就職面接会「ワークチャンス庄内２０１８」参加企業一覧
日時：１０／１７（水）１３：００～１５：００ 鶴岡会場：東京第一ホテル鶴岡 （鳳凰の間）
※１０月１７日（水）のワークチャンス庄内当日までの間に企業の参加取消や求人が取消となる場合もありますので御了承願います。 平成３０年９月２８日現在
（５０音順に記載。当日会場では別の席番号順となります。）
1

アイ

アイティ・ルーム（株）

鶴岡市藤島字中細杖２

ソーイングオペレーター、裁断、企画、縫製技術指導及び生産管理
一般事務

2

アサ

アサヒ電器工業（株）

鶴岡市外内島字信州川原１７５－１

オペレーター

3

ウィ

ウィズ環境（株）

鶴岡市西目水上沢１２９－５

廃棄物の収集運搬ドライバー、廃棄物・資源物の中間処理及び分別解体
営業アシスタント

4

ウエ

（株）ウエノ

鶴岡市三和字堰中１００

製造・生産管理・品質管理・営業・設計・総務

5

エス

(株)エスピーアトム 鶴岡営業所

鶴岡市桜新町２－３３

交通誘導警備員、交通誘導警備員（有資格者）、警備員（パート）
列車見張員、各港湾施設警備

6

エル

（株）エルサン （有）える・さん (有)アク・サン 鶴岡市東原町１７－７

バンケットサービス（エルサン）、ドレスコーディネーター（エルサン）
葬祭全般（アク・サン）、調理師（える・さん）、洋菓子製造（える・さん）

7

オオ

太田産商（株）

鶴岡市大宝寺字立野５０３－１

豚肉のカット整形作業、豚肉の整形作業、包装及び付随作業

8

オオ

（株）大山機械・（株）庄内クリエート工業

鶴岡市白山字西野１６２
鶴岡市下清水字内田元７２－４０ 他

機械保全管理、アルミダイキャストマシンの保全管理
部品加工・・・大山機械
機械加工・機械溶接、電気工事、組立作業員・・・庄内クリエート工業

9

オキ

ＯＫＩサーキットテクノロジー（株）

鶴岡市宝田1丁目１５－６８

営業（就業場所東京）、プリント配線板のＣＡＤオペレーター
プリント配線板の製造

10

オフ

（株）オフィスコンフォートＭ

鶴岡市錦町２－２１ エスモール２Ｆ

脱毛サロンスタッフ、脱毛サロンスタッフ（パート）

11

オリ

オリエンタルモーター（株）鶴岡中央事業所

鶴岡市宝田１丁目１３－３０

生産技術職（面接会専用求人）

12

カン

（株）環境管理センター

鶴岡市白山字村北１２８－１１

汚水処理施設維持管理、リサイクル作業及び廃棄物収集運転手

13

キャ

キャド・キャム（株）

鶴岡市大宝寺字日本国３７８－１２

ＣＡＤオペレーター

14

クヘ

（株）九兵衛旅館

鶴岡市湯田川乙１９

食事処スタッフ、食事処係（パート）

15

コウ

（株）光洋

鶴岡市宝田３丁目３－２７

溶接担当、精密板金加工、出荷準備作業・営業（ルート中心）
ＮＣ機械のプログラム作成（ＣＡＤ）

16

サン

（株）三洋

三川町大字横山字大正２７

内職まわり、縫製（平田工場）

17

サン

（株）サンスタイル

鶴岡市伊勢原町２９－２８

ソーイングオペレーター、ソーイングオペレーター（パート）

18

サン

三和メイテック（株）

鶴岡市宝田３丁目１－１５

メンテナンス、設計業務、電気工事、溶接工、配管工

19

シュ

（株）主婦の店鶴岡店

鶴岡市美咲町３７－１７

販売・仕入れ業務

20

ショ

庄内交通（株）

鶴岡市錦町２－６０ 他

整備管理事務、バス運転士、バス運転士（パート）、事務一般職
バス運転士（契約）

21

ショ

（株）庄交コーポレーション

鶴岡市錦町２－６０ 他

商品企画造成、カウンター業務、ビル管理技術者
庄内空港ＡＮＡハンドリング、バラエティショップ店員

22

ショ

（株）荘内銀行

鶴岡市本町１丁目９－７ 他

銀行営業業務全般（面接会専用求人）、事業所内保育施設保育補助

23

ショ

（株）庄内観光公社 ホテル満光園

鶴岡市湯野浜２丁目２２－８

施設整備、客室清掃係、サービススタッフ（フロント）

24

ショ

（株）庄内ヨロズ

鶴岡市宝田３丁目７－３０

一般事務

25

スパ

Ｓｐｉｂｅｒ（株）

鶴岡市覚岸寺字水上２３４－１

製造、法務担当、品質保証担当、研究員又は開発補助員
企業内保育施設保育士

26

セイ

生活協同組合共立社

鶴岡市宝田１丁目３－２３ 他

共同購入鶴岡酒田配送、介護福祉相談員、こぴあベーカリー担当
千石センター農産担当、切添えセンターグロサリー担当

27

ソニ

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株） 鶴岡市宝田１丁目１１－７３

半導体エンジニア、品質管理、システムエンジニア、ファシリティ

28

ダイ

大和工業（株）

鶴岡市鼠ヶ関字横路２９５－１

生産設備の監理、生産及び品質管理、モーター組立
モーター組立（パート）

29

ダイ

（株）大一電機

鶴岡市宝町１－１２

電子部品の外観検査（日勤のみ）、電子部品の開館検査（交替勤務）
電子機器の製造補助、電子部品の製造（派遣）

30

タカ

（株）高砂製作所 鶴岡事業所

鶴岡市宝田３丁目１４－２４

設計開発（組込ソフトウェア）、機械設計（構造設計）

31

タマ

（株）タマツ

鶴岡市美咲町３２－７

営業職、配送・メンテナンス

32

チョ

鳥海採石工業（株）

鶴岡市外内島字信州川原２８－５

工場スタッフ（重機オペ）、工場スタッフ（重機オペ・契約社員）

33

ツル

（株）鶴岡光学

鶴岡市みどり町１３－２

レンズ製造技術職、レンズ検査工、一般事務

34

ツル

（株）鶴食

鶴岡市茅原字草見鶴１８－２１

調理員（のぞみの園）、調理員（のぞみの園：パート）
調理員（のぞみの園：パート）、調理（めぐみの郷しらやま）

35

ティ

ティービーアール（株）

鶴岡市宝田1丁目１１－１６

技能職、生産技術、生産管理、部品加工

36

トウ

東北イートップ（株）

鶴岡市藤浪４丁目１０４－２

廃棄物収集運搬、ビルメンテナンス及びリサイクル（構内作業・パート）
産業用機器保守サービス

37

ナカ

（株）ナカムラ

鶴岡市伊勢原町２６－１０

塗装工、防水工、左官工、営業及び施工管理

38

ニシ

（株）ニシムラ ラ・カーサ鶴岡店

鶴岡市大宝寺字日本国３６２－１６

販売員（ラ・カーサ鶴岡店）、販売員（ラ・カーサ鶴岡店）

39

ニツ

日昭（株）鶴岡事業所

鶴岡市大宝寺字立野７３

プラントスタッフ、プラントメンテナンス、出荷業務、品質管理（求人予定２件）

40

ハラ

（有）原田エフエフケイ

鶴岡市福田丁３８

一般作業員（防護柵工等）

41

バン

（株）萬国屋

鶴岡市湯温海丁１

接遇担当

42

ホク

北栄鉄工（株）

鶴岡市白山字村北８９

製缶工、機械設計、電気設計、鋳物中子造型スタッフ
鋳仕上げ（鋳物仕上げスタッフ）

43

マー

マーレ エンジン コンポーネンツ ジャパン（株） 鶴岡市宝田1丁目１２－１０

ＩＴ改善業務担当者、自動車部品素材検査員、自動車部品検査員
ラインオペレーター、品質管理検査員

44

マツ

松文産業（株）鶴岡工場

鶴岡市上山添字神明前２５０

織物の撚糸機械操作データ入力、織物のたて糸準備機械操作
データ入力、織物のよこ糸準備機械操作データ入力

45

モリ

森建設工業（株）

鶴岡市上藤島字街道西３－１

配管工、一般事務、土木建築作業員、ＣＡＤ設計

46

ヤマ

山形クラッチ（株）

鶴岡市下山添庄南４３

生産技術・設備保全（経験者）

47

ヤマ

（株）羽黒山ぶしいたけファーム

鶴岡市常磐木字木原８－１４

障害者就労継続支援事業Ａ型職業指導員

48

ユニ

（株）ユニオンダイキャスティング山形工場

鶴岡市宝田3丁目１６－３１

ダイカストマシンオペレーター、ＮＣ旋盤オペレーター

49

ヨシ

（株）ヨシケイ山形 鶴岡営業所

鶴岡市伊勢原町２－４２

配達及びＰＲ活動

50

ヨロ

（株）ヨロズエンジニアリング

三川町大字青山字外川原２０７－１

技術職（要経験）、技術者（工業系卒）

51

ワタ

（株）渡会電気土木

鶴岡市下山添字一里塚３６

木質燃料（ペレット）の製造作業、建設技術者、電気工事（内線工事）
電気設備の監理及び施工、資機材の購買及び資材管理

事 業 所 名

No.

就業場所

２Ｆ会場 鶴の間

職

種

（９／１２現在の内容。追加・変更となる場合あり。）

「福祉の仕事面接会」 同時開催

52

アイ

医療法人社団 愛陽会

三川町大字横山字堤３９

介護福祉士・精神保健福祉士・社会福祉士・支援員・世話人
医療事務員（パート）

53

イチ

社会福祉法人 一幸会

鶴岡市美原町４－４０ 他

介護員、看護職、看護師・準看護師（パート）

54

イブ

医療法人 いぶき会

鶴岡市宝田１丁目９－８０ 他

看護師、准看護、看護師准看護師（パート）、介護福祉士
介護職員

55

イリ

医療生活協同組合やまがた

鶴岡市双葉町１３－４５ 他

介護職員、臨床検査技師、作業療法士、夜勤ヘルパー（パート）
看護・介護助手（臨時）

56

ケア

社会福祉法人 けやき なの花荘

三川町大字横山字堤１８９－２

看護職員、介護職員、調理員（求人提出予定）

57

ケイ

社会福祉法人 恵泉会

鶴岡市茅原２８－１０

介護職員（契約社員）、介護職員（契約社員）、保育士（契約社員）
保育士・児童指導員（契約社員）、介護職員

58

シオ

社会福祉法人思恩会

鶴岡市湯野浜1丁目１７－３５

介護員、保育士・児童指導員、事務員（求人提出予定）

59

ダイ

特定非営利活動法人 大地

鶴岡市羽黒町赤川字熊坂４７－３

介護福祉士、介護職員、介護職員（夜勤専門員）
介護職員（パート）・・・求人提出予定

60

ノド

（有）和 のどか

三川町大字猪子字下堀田２３０－１

介護員、夜勤専門（求人提出予定）

61

ヒマ

（株）ひまわり

鶴岡市稲生１丁目３－５

介護員、施設利用者の送迎業務（パート）

62

プラ

ぷらすはーと（株）（旧合資会社喜助）

鶴岡市神明町１５－１５

介護スタッフ、ケアマネージャー

63

ミツ

医療法人社団みつわ会

鶴岡市茅原２６－２３

介護職、介護福祉士、言語聴覚士、支援相談員、正・准看護師

64

メグ

社会福祉法人めぐみ会

鶴岡市白山字西木村１０１－１ 他

介護職員（しらやま）、生活支援員（恵風園）、生活支援員（恵風園・パート）他

65

ヤマ

社会福祉法人山形虹の会・かけはし

鶴岡市民田字代家田１００－１

介護職、看護師、准看護師、事務職員（産代）

