

株式会社大湊精電社

目指すは「そうだ。大信に聞いてみよう！」

大信産業有限会社

多様性を求める業務内容です
ので、チームワークを大切に
しながら、チャレンジ精神を
持った人材を求めています。

近くに居ると気づけない、まだまだ気づけていない地元の魅力を発見しながらお仕事するのは、や
りがいがありますよ！地元に残る人はもちろん、そうでない人も、色々な形で新しい時代のむつ市を
是非作って行って欲しいです。

主に建物総合管理業（清掃、設備点検、施設警備等）や

ハウスクリーニング、平成30年からは奥薬研レストハウ

スの指定管理者をやらせて頂いております。

時代のニーズに対応しながら皆様のお役に立てること

を懸命に考え実行して参ります。

業務内容 清掃、設備管理その他必要に応じて

雇用形態 正社員、パートタイマー、アルバイト

初任給 正社員 150,000円～

福利厚生 社会保険、雇用保険あり

諸手当・待遇 業務に関わる資格手当2,000円～

従業員数 40名（パートタイマー含む）

平均年齢 46歳

資本金 700万円

事業内容 サービス業

住所 むつ市大畑町本町80番地94

TEL 0175-34-6083

FAX 0175-45-3837

E.mail info@ohata-daishin.co.jp

HP http://ohata-daishin.co.jp/

休日・休暇 隔週2日程度

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市、下北郡内

問い合わせ 0175-34-6083　畑中

仕事・勤務内容

大畑中央公園

大畑川

マエダストア大畑店

津軽海峡

こすもす幼稚園

むつ市立大畑小学校大畑郵便局
むつ市大畑庁舎

大信産業有限会社

むつ市立
正津川小学校
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あなたも地域の「安全・安心」に貢献しませんか。

青森綜合警備保障株式会社むつ営業所

協調性・積極性・コミュニ
ケーション能力のある人を
求めています。

警備の仕事は、地域で暮らす人々の「安全・安心」に直接関係があり大変やりがいのある仕事
です。
私たちと共に大切な人たちを守りませんか。

当社では各種セキュリティサービスのご提供を通じ地
域の「安全・安心」に貢献しております。テレビCMでお
なじみのホームセキュリティをはじめ、警備センサーを
利用した機械警備、施設における常駐警備など、犯罪の
抑制、未然防止を地域密着で行っております。

業務内容 機械警備業務、常駐警備業務、現金輸送業務、
臨時交通誘導・雑踏警備業務、防犯・防災機器
等販売業務

雇用形態 正社員

初任給 143,200円

福利厚生 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、
慶弔見舞金制度、退職金制度（勤続3年以上）

諸手当・待遇 通勤手当 最高24,000円（規定による）
 昇給、賞与あり

従業員数 会社全体740名（むつ営業所：53名）2021.9末現在

平均年齢 40.2歳

資本金 3,000万円

事業内容 警備業（その他のサービス業）

休日・休暇 休日/年間105日、
 休暇/有給休暇〈入社時5日・
 6ヶ月経過後5日 最大20日〉
 特別休暇、傷病休暇、その他に育児休業、
 介護休業、産前産後休業
勤務時間 9：00～18：00　17：30～9：00
 9：00～9：00
 ※勤務場所により異なります。
勤務地 むつ市（青森県内転勤の可能性あり）
問い合わせ むつ営業所　総務課

警備時の制服

仕事・勤務内容

住所 むつ市大曲三丁目9番6号

TEL 0175-22-5901

FAX 0175-23-3642

E.mail ozaki-t@a-alsok.jp

HP https://www.a-alsok.jp

下北

大
湊

線

陸奥湾

赤川

青森県立田名部
高等学校

むつ市立第三
田名部小学校

青森綜合警備保障
株式会社 むつ営業所
青森綜合警備保障
株式会社 むつ営業所

南部せんべいの製造・販売をしております。

有限会社八戸屋

ものづくりが大好きで、積極
的で色々なことに興味がもて
る人材を求めています。

2018年度 第59回全国推奨観光土産品審査会
 菓子部門「特別審査優秀賞」受賞

2016年度 第57回全国推奨観光土産品審査会
 菓子部門「日本専門店会連盟理事長賞」受賞

2007年度 第48回全国推奨観光土産品審査会　菓子部門「日本専門店会連盟理事長賞」受賞

私たちは毎日工場で、お客様の「おいしい～」を思い浮かべながら仕事に励んでいます。
みなさんも弊社の一員として、一緒に南部せんべいを作りませんか。

創業95年余り、南部せんべいの専門店と

して厳選した原料を使用して製造に専念

いたしております。（1923年1月創業）

業務内容 製造、販売

初任給 140,000円

従業員数 24名

平均年齢 46歳

資本金 500万円

事業内容 食品製造、販売

住所 むつ市新町47-3

TEL 0175-22-3324

FAX 0175-22-3327

E.mail sales@hachinoheya.co.jp

HP http://www.hachinoheya.co.jp

休日・休暇 土、日曜日（繁忙時期は土曜出勤あり）

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 青森県内

問い合わせ 0175-22-3324

製造風景

商品例

仕事・勤務内容

むつ郵便局

田名部カトリック
幼稚園

田
名
部
川

円通寺 JA十和田
おいらせむつ支店

有限会社八戸屋
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