
岩 手 県

岩 手 県 の も の づ く り を 支 え る 若 者 た ち を 紹 介



PICK UP INTERVIEW

Q1
高校での学びや
経験をいかした
仕事に就きたい！
地元企業で働きたい！
と思っていました。求人を見て社員一人一人を大
切にしている会社だと感じました。例えば働き方
や休暇取得・社内の研修制度、生活面でも様々な
手当が充実しており、私の10年後、20年後がイ
メージできたのでデンソー岩手を選びました。

デンソー岩手に入社した理由は？

Q2

人事課では大変役立っています。

授業ではビシネスでよく利用されるソフトウェアの操作や
利用方法、文書作成やプログラミングについて学んだので、

入社時に半導体など専門の知識や技術はありませんでしたが、
研修で教えてもらえる制度があり、今では訪問者に説明でき
るほどになりました。

高校ビジネス情報科で学んだことはいかせる？

Q3

新卒高校生や中途採用の
応募者・求職者の
入社・内定につながった時
にやりがいを感じます。社員が増えると会社の数字も増え、事
業の拡大や会社の成長に直結しています。数字に表れるので
モチベーションや頑張る理由につながり達成感を得られます。

私の採用活動業務が

やりがいは？

Q4

ものづくりを体験している感覚で
面白いです！

社内の要望に応えるだけでなく、採用応募者の方々に寄り添う
ことも大事だと思っています。入社後のイメージをしっかり持っ
てもらえるようホームページの充実や求人サイトの整備をしま
した。技術の社員の仕事や思いを通して私自身、

会社の魅力を創り発信できるようこれからも頑張っていきたいです。

仕事の面白さは？

株式会社デンソー岩手

和
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だ

 叡
え い

佳
か

さん

部署：総合企画部人事課
業務内容：新卒中途採用・教育運営業務
2018年入社／北上市出身
県内高校ビジネス情報科卒

生産品目：自動車用半導体・電子デバイス部品

若手の社員にきいてみよう！

PICK UP INTERVIEW

分野別に見てみよう！

◯◯では、どんな仕事をするの？
ものづくり… p.8・9　IT産業… p.10・11　食料品製造… p.12・13

様々な会社を見てみよう！

紹介企業一覧

… p.3

… p.8

… p.14

も の づ く り 産 業 の 職 場 か ら「 仕 事 」 を 見 て み よ う！

CONTENTS

３つの分野で「仕事探訪」
岩手県をリードするものづくり（機械や部品）、情報通信関連（IT）産業、食料品製造の

３つの職場を例にして、それぞれの会社で働く人たちが各部署でどんなことをしているのか

その「仕事」の内容や、仕事の成果である「モノ」や「サービス」が

どのように流れていくのかを見ながら、将来、自分が「働くこと」をイメージしてみましょう。

そこで参考にしたいのが、「ものづくり」の世界。
あまりピンとこないかもしれませんが、実は私たちの生活に身近なところで

様々な「仕事」によって成り立つ「ものづくり」の世界は、

世の中の「仕事」をイメージするのに打ってつけ。

製造現場や技術系の仕事のほか、

商業、農業などの専門高校で勉強してきた皆さん、

大学に進学して文系の学問を学んできた皆さんも

活躍が期待される場面が数多くあるのです。

幅広い産業とそれを支える様々な「仕事」。

高校生や大学生の皆さんにとって、実際に「働くこと」のイメージをつかむのは難しいこと。

でも、幅広い産業やそこでの仕事に触れておくことは将来の自分づくりにとても大切です。

「仕事」ってなんだろう？ 会社ってどんなことしてるの？

私たちの生活は、数多くの「モノ」や「サービス」によって支えられています。

それを生み出しているのが、様々な「産業」。一方で、その産業を支えているのも私たちなのです。

メージできたのでデンソー岩手を選びました。

普通科や商業系の高校から
就職しても大丈夫！

社内研修と自分のやる気で
活躍の場は広がります。

株式会社デンソー岩手
和田叡佳さん

紹介動画はこちら！企業情報は p.23 へ3



PICK UP INTERVIEWPICK UP INTERVIEW

Q1

岩手県に拠点があり
全国的にも少ない
テストを専門にしている
会社がヴェスだったので入社を希望しました。

大学時代に学んだ「ソフトウェアのテスト」に
興味を持っていました。また、岩手が好きな
ので県内での就職を希望していたこともあり
学生時代から企業情報を収集していました。

ヴェスに入社した理由は？

Q2

学生時代の知識は
基本となっています。

授業で自分が作成したソフトでシステムをテストすることがあ
り、その時にテストの面白さに触れて興味を持っていました。
現在、車のオートマチックトランスミッションの動作が問題な
いかを評価しています。実際の車は操作できないのでシステム
上でシミュレーションツールを使って操作しテストをするので

大学ソフトウエア情報学部で学んだことはいかせる？

Q3
自分の担当する製品について
どんどん知識が増えていくことです。
製品が市場に出た時に不具合がなく、ユーザーに満足してもらえ
るようソフトウェア開発の最後の砦のような気持ちで責任をもっ
てテスト（評価）を行うようにしています。よりよく進められるよ
うなシステムづくりに挑戦したいと思っています。

やりがいは？

Q4

自分の仕事のやり方が
どんどん洗練されていきます。

車載システムの第三者評価を担当しています。どんな小さな仕
事でも丁寧かつ早く完了できるよう意識しています。効率よく
工夫を加えながら考えて仕事を進めることでスピードアップし、

社外のセミナーなどにも参加して製品や評価に対しての理解
も深まるのも面白いです。

仕事の面白さは？

Q2

パソコン操作に詳しくなったことで
会社の情報発信や広報活動は
ものづくりの仕事を支えている
と感じます。

パソコンが好きなので高校商業科では簿記や情報処理を勉
強し、大学時代は情報処理を応用したプログラミングなどを
学びました。

高校商業科や大学で学んだことはいかせる？

Q3

家族や友人、会社の方が
見てくれた時や、
仕事の成果を上司に褒められた時
にやりがいを感じます。今後、自分の仕事を通して会社全体の業務を
よりよく進められるようなシステムづくりに挑戦したいと思っています。

自分が作成したホームページを

やりがいは？

Q4

発見をするのが楽しいです！

ホームページ制作の知識が十分ではない状態か
ら制作を任されたので苦労しましたが、参考書
を読み込み、上司にアドバイスをいただきました。
今では見やすさや読みやすさ、デザインに気を付
けて制作できるようになりました。製造業で、「も
のってこういうふうに作っているんだ」という

仕事の面白さは？

Q1

機械を動かしている
社員の方々が「カッコイイ！」
と思いました。そういう仕事の一番近いところでシステム系の
仕事をするのも自分のやりたいことなのではと思い、入社を決
めました。

最初は製造業について知らなかったので、エフビーを受けようと
は思っていませんでした。実際に会社説明会や工場見学の際に、

エフビーに入社した理由は？

株式会社エフビー
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部署：総務部総務課業務推進係
業務内容：ホームページやFacebookの更新・
　　　　　会社案内パンフレットの作成
2020年入社／宮古市出身
県内高校商業科卒／県外短期大学社会情報学科卒

生産品目：マイクロコネクタ

株式会社ヴェス

小
し ょ う

路
じ
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か ず
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さん

部署：検証サービス本部
業務内容：第三者評価・単体検査
2018年入社／岩泉町出身
県内高校普通科卒／県内大学ソフトウェア情報学部卒

生産品目：ソフトウェア検証サービス

Q4

商業高校や普通科出身でも
就職先として考えて！

ものづくりの職場で自分が
やりたい仕事ができます。

学生時代から
企業情報を収集して！

県内外とつながる仕事が
きっと見つかります。

株式会社エフビー
佐藤優香さん

紹介動画はこちら！ 企業情報は p.24 へ

株式会社ヴェス
小路一基さん

紹介動画はこちら！企業情報は p.16 へ54



PICK UP INTERVIEWPICK UP INTERVIEW

Q1

立ち上げに一から
携われるのが面白そう
だと思いました。また、地元の岩手で世界と
競い、世界を相手にできるほどの生産力をも
つ会社の一員として働けるというところに惹
かれました。

大学 2 年生の時、授業の一環で参加した会社
説明会がきっかけで興味を持ちました。新し
い会社ができると知り、

キオクシアに入社した理由は？

Q2

そこで学んだことは
今につながっていると思います。

以前からものづくりに興味があったので、製品ができていく過
程は面白いと思っていました。工学部のマテリアル工学科とい
う材料を扱う学科で勉強したので、幅広く学ぶ中にも半導体の
授業がいくつかあり、

大学で学んだことはいかせる？

Q3

自分が発見した不良が製品の
歩留りの向上、品質の改善に
つながるところ
にやりがいを感じます。 ※歩留り(ぶどまり)…良品の割合。

※

建設された半導体工場の新しい装置の立ち上げ・管理など、
一から携われることがうれしいです。また、より良い製品
を作るために日々、検査データの監視を担当しており、

やりがいは？

Q4

自分の知識が増えていく
面白さがあります。

専門用語が多く覚えるのが大変ですが、わからない用語
はメモして後で調べたり先輩方に聞いたりして

不良がどの工程で発生したものか突き止められるよう
に、コミュニケーションや様々な経験を通して必要な知
識を習得し、どんな仕事でも自信をもって臨めるように
成長していきたいです。

仕事の面白さは？

Q2
学生時代、英語を学び国際交流に力を入れていたので、海
外のお客様とのメールや電話でのやりとりの際にいかせて
いると思います。仕事をしていく上で時折、理系的な知識
を要求される場面はありますが、経験や実践で学んでいく
のが一番良いと就職して感じています。製造業＝理系とい
うイメージで考えがちですが、

文系からこの業界に入る壁は
感じなくてもいいかもしれません。

大学で学んだことはいかせる？

Q3

最近の困りごとを聞き解決した時
にやりがいを感じます。値段交渉が大変ですが、お客様とキンレイの
真剣勝負。お客様の声をよく聞くことを大切にし、国内外にキンレイ
のマーケットを広く深くしていきたいです。

いろいろなお客様のところへ足を運んで、

やりがいは？

Q4

毎回、違う案件や
思いも寄らない業界から
声を掛けてもらえるところが
面白いです！

製品を販売する際、お客様との窓口として対応
したり、来客時には工場見学の案内をしたりと、

仕事の面白さは？

Q1

地元・岩手にいながら
グローバルな展開をしている
ことに驚き、魅力を感じて応募しました。

学生時代から地元での就職を考えていました。海外の
お客様ともやりとりができる企業と聞き、

キンレイに入社した理由は？

株式会社キンレイ
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部署：営業本部 営業課
業務内容：電線製造機械の販売・
　　　　　工場見学等の会社案内
2017年入社／北上市出身
県内高校普通科卒／県内大学人文社会科学部卒

生産品目：電線製造機械

キオクシア岩手株式会社
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部署：生産技術部
業務内容：検査データの監視、装置立上げ・管理
2019年入社／軽米町出身
県内高校普通科卒／県内大学工学部卒

生産品目：フラッシュメモリ

お客様の声をよく聞く営業を目指す！
全国全世界にキンレイのマーケットを広げたい

岩手にいてもグローバルな
働き方ができます！

文系出身でも
入社後の経験や実践が大切です。

かれました。

世界を相手にものづくりをしていく！
知識を習得し自信をもって仕事に臨みたい

岩手にも世界と競う
企業があります。

多くの職種で女性が
活躍できます！

株式会社キンレイ
豊田実可子さん

紹介動画はこちら！ 企業情報は p.22 へ

キオクシア岩手株式会社
佐藤優香さん

紹介動画はこちら！企業情報は p.18 へ76
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和同産業株式会社
除雪機・農業機械を開発から生産、販売まで一貫システムで全国へ

〒025-0035　花巻市実相寺410　TEL.0198-24-3221

除雪機械・草刈機・農業機械

除雪機や草刈機を製造するメーカーとして、花巻でオリジ
ナル製品をつくり続けて約80年。雪国の生活を支える除
雪機のほか、農園で縦横に走る自律走行無人草刈機「ロボ
モア KRONOS」は多くのユーザーから信頼を集め、あら
ゆる場面で活躍しています。家庭・業務用の除雪機や農業
機械の開発から生産、販売までを一貫したシステムで行い、
大手メーカーのブランド製品も製造。除雪機の国内生産台
数はトップクラスです。

組立課 組立係

渡邉 陽南さん

2018年入社／花巻市出身
県内農業高校生物科学科卒

農業高校で学び地域に貢献できるような
職種につきたかったのでこの会社を選び
ました。会社は男の人が多く最初は怖い
雰囲気かなと思いましたが、優しく話し
かけてくれるので女性にとっても働きや
すい職場です。自分の仕事をミスしない
よう丁寧に頑張りたいです。

製造課 溶接係

川村 透さん

2017年入社／花巻市出身
県内工業高校機械科卒

人を助ける製品をつくって地元に貢献し
たいと思い、この会社に就職を決めまし
た。自分が作った部品が次工程に流れ、
組み立てられ、完成品になったのを見た
時にやりがいを感じます。強度だけでな
く外観もきれいに溶接し、心を込めて作
業しています。

商品開発部

藤井 美里さん

2017年入社／花巻市出身
県内高校普通科卒
県外大学学芸学部卒

小さいころからものづくりが好きでした。
取扱説明書をつくる時、製品を安全に使っ
てもらうために間違いがないよう、わか
りやすく見てもらえるようにデザインを
考えています。実際に自分が携わった商
品が農業の役に立っていることがうれし
いです。

商品開発部

平野 浩己さん

2019年入社／花巻市出身
県内高校特別進学コース卒
県外大学工学部卒

設計したプログラムで何度も試験を繰り
返します。思い通りに機械が動いて製品
が生産・出荷されユーザーの手に届いた
時、やりがいを感じます。大学で学んだ
機械工学や材料力学などの知識を今後、
開発・設計の仕事にいかしたいと思って
います。

ものづくりの会社を見てみよう！

無人草刈機「ロボモア KRONOS」

会社の目標を立てる

経営企画
あるべき会社の姿を考え、それに向けて戦略を立てま
す。その計画の実現のために、必要な人材、物資、資
金をどのように配分していくのかを検討します。

1

総務
人事や財務など、会社が効率よく運営されるよう事業
所全体に関わる非常に幅広い仕事を担当します。

2

お客さんに届ける

物流
製品をつくるために調達した原
料、材料や部品などを会社ま
で輸送し、また製造した製品を
顧客まで届ける仕事です。

13

どうやって作るか決める

生産技術
製品をつくるための事前準備と、生産が始まってからの改善を
担当します。機械や設備、人材の配置などを検討します。

9

調達
製品づくりに必要な部品等を他社から購入する仕事です。より
良い物資の調達には「目利き力」が求められます。

10

作る

生産
実際のものづくりの現場です。改善を積み重ね、正確に、効率よく、コストを抑えて作ること
に尽力し、付加価値を生み出す最前線の仕事です。

11

生産管理
計画に基づき、進行管理を担います。当初の予算や計画にズレがないかを確認しながら様々な
部門とやりとりをするため、コミュニケーション能力や調整能力が役に立ちます。

12

新しい商品を考える

市場調査
データやアンケートを収
集・分析して、顧客がどの
ようなものを求めているの
かを考えます。これはマー
ケティングとも呼びます。

3 商品企画
マーケティング活動で得た顧
客のニーズを分析し、新しい
商品のイメージを形作ってい
きます。創造力や企画力を発
揮できる仕事のひとつです。

4 営業
製品やサービスを紹介し
たり、製品を販売した後
のサポートを行ったりと、
顧客と会社をつなぐ窓口
の役割を担います。

5 広報・宣伝
テレビや新聞などの広
告媒体やホームページ、
SNSを活用し、自社製品
を多くの人に知ってもらう
ための仕事をします。

6 製品の機能や形を決める

製品を作るための技術を開
発・改良し、新しい製品を作
り出す仕事です。高い専門性
をいかし、最先端の研究・技
術に触れながら仕事をします。

研究開発7
新製品のイメージから、具体的な大きさ、材質
や求められる性能などを決め、図面や数値に落
とし込んでいく仕事です。他の部署から寄せら
れるリクエストを調整しながら考える、コミュニ
ケーション能力と創造力が発揮できる仕事です。

設計8

ものづくり
では、どんな仕事をするの？

動
画
公
開
中
！
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株式会社システムベース
情報処理サービスで地域の皆様に最良の品質を提供します

〒024-0004　北上市村崎野19地割116番地4　TEL.0197-71-1111

ソフトウェア開発・クラウドサービス 等

創業当時からデータセンターを持ち、300社以上にネット
ワークでのサービスを提供。その強みをいかし、クラウド
サービスの拡大に力を入れています。また、お客様のニー
ズに合った情報システムを企画から設計・開発、運用まで
一貫して担っています。社内の円滑な人間関係がお客様と
のコミュニケーションにもつながるとの考えから ｢明るく、
楽しく｣ ｢全員主役、全員脇役｣ をモットーに日々の業務を
進めています。

ソリューション１部１グループ

片岡 奈々美さん

2014年入社／花巻市出身
県内商業高校情報ビジネス科卒

学生時代に学んだことをいかして仕事を
したいと思ったので入社を決めました。
不具合が出ないよう、動作確認をしっか
りと行い、お客様にとって使いやすく、
自分たちがメンテナンスしやすいシステ
ムにできるよう、仕様を理解しSEに提案
していきたいです。

ソリューション１部１グループ

菅原 拓次さん

2006年入社／北海道出身
県外高校普通科卒
県内大学工学部卒

お客様と共にシステムの目的意識を統一
し、よりよい仕事の形を生み出すことが
できるよう心掛けています。システム稼
働後、「便利になった」というお客様の
満足と喜びの言葉がやりがいとなってい
ます。自立し、信頼される技術者であり
たいと常に思っています。

I T 産業の会社を見てみよう！

一貫した体制で地域企業の情報処理業務を支えます

会社の目標を立てる

経営企画
あるべき会社の姿を考え、それに向けて戦略を立て
ます。その計画の実現のために、必要な人材、物資、
資金をどのように配分していくのかを検討します。

1

総務
人事や財務など、会社が効率よく運営されるよう事
業所全体に関わる非常に幅広い仕事を担当します。

2

お客さんが
使えるようにする

リリース
テストが終わったシステム
を、顧客の仕事の環境で実
際に使えるようにします。

13

システムの中身を決める

設計
要件定義で決まったことに対して、具体的にどのようなシステム
を作ればよいかを決め、設計書を作成します。例えば、どんな
入力画面が使いやすいか、ハードウェアは何がよいかなど、決
めることは多岐に渡ります。

9

安定したシステムを提供する

運用保守
リリースしたシステムが安定して正確に動いているか確認を行います。
システム開発のときに発見されなかった不具合を見つけた場合や、顧
客から要望や改善点がある場合はシステムを改修することもあります。

14

より良いシステムを提案する

市場調査
データやアンケートを収集・分析して、顧客
がどのようなものを求めているのかを考えま
す。これはマーケティングとも呼びます。

3

広報・宣伝
テレビや新聞などの広告媒体やホームペー
ジ、SNSを活用し、製品や自社の特長を多
くの人に知ってもらうための仕事をします。

4

評価
それぞれの仕事の流れが効果的に行われて
いるかを評価します。改善点を洗い出して、
次のサービスにつなげていきます。

5

営業
顧客の課題を分析し、自社の製品・サービス
を使ったシステムでの解決方法を提案します。
顧客と会社をつなぐ窓口の役割を担います。

6

システムを作る

製造 (プログラミング)
プログラミング言語を駆使して、システムを形作ってい
く工程です。設計書で示された機能を的確に実現しま
す。特に、この工程のエンジニアのことをプログラマー
と呼ぶことがあります。

10

テスト
出来上がったプログラムが設計どおりに動作するか試験
を行います。プログラムごとの小さなテストから、何日も
かけて行う総合テストまで、目的や規模は多岐に渡ります。

11

システム構築
システムはいろいろな要素が連携して必要な機能を実現
しています。「プログラム」や、「サーバー」と呼ばれるコ
ンピューター、それをつなぐ「ネットワーク」などがあり
ます。これらが相互に連携する環境をつくるのが仕事です。

12
どのようなシステムかを決める

システム開発のリーダー的役割です。
各工程の状況を確認し、システム開発
作業に遅れがないかなどを管理します。

マネジメント7
顧客の要望を、どのようにシステムで実現するか
を決める工程です。顧客ごとの課題は異なるた
め、よく話し合いながら進めることが重要です。

要件定義8

システムエンジニアリング

顧客からの要望などを受けて、システムを開発
し、運用するＩＴ産業の仕事の１つです。その
業務は「⑦マネジメント」から「⑭運用保守」
までを含み、仕事内容は多岐にわたります。

杉尾 美帆さん

2013年入社／金ケ崎町出身
県内高校普通科卒

お客様と直接お話する機会が多いので、
スピーディーにかつ精度の高い対応が
できるよう心掛けています。最善の提
案ができるよう日々新しい情報を取り入
れて、お客様に当社を選んで良かったと
言ってもらえる仕事をすることが今後の
目標です。

県内大学農学部卒

医療システム部医療サポートグループ

IT産業
では、どんな仕事をするの？

動
画
公
開
中
！
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食品製造の会社を見てみよう！

7

3

5

6

4

12

13

10

11

9 8

1

2

会社の目標を立てる

経営企画
あるべき会社の姿を考え、それに向けて戦略を立てま
す。その計画の実現のために、必要な人材、物資、資
金をどのように配分していくのかを検討します。

1

総務
人事や財務など、会社が効率よく運営されるよう事業
所全体に関わる非常に幅広い仕事を担当します。

2

どうやって作るか決める

調達
製品づくりに必要な原材料や、加工に必要な機械などを確保す
る仕事です。安全で品質の良いものを安定的に確保できるか、
調達先を探して回る「目利き力」が求められます。

8 生産技術
製品を作るための事前準備と生産が始まってからの改善をしま
す。生産に必要な機械やその順序、人材配置などを検討します。
生産開始後は、現場での改善活動を先導することも仕事です。

9

。お客さんに届ける

品質保証
食料品製造業では、消費者の口に入るものを扱うため、高い安全性が求められます。品質が一定に保た
れるよう、原材料の仕入れから製造工程、包装、出荷まで、各部門と連携しながら品質をチェックします。

12

物流
製造した製品を顧客まで届ける仕事です。製品の劣化を防ぐために温度管理を徹底し、食の安全を守
る大切な仕事です。どのような経路で流通したか追跡できる「トレーサビリティ」も注目されています。

13

新しい商品を考える

市場調査
データやアンケートを収集・分析して、顧客
がどのようなものを求めているのかを考えま
す。これはマーケティングとも呼びます。

3

商品企画
顧客の声を分析し、求められている味、大
きさ、パッケージなどのイメージを作ります。

4

広報・宣伝
テレビや新聞などの広告媒体やホームペー
ジ、SNSを活用し、自社製品を多くの人に
知ってもらうための仕事をします。

5

営業
製品やサービスを紹介したり、製品を販売
した後のサポートを行ったりと、顧客と会社
をつなぐ窓口の役割を担います。

6

作る

生産
材料を切ったり、加熱したり、味付けをしたりして、加
工品を作ります。現場で改善の積み重ねをしながら、お
いしい食品を作ります。

10

生産管理
製品の生産が計画どおりに進んでいるか、材料が十分
にあるかなど、製造から顧客に届くまでの流れが計画ど
おりに進むよう、進行管理をする仕事です。関係部署と
のコミュニケーションが大切になってきます。

11

商品の機能や形を決める

商品開発
新製品の企画を技術的な側面から支援します。顧客の
ニーズをもとに、今までなかった味や食感、サイズ、パッ
ケージを開発したり、機能性食品を試作したりします。
専門的な知識をいかして新しい製品を作り出す仕事です。

7

小野食品株式会社
三陸釜石のおいしい海の幸を全国へ届けます

〒026-0304　釜石市両石町 4-24-7　TEL.0193-23-4675

調理冷凍食品(三陸産魚類の焼魚・煮魚・チルド食品)

魚介類を加工し、調理済みの冷凍食品の製造、販売をし
ています。商品の開発から生産・販売まで一貫した体制
が特徴。選び抜いた材料と手作り感のある調理方法で素
材のうまみを凝縮した魚料理の商品を生産。徹底した品
質管理体制で「安心安全なおいしさ」をお客さんに届けて
います。「三陸・釜石のおいしさを技術とまごころで」。岩
手から全国に、そして海外でも自社ブランドの商品展開に
挑戦しています。

本社工場 製造１課

佐々木 龍太さん

2016年入社／釜石市出身
県内高校普通科卒

食べることが好きなので、どのように魚
料理が作られているか興味があり入社
を決意しました。工場で一日に何万食
も作っているその中でお客様に届くのは
たったの１食なので、丁寧に仕事をする
という気持ちを大切にしています。早さ
と正確さを意識して魚をおろしています。

品質保証部

佐藤 桃奈さん

2017年入社／花巻市出身
県内高校普通科卒

私は文系出身で食料品に関する知識がな
く、手先が器用なわけでもなかったので
すが、その日に気になったことをどんど
ん質問するなどして、仕事を覚えること
ができました。品質管理に携わる者とし
て、もっと知識や経験を積んでいきたい
と思っています。

県外大学教育学部卒

開発部

千葉 美聖さん

2017年入社／釜石市出身
県内高校普通科卒
県外大学社会福祉学部卒

開発部は自分の考案した商品が、お客様
からダイレクトに評価される部署です。
お客様から「おいしかった」と言っていた
だけた時はとてもうれしく、やりがいに
なります。喜んでいただけなかった場合で
も、お客様からの評価を大切にし、商品
の改良にいかすよう心掛けています。自社で開発・生産・販売を手掛ける魚料理の冷凍食品

食料品製造
では、どんな仕事をするの？

動
画
公
開
中
！
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イーストライズ株式会社
東京と地方をITでつなぐ。今県内で注目を集めるIT企業

〒020-0022　盛岡市大通3丁目2番8号岩手金属工業会館6F・5F　TEL.019-601-6562

当社は「東京と地方をＩＴでつなぐ」と
いうコンセプトで設立され、盛岡市に
本社を構えるＩＴ企業です。今年で設
立 8年目となり、県内でも注目され
ている企業のひとつです。テレワー
クで首都圏のシステム開発を取り
扱う地方の優良企業を称える「ニア
ショアAWARD2019」優秀賞を受
賞しました。また、コロナ禍ではこ

れまで積み重ねてきた実績をもとに、テレワークでも変わらぬ高品質な価値とサー
ビスをお客様へ提供しています。今後も地域に寄り添いながら、成長していきます。

ソフトウェア開発・ニアショア開発・テレワーク事業・
ネットワークコンサルティング事業 等

ソリューション事業本部  

山本 志歩さん

2017年入社／盛岡市出身
県内高校普通科卒
県内大学総合政策学部卒

本社開発ルームと東京支社（新丸の内ビルディング）

株式会社アイカムス・ラボ
高品質の医療を安価に世界へ提供することを目指す

〒020-0857　盛岡市北飯岡二丁目4番23号ヘルステック・イノベーション・ハブ　TEL.019-601-8228

マイクロ・メカトロ技術を活用した新
たな開発に挑戦し続けることで、「よ
りよく生きる」をサポートしています。
独自の小型で精密な減速機の技術をコ
アとして、新たな価値ある医療機器や
ライフサイエンス機器を提案すること
で高品質の医療を安価に世界へ提供す
ることを目指します。また、会社から

巣立って独立できる技術、人脈、人間力を備えた人材を育成。独り立ちしたベンチャー
企業同士が連携し、地域産業を活性化させる集積拠点の形成による地域イノベーショ
ンの実現を可能にしていきたいと考えています。

マイクロピペット・小型医療器具

自社開発した医療系の分注器マイクロピペット

生産に使う部品の発注や納期調整、分注量
の検査を担当しています。実際に自分自身が
検査したものを出荷して、それがお客様の手
元に届くことにやりがいを感じています。も
のづくりに興味があったものの、全く知らな
い分野でした。会社見学に来た際に雰囲気
がよかったので働きたいと思いました。

システム開発を担当しています。驚いたのは
文系出身の方が多く、入社後に初めてプログ
ラミングに触れた人もいるということです。
生まれてからずっと岩手で暮らしているので、
岩手をITの仕事で便利にしたり、豊かにす
るお手伝いをしたいです。

予防医学の視点から健康に対する気づきを促す事業を展開

セルスペクト株式会社
〒020-0857　盛岡市北飯岡2-4-23 ヘルステック・イノベーション・ハブ　TEL.019-681-6710

2014年の創業以来、予防医学に基づ
いた健康に対する気づきの機会を提供
する事業に取り組んでいます。シード
テクノロジーである「免疫化学的手法
による診断アイテム」「指先血による
臨床検査アイテム（FBP）」を用いた先
進的な製品を多数開発し、自社製品
を使用した健康チェックサービスを展

開することで、地域の方々の健康維持や病気予防のサポートをしています。さらに、
感染症に対する有効な検査方法／診断方法の提唱、日本国内で製造する検査キッ
トの安定供給拠点化を進めています。

研究用試薬・体外診断用医薬品

本社営業部

觸澤 靖嘉さん

2019年入社／葛巻町出身
県内高校看護科卒

検査キットの提供や健康チェックスポットを設置

生産技術部

釜田 実菜さん

2017年入社／滝沢市出身
県内高校普通科卒

ヘルステック事業で検体測定室などの運営
を担当しています。看護師だった経験をいか
し一般企業で働きたいと思い入社を決めまし
た。一滴の血液で健康診断と同様の内容が
わかる検査キットを作っているので、健康維
持の手助けができればと思います。

県央エリア

県南エリア

沿岸エリア

県北エリア

盛岡市 八幡平市株式会社アイカムス・ラボ

…食料品製造

シミックCMO西根株式会社p15 p16

盛岡市 滝沢市イーストライズ株式会社 株式会社ヴェスp15 p16

盛岡市 滝沢市セルスペクト株式会社 株式会社やまびこ 盛岡事業所p15 p17

…ものづくり

盛岡市 東京システムズ株式会社 p16

宮古市 釜石市モルデック株式会社 宮古工場 株式会社プラネックスp23 p24

大船渡市 山田町ゆわて吉田工業株式会社 株式会社エフビーp24 p24

花巻市 一関市サンポット株式会社 タケヒロ東北株式会社p17 p20

北上市 一関市ウエスタンデジタルジャパン 北上事業所 三光化成株式会社 一関工場p17 p21

北上市 奥州市キオクシア岩手株式会社 株式会社アイディーエスp18 p21

久慈市 二戸市株式会社岩手村田製作所 久慈工場 株式会社二戸サントップp25 p26

北上市 奥州市株式会社ジャパンセミコンダクター 大井電気株式会社 水沢製作所p18 p21

久慈市 普代村岩手モリヤ株式会社 株式会社越戸商店p25 p27

北上市 奥州市株式会社多加良製作所 株式会社キンレイp18 p22

久慈市 洋野町有限会社宇部煎餅店 有限会社ハシモトソーイングp25 p27

北上市 奥州市東北KAT株式会社 株式会社小冨士製作所p19 p22

二戸市 一戸町株式会社十文字チキンカンパニー 株式会社岩手芝浦電子p26 p27

北上市 奥州市東北精密株式会社 株式会社デジアイズp19 p22

二戸市 株式会社南部美人 p26

北上市 金ヶ崎町日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社 株式会社デンソー岩手p19 p23

遠野市 平泉町筑波ダイカスト工業株式会社 遠野工場 株式会社フタバ平泉p20 p23

一関市 株式会社オヤマ p20

…IT産業紹介企業一覧
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シミックCMO西根株式会社

株式会社やまびこ 盛岡事業所東京システムズ株式会社

ウエスタンデジタルジャパン 北上事業所
株式会社ヴェス

サンポット株式会社

高品質の医薬品を世界中の患者様に提供し続けていく

「人と自然と未来をつなぐ」が理念。開発からサービスまで行う
今年創立50周年。社会に役立つシステム開発を続けていきます

USBメモリ、ハードディスクなどを提供するグローバルカンパニー

あらゆる分野の製品やサービスのテストを手掛ける第三者検証企業

石油ガス等の暖房機器の生産・販売。人にも環境にもやさしい製品を提供

〒028-7111  八幡平市大更第2地割154-13  TEL.0195-76-5111

〒020-0611　滝沢市巣子10-2　TEL.019-641-6111

【盛岡事業所】〒020-0022　盛岡市大通一丁目1番16号岩手教育会館4F　TEL.019-604-7722
【岩手研究開発センター】〒020-0611　滝沢市巣子152-409 滝沢市IPU第2イノベーションセンター 2-3　TEL.019-694-1777

〒024-8510　北上市北工業団地6-6　www.westerndigital.com/ja-jp

〒020-0611  滝沢市巣子152-409滝沢市ＩＰＵ第２イノベーションセンター研究室2-4  TEL.019-681-6131

〒025-0301　花巻市北湯口第2地割1番地26　TEL.0198-37-1115
シミックグループは1992年に日本初の
CRO（医薬品開発業務受託機関）とし
てスタートし、製薬メーカーのパート
ナーとして、医薬品開発のサポートを
しています。現在では医薬品開発だけ
でなく、研究開発から製造・販売まで、
製薬メーカーの全てのプロセスを支援
するPVC（ファーマシューティカル・バ

リュー・クリエーター）事業モデルのもと、さらなる成長を続けています。シミック
CMO西根はシミックグループの医療用医薬品の受託製造を担う一翼として、高い品
質の医薬品を世界中の患者様に供給し続けています。

小型屋外作業機械（チェンソー・刈払
機等）、農業用管理機械（スピードスプ
レーヤ・乗用管理機械等）、一般産業
用機械（発電機・溶接機等）の3事業分
野を展開する機械メーカーです。国内
外へグローバルに製品を提供し、農林
業や公園などの緑地、建設工事現場で
幅広く利用されています。開発から生

産・販売・サービスを一貫して行うことにより信頼を築いてきました。盛岡事業所で
は小型屋外作業機械と農業用管理機械の生産を行っており「人と自然と未来をつな
ぐ」という企業理念のもと、世界最高水準の製品とサービスを届けています。

当社は2020年8月に創立50周年
の節目を迎えました。安全が何よ
りも優先される鉄道・電力・水処
理など各種インフラの監視・制御
システムを始め、自動車のパワー
トレーン（駆動装置）・テレマティク
ス（自動車向け情報サービス）の
開発、医療機器用ソフトウェアの

開発、さらには社会において重要なインフラに位置づけられるコンビニエン
スストアのPOSシステムの開発などを通じて、多くの方々の生活を支え、社
会をより便利に、そして豊かにするシステムづくりを目指しています。

私たちウエスタンデジタルは米国カリ
フォルニアに本社を構え、SDカードや
USBメモリ、SSD、ハードディスクなど、
各種データを記録・保存するために必要
な機器を世界中に提供しているグローバ
ルカンパニーです。世界中の拠点で活躍
する優秀な技術者たちと、日々切磋琢磨
しながら世の中にないものを生み出して

いく、そんな経験を積み重ねることのできる、非常に活気のある技術者主体の会社で
す。ここ北上工場では、SDカードやUSBメモリ、SSDなどに使われるフラッシュメ
モリを生産しています。

第三者検証のパイオニア企業として、
各種システムやデジタル機器などのテ
ストを担っています。大企業からの依
頼で、ゲーム機、Webサービス、スマー
トフォンのアプリ、医療、POSなど、
あらゆる分野の製品やサービスのテス
トを手掛け、「製品の品質を守る番人」
として着実に実績をあげています。使っ

ている製品等に不具合が残っていたら、企業や利用者に不利益が生じてしまう。私
たちがテストすることによってソフトウェアにバグが無くなり、不利益を被ることの
無い世の中の実現を目指して、日々切磋琢磨しています。

1965年設立以来、東北・北海道を中
心に全国へ幅広く石油暖房機器等を販
売しています。花巻で環境性に重視し
た製品・システムの研究開発を積極的
に行い、化石燃料である石油・ガスを
利用した暖房機の効率化を実現。さら
には、再生可能エネルギーを活用した
ペレットストーブや、地中熱ヒートポ

ンプ冷暖房システムの普及に努めています。家庭用から中規模・大規模施設向けの
石油ストーブ・ガスストーブ、地中熱ヒートポンプ等高性能で人にも環境にも優しい
製品を開発・生産・販売しています。医療用医薬品 (錠剤・カプセル)

小型屋外作業機械・農業用管理機械
産業用監視制御システム・組込系ソフトウェア 等

フラッシュメモリ・SDカード 等

ソフトウェア検証サービス

石油・ガス等の暖房器具

品質管理課

GMP推進部品質管理課

検証サービス本部

技術部

佐々木 美里さん

高橋 智香さん

小路 一基さん

生駒 千亜希さん

2016年入社／秋田県出身

2015年入社／一関市出身

2018年入社／岩泉町出身

2013年入社／花巻市出身

県外高校総合技術科
システム工学類卒

FAB MP Process Integration

山崎 達貴さん

2019年入社／盛岡市出身
県内高校普通科卒

県内大学工学部卒

県内高等専門学校

県内高校普通科卒

物質化学工学科卒

県内大学ソフトウェア情報学部卒

県内高校普通科卒
県内大学工学部卒

導入教育やサポート体制も手厚く　相談しやすい職場風土

開発から生産・販売まで手掛ける様々な農業用管理機械
社会インフラのシステム開発を目指す社員たち

北上から世界へ。当社のSDカードは国内販売トップシェア

企業に出向いて製品やサービスをテストすることも

家庭や学校、大規模施設で使われる暖房機器を製造

車のオートマチックトランスミッションの
動作が問題ないかテストする仕事をしてい
ます。テストを専門にしている会社は全国
的に少ないのです。私は元々テストに興味
があり、それができる会社が岩手にあるこ
とを知り、入社したいと思いました。

試験で使用するシステムのメンテナンスを担当
しています。家族が医療現場で働いていて、私
もそれに近い仕事に就きたいなと思っていまし
た。インターンシップに参加した時に、患者さ
んのために働いている姿を見て、私もその一人
になりたいと思い、この会社に決めました。

部品の検査や製品部品のトラブル対応をし
ています。高校は工業系の学校を選びまし
た。農業やものづくりに関わる仕事がしたい
という希望が叶い、また実家でも自社の製
品を使っていて、そういう意味でも縁があっ
たのだと思います。

ガスストーブの開発を行っています。もとも
と地元で働きたいという気持ちが強くあり
ました。いろいろ会社を探している時にこの
会社に出会いました。大学の先輩方がたく
さんいることもあり、「楽しいよ」、「一緒に
働こう」と言われ、入社したいと思いました。

製品の工程をよりよくする新しい提案をする
仕事をしています。半導体の最先端技術を取
り扱っている会社に地元・岩手で従事できる
ということで志望しました。今ある製品をよ
り良くするために自分の考えや伝えたことが
そのまま製品に反映されるので、大きな仕
事をしている実感がありとても楽しいです。

吉田 匠汰さん

2017年入社／盛岡市出身
県内高校普通科卒／県外大学情報工学部卒

岩手研究開発センター

小野寺 一輝さん岩手研究開発センター

2020年入社／花巻市出身
県内高校情報工学科卒
県内専門学校コンピュータ・システム科卒

鉄道で使用されるセンサ装置などの研究開発を担
当しています。自分で組んだプログラムが画面上
でその通り動くとやりがいを感じます。いつかは
設計・開発・保守まで一つのプロジェクトをリーダー
として全うできるエンジニアになりたいです。

鉄道業務にかかわるセンサ機器を制御する
ソフトウェアの試験を担当しています。わか
らないことは積極的に先輩に聞き、自分でも
調べながら業務を進めています。将来的に
は地元の大学などと産学共同の事業を行っ
て地域活性化に貢献したいです。
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キオクシア岩手株式会社

株式会社多加良製作所 日立オートモティブシステムズ
ハイキャスト株式会社

株式会社ジャパンセミコンダクター
東北精密株式会社

「記憶」の技術をコアに、高性能、高品質なメモリを岩手から世界へ
「世界一安くて良いものづくり」を追求していく

金型の製作を通して、世界中の人の生活をより良いものへ
ダイカストの鋳造から組立までを行う。女性が働きやすい環境を促進

50年あまりにわたり半導体を製造。世界トップレベルの製造技術

一貫体制で多様なニーズに対応。お客様とともに新たな価値を創造

〒024-8555　北上市北工業団地6番6号　TEL.0197-68-8203
〒024-0051　北上市相去町山根梨の木43番地130　TEL.0197-71-2570

〒024-0332　北上市和賀町竪川目1-33-126　TEL.0197-72-2141

〒024-0335　北上市和賀町後藤2地割106番地145　TEL.0197-71-7211

〒024-8510　北上市北工業団地6番6号　TEL.0197-71-3010

〒024-0004　北上市村崎野22地割83番地13　TEL.0197-71-1632

“「記憶」で世界をおもしろくする”を
ミッションとする、キオクシアグルー
プ第2の製造拠点として2017年に設
立されました。スマートフォン、パソ
コンなどの電子機器や企業のデータ
センターなどに組み込まれる、情報
インフラにおいて欠かすことのできな
い半導体記憶デバイスを生産していま

す。AIを活用した業務プロセスの改革・品質・生産性の向上を継続的に実現する
工場として、「記憶」の技術をコアに、高性能・高品質なメモリを岩手から世界へ
送り出し「記憶」の可能性を追求。新しい価値を創り出していきます。

2005年に設立し、2014年1月から
小島プレス工業の経営により自動車
用樹脂プラスチック部品を製造してい
ます。社是「和」の精神を受け、相互
に対話し参加して社会に貢献できる
企業人を育み、真に豊かな人づくりを
目指しています。成形・塗装・組付の
一貫した「ムダ・ロス」のない徹底した

「小島」のものづくりの実践により製造から出荷までの時間を短縮し「世界一安く
て良いものづくり」を追求し続けます。これらの追究により、全社員と共に「小島
グループの東北拠点」として成長し続ける工場を目指します。

「世の中に良いものを多く加えていき
たい」その想いから1961年に設立し
ました。ものづくりに欠かせない『金
型』を製作しており、当社の金型は半
導体、自動車、医療、照明、食品な
ど日常生活に必要な多くの分野で活
躍しています。私たちの使命は金型
の製作を通して世界中の皆さまの生

活をより良いものへと発展させていくこと。そのためにお客様目線に立って品質・
生産性の向上に努め、お客様に満足していただける金型の製作・提案をすること
に取り組んでいます。

日立グループにおける自動車用のエン
ジンやブレーキ製品を用途とした素形
材（ダイカスト）の専門会社として中心
的な役割を担っています。ダイカスト
の鋳造から加工・組立に至るまでもの
づくりのあらゆる仕事に携わることが
できます。女性も活躍できる働きやす
い環境整備を促進し、従業員の子ども

や孫なども入社してもらえるような地域に根差した会社を目指しています。高品質
で魅力あふれる素形材・製品を提供し、未来に向け、世界に向け、自動車部品事業
の拡大と、新技術・新工法の採用に積極的に取り組んでいます。

世界的に競争環境の変化が激しい中、
「Made in Japan」にこだわり50年あま
りにわたり半導体を作り続けてきまし
た。月産約10万枚（岩手／大分２拠点、
150／200㎜ウエハ合算）の生産能力
を有するものづくり力と、車載製品に
要求される高い品質力、開発から短期
間に量産化する技術力を最大限にいか

し、お客様の要望に応える製品とサービスを世界へ提供します。世界トップレベル
の製造技術とお客様の抱えている問題に対する解決策を提供し、『リピーターから
ファンへ、ファンからパートナーへ』とお客様との関係を築き深めていきます。

当社は半導体製造装置関連を中心に
事業活動を展開しています。設計か
ら始まり、材料手配、超精密機械加工、
接合、組立、検査、洗浄、総合組立、そ
して海外立ち上げまで、一貫した生産
体制で、お客様のどのようなニーズに
も様々な角度からお応えしています。
また、IoT や AI、ロボット技術をいか

した無人・自動化ラインの開発や特殊金属の溶接・接合技術など、様々な分野に力
を入れています。しっかりした事業基盤の上に、新たな分野での創造的価値を高め
ることを目指しています。

フラッシュメモリ
自動車用樹脂成形品

（コンソールボックス・ヒーターコントロールパネル）

精密金型（半導体用金型 / プレス金型 / 射出成形用金型）・
半導体成形装置・その他各種装置

自動車用エンジン部品・走行制御部品 等

半導体

半導体製造装置

製造部 製造2課

研削加工部

技術部
接合加工技術部

岡崎 琢磨さん

小菅 進さん

長内 美桜さん

高橋 佑人さん

2015年入社／金ケ崎町出身

2018年入社／北上市出身

2019年入社／盛岡市出身
2016年入社／西和賀町出身

県内工業高校電子科卒

県内高校総合学科卒

ダイカスト本部
製造部 第1製造課

八重樫 奈月さん

2016年入社／北上市出身
県内農業高校生産科卒

県内高校普通科卒
県内大学工学部卒 県内工業高校機械科卒

県内高等専門学校機械工学科卒

自動化された先端クリーンルーム
一貫体制で製造する自動車用樹脂プラスチック部品

高い技術で電子部品を始め様々な精密金型を製作

ATコントロールユニット用ケース蒸気洗浄機

車載用半導体を製造

設計から組立まで一貫体制　多能工育成にも力を入れる

会社見学の時に金型というものを初めて知り
ました。金型はものを作る時に必要なもの。
そういう縁の下の力持ちのような存在に興味
を持ちました。今は金型を砥石で削るなどの
作業をしています。1000分の1ミリ単位の
細かい作業なので集中力が必要です。

製品の品質保証を担当しています。常に会社
全体の動きを把握しながら仕事をしないと、
ものを作る上でいいアイデアも出てこない
し、お客様とのコミュニケーションをうまく
取らないと信頼してもらえません。コミュニ
ケーションを大事にして仕事をしています。

設計から機械加工、溶接、組立まで一貫して
行っている会社で、私はマシニングセンタや
立型旋盤での加工を担当しています。現在は
それに加え、多能工育成プロジェクトのリー
ダーも任されています。自分のスキルや知識
を最大限いかして、学べる良い環境だと思っ
たので入社しました。

目視検査や製品のバリ取りを担当しています。
指示書通りに正確に目視することを心掛けて
います。技術の向上と多能工を目標にしてお
り、様々な種類の製品を生産できるようにな
りたいですし、お客様に喜ばれる良い製品を
作っていきたいです。

プロセス技術を担当し、主に新規開発に携
わっています。大学では物理化学を学びまし
たが半導体は難しい分野なので学んだことを
いかすというより、仕事を通じて先輩方に教
わる日々。将来は300もある工程を自分で考
えて製品を作ってみたいです。

生産技術部 佐藤 優香さん

2019年入社／軽米町出身
県内高校普通科卒／県内大学工学部卒

製造部 柴田 瞭さん

2019年入社／北上市出身
県内工業高校電子科卒

検査の担当でより良い製品を作るた
めに工程を追加したり、条件を変えるなどの
仕事をしています。入社動機は新しい会社の
立ち上げに一から携われるというのが
面白そうだと思ったからです。

生産プロセス技術を担当しています。
新しく生まれる会社であることを聞
き、一期生として働きたいと思い入社
を決めました。世界一の半導体工場を
目指せるように頑張っていきたいです。
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食料品製造

筑波ダイカスト工業
株式会社 遠野工場 三光化成株式会社 一関工場

タケヒロ東北株式会社 大井電気株式会社 水沢製作所

株式会社オヤマ
株式会社アイディーエス

ダイカスト一筋に歩んできた歴史。海外展開も行う有力企業

業界屈指の射出成形技術。日本有数のトータルメーカーへ成長

自動車内装部品専門メーカー。快適性、利便性、軽量化で社会に貢献
情報通信市場の急激な変化に対応、技術と創意で成長を遂げる

「奥州いわいどり」の飼育、加工だけでなく、6次化にも積極的

主力商品の導入実績は200社以上。大手に対抗する技術者集団

〒028-0531　遠野市綾織町新里25-43　TEL.0198-62-5815
〒021-0041　一関市赤荻字鬼吉13-2　TEL.0191-25-2311

〒 029-3207　一関市花泉町油島字南沢97-145　TEL.0191-36-1570

〒023-0841　奥州市水沢真城折居106-3　 TEL.0197-23-7101

〒029-1201　一関市室根町折壁字愛宕下161　TEL.0191-64-3511

〒023-0801　奥州市水沢横町94番地　TEL.0197-25-7001

本社を東京都北区に置き、国内3拠点、
ベトナム3拠点でアルミニウム製品（ト
ラックや減速機モータ部品など）、マ
グネシウム製品（パソコンや業務用ビ
デオカメラ部品）などの鋳造・機械加
工・塗装まで一貫した生産をしています。
遠野工場では24時間フル稼働で大量生
産が可能なダイカストマシンを保有し、

鋳造からバリ取り、機械加工までロボットや専用機を使って最終製品まで仕上げます。
また、社会の変化に対し、IT／電気製品向け部品や車載部品まで製品の幅を広げ、
幅広い生産に対応できる技術・品質の深化・向上に日々努めています。

自動車、精密電子機器、住宅水回り…。
私たちの日常生活に欠かせない様々な
工業製品に当社の部品が使われている
ことはご存知ですか？業界屈指の射出
成形技術に裏打ちされた高品質のプラ
スチック部品を製造し、250社以上の
取引先から信頼をいただいています。
原料製造以外ほぼ全ての製造工程を自

社内で完結できる、日本有数のトータルメーカーです。国内外13拠点のうち4つが
一関市にあり、岩手から全国へ、世界へ羽ばたく企業として今日も誠実な「ものづ
くり」に励んでいます。

高い開発力と技術力により、自動車の
頑丈なボティーの内側で搭乗者を安全
に包み込む自動車内装部品を生産す
る専門メーカーです。自然環境にもや
さしい天然素材（ケナフ）にこだわり、
自動車メーカーが求める数々の厳正
な要望に応え、世界基準を満たす高
度な技術とノウハウで「ナンバーワン

の内装部品」を生産しています。ものづくりを通じて車内空間の快適性や利便性、
軽量化に取り組み、社会に貢献していきたいと考えています。ものづくりに興味が
あり、熱意と意欲がある人と何事にも積極的にチャレンジしていける会社です。

大井電気は1950年1月より、通信イ
ンフラに不可欠な情報通信機器の設計
開発から製造・販売までを手掛け、一
貫したものづくりを行ってきました。
さらに当社では現在、5G通信網に使
用される通信機器の開発生産や各家
庭の電力使用量を無線で電力会社へ送
る無線機の開発生産などを行っていま

す。情報通信ネットワーク市場は驚くほどの速さで変化を続けていますが、その変
化に対応し、技術と創意をモットーに社員一丸となって、新たな成長と発展に向け
た活動を続けていきます。大井電気は元気で明るく発想力豊かな方をお待ちしています。

ブロイラー生産量が全国第3位の岩手県
で、岩手県産銘柄鶏「奥州いわいどり」
を製造しています。親鳥の飼育から若
鶏飼育、食肉加工、惣菜加工、店舗運
営まで一貫して行う6次産業化に取り
組んでいます。事業所内保育所、社宅、
誕生日休暇、希望休暇もあり従業員が
働きやすい環境づくりにも取り組んで

います。鶏の生産を通して、地場産業の活性化と地域の発展に貢献している会社で
す。これからも人を育み、地域と共存共栄し、鶏肉の食文化をつくっていきます。

「本物志向の技術者集団であれ」をモッ
トーに、販売管理・会計システムの提
案・開発を行っています。創業から45
年、培った豊富な経験と業務知識をい
かし、多くのお客様から高い評価を得
ています。自社パッケージ「クラージュ

（借入金管理システム）」は大手財務部
向けに特化した商品であり、お客様の

満足度を徹底的に追求した主力商品です。導入実績は200社以上にのぼり、大手
競合先にも負けません。これからもお客様のニーズに即した最適なソリューション
を提供し、社会に貢献したいと考えています。

アルミニウム・マグネシウムダイカスト製品
自動車・精密機器等のプラスチック部品

自動車内装部品（パッケージトリム・ダッシュインシュ
レーター・デッキボード・フェルト・トレイラッケージ） 伝送・監視制御機器、ＩoＴ／ＬＰＷＡ機器、

無線通信機器、電子計測機器 等

鶏肉製品（ブランド鶏「いわいどり」）

基幹業務・借入金管理等のシステム

総務企画部

ソリューション事業部

上野 なつみさん

菊池 夏帆さん

2015年入社／宮城県出身

2019年入社／北上市出身

生産統括部

櫻田 一輝さん

2015年入社／一関市出身
県内工業高校電子機械科卒

県外高校普通科卒
県外大学総合福祉学部卒

県内高校普通科卒
県内短大経営情報学科卒

国内外に拠点をもつ筑波グループの一つ遠野工場
射出成形技術で製造する高品質のプラスチック部品

天然素材などを材料にした自動車の内装部品

電気使用量を無線で電力会社へ送る無線機

からあげフェスティバルNo.1決定戦にて初代優勝した「室根からあげ」

離席して打合せをすることも　コミュニケーションが大切

自分たちは縁の下の力持ち。あまり表に出
ないのですが、基本的には設備が止まって
いる時にメンテナンスしてトラブルを未然に
防ぐのが仕事になります。最初は県外志望
だったのですが、地元を盛り上げたいという
気持ちから一関で働く仕事を選びました。

パッケージ（市販のソフトウェア）の
開発と事務処理を担当しています。インターン
シップに参加して、社員を大切にする会社と
いうことを実感。それが決め手になりました。
東京と水沢に拠点があり、都会と地元のどち
らも経験できるのもいいなと思いました。

お客様対応や社員の健康診断業務などを担
当しています。社会インフラに関わる製品を
作っているところに惹かれ志望しましたが、
入社試験時にも社員の人柄がいいなと感じ
ました。総務の業務範囲は広くわからないこ
とも多いのでさらに挑戦していきたいです。

生産管理部

品質管理部門

佐々木 唯さん

机地 梓さん
2017年入社／遠野市出身

2010年入社／一関市出身

県内高校普通科卒

県内高校総合学科卒

鋳造部 角城 泰広さん

2014年入社／遠野市出身
県内高校情報処理科卒

生産部門 及川 地茅さん

2009年入社／一関市出身
県内高校普通科卒

アルミの鋳造を担当しています。
いずれ地元に戻るつもりで県外就
職し、中途採用で入社しました。金属加
工や製造を前の会社でもやっていたの
で、この会社でも先輩方の経験や知識を
しっかり吸収して後輩たちに教えられる
ようになりたいです。

ものづくりに興味があり地元に残って働き
たいという思いが強かったので、職場見学し
た際の皆さんの温かさに惹かれて入社しまし
た。車載用カメラの外観検査とQRコード印
字装置の操作をしています。

第三製造課 渡邉 翔さん

2014年入社／一関市出身
県内高校普通科卒

第三製造課 伊東 美咲さん

2020年入社／一関市出身
県内高校生産技術科卒

製品の出荷を担当しています。地元で
有名な会社で知り合いもいて親しみやすいと思
いました。賞味期限などのチェックの仕方など

も変わってきているのでそれに対応してミ
スのない作業を心掛けています。

製品の袋詰めを担当しています。自
分が袋詰めした鶏肉は日付でわか
ります。よく行く道の駅やスーパー
などで売られているのを見て「ちゃ
んと商品になっているんだなあ」と
うれしく感じることがあります。

製品の外観検査と出荷を担当してい
ます。品質を向上させるためには、技
術・知識・経験に加えて、チームワー
クのとれた明るい職場であることも
大切だと思っています。

自動車の安全装置の検査を担当しています。
将来は女性リーダーや女性管理職になるの
が目標。女性が働きやすい環境を整えてい
きたいです。そのためにも測定の効
率化や作業の効率化を図って仕事
にあたります。
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株式会社キンレイ 株式会社デンソー岩手

株式会社デジアイズ
モルデック株式会社 宮古工場

株式会社小冨士製作所
株式会社フタバ平泉

電線撚
より

線
せん

機
き

製造メーカー。高品質な電線は様々な場面で活躍
自動車の高機能化・電子化・電動化の核となる半導体・電子デバイス部品を生産

確かな技術と信頼性で、岩手から世界No.1品質の製品を生み出す

世界中で使われるプラスチック製の電子部品の製造を行う

ものづくりと新技術への強いこだわり。一貫体制でニーズに応える

自動車のボデー部品、排気系部品の製造を担う

〒023-0402　奥州市胆沢小山字森161-1　TEL.0197-47-2190

〒029-4593　金ケ崎町西根森山4-2　TEL.0197-44-6605

〒029-4204　奥州市前沢字高畑31　TEL.0197-56-2010

〒027-0096　宮古市崎鍬ケ崎第9地割30　TEL.0193-64-3000

〒029-4204　奥州市前沢字本杉10-1　TEL.0197-56-4611

〒029-4102　平泉町平泉字上徳沢65　TEL.0191-34-1211

「撚
よ

る」機能で世界をリードする国際企
業です。電線撚線機の製造メーカーと
してお客様に支えられ創業から86年。
当社の電線撚線機で作られた高品質な
電線は、自動車・携帯電話・医療機器
等に幅広く使われています。自社工場
で開発設計から部品製造・組立・出荷・
アフターサービスまで一貫で行い、お

客様の要望にスピーディーかつ安定した品質で対応。自動車のハイブリッド化や電
気自動車化、医療機器の極細線化により、多種多様な電線の製造が活発化している
国内外の電線メーカーに利用され、皆さまの生活を豊かにする一端を担っています。

当社は、自動車の高機能化・電子化・
電動化の核となる半導体・電子デバイ
ス部品を生産しています。車載用半導
体は、自動車の環境技術や安全性能
の高度化、電動化等、クルマの進化の
一翼を担うものです。また、多様化す
る車載用半導体ニーズに対応すべく、
センサ工場を2017年に立ち上げまし

た。更には東北地方での車両生産の拡大を見据え、2019年からは新工場が稼働し
ています。高品質で競争力のある車載用半導体、電子デバイス製品のモノづくりを
通じて、お客様、社会の皆様に新たな価値を提供します。

全世界に展開する寺岡精工グループの
一員として、食品・飲食・物流業界を支
える業務用精密機器およびソフトウェ
アの製造・開発を行う企業です。具体
的にはコンビニエンスストアやスーパー
マーケットなどで目にするPOSレジや、
肉、魚、野菜などを自動で計量、ラップ、
値付する機械を製造しています。私た

ちの信念はものづくりの素晴らしさを通し、世界に通じるクオリティの追求と安定し
たコストパフォーマンスで製品を造り出すことです。これからも確かな技術と信頼性
で岩手県から世界No.1品質の製品を国内外に供給していきます。

宮古工場は1987年、誘致企業として
設立し、本社は福島県にあります。主
にプラスチック製の電子部品を製造
し、スマートフォン、パソコン、通信
機器などの電子機器に搭載され、世界
中で使用されています。最近は自動車
分野への取り組みを始め、日々ものづ
くりを行っています。社員は94名で、

宮古市・近隣町村の方々に支えられ稼働しています。働き方改革にも注力し「いわ
て女性活躍認定企業等（ステップ2）」「いわて健康経営認定事業所」の認定、「イク
ボス宣言」を行い、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。

私たちは、電子機器および通信機器の
機構設計、板金加工・塗装、各種電子
機器の組立や加工製造、そしてメンテ
ナンスまで一貫したプロセスで生産を
行っています。私たちが大切に守り続
けてきたのは、仕事の中で培ってきた
経験とノウハウを最大限に生かしたも
のづくりと最新技術へのこだわりです。

しかも製品全てを一貫した体制で生産することで、多様化する社会のニーズに応えて
いきたいと考えています。

国内の自動車メーカーへの部品納入・
現地生産を目的に、2000年に設立さ
れました。自動車のボデー部品、排気
系部品の製造を担い、日本の産業に
必要とされ、地域社会に愛される会
社を目指してたゆまぬ努力を続けてい
ます。「よい品、より安く」をモットー
に日々若い力を結集して製造した自動
車を全国・海外に届けています。

電線製造機械
自動車用半導体・電子デバイス部品

POSシステム・自動計量包装値付機 等

精密射出成形品・コネクタOEM

電子・機械部品

自動車用マフラー・ボデー系部品

総合企画部

ジェネラルサービス

品質管理一課

営業本部営業課

製造部製造2課

和田 叡佳さん

千田 遥菜さん

渡邊 凪紗さん

豊田 実可子さん

武田 直樹さん

2018年入社／北上市出身

2019年入社／奥州市出身

2017年入社／奥州市出身

2017年入社／北上市出身

2015年入社／平泉町出身

県内高校ビジネス情報科卒

県内高校普通科卒
県内大学社会福祉学部卒

営業支援課

福士 雄大さん

2010年入社／山田町出身
県内工業高校機械科卒

県内高校普通科卒

県内高校普通科卒
県内大学人文社会科学部卒

県内工業高校電子機械科卒

自動車などに使われる電線を「撚る」装置

岩手で生まれた高品質な製品が世界で活躍しています

スーパーなどで使用されるPOSレジ

様々な電子機器に搭載されるプラスチック製電子部品

高度な技術を要する溶接作業

200人以上の社員が作業する自動車用部品の製造工場

地元就職希望でグローバルな展開をしてい
る会社なので魅力を感じました。まだまだ
駆け出しの営業担当ですが、現場で経験し
実践して学んでいます。マーケットを広く深
くしていくことが目標です。理系出身でなく
ても大丈夫ですよ。

私自身ものづくりには興味があり、技術を持っ
ている人たちが連携してものができ上がって
いく過程を見られるのは貴重な経験です。給
与業務を通じて、すべての部署と関わること
ができるので、コミュニケーションをとりな
がら仕事ができるのはすごく楽しいです。

採用業務を担当しています。高校で学んだ
ことをいかすことができ、そして地元企業へ
の就職が希望だったのでこの会社に入りたい
と思いました。有給休暇の取得制度、手当、
社内の研修制度なども充実していて、将来
の自分の暮らしがイメージできました。

排気系部品の検査を担当しています。自分の
作った部品を搭載した車が走っているのを見
た時、うれしいという気持ちとこの仕事のや
りがいを感じます。リーダーがみんなを引っ
張ってまとめている姿を見て、自分もいずれ
そういう立場になれるように頑張りたいです。

生産管理と営業支援が主な仕事。自分が見立
てた計画で、お客様の希望に沿った納品がで
きた時はうれしいです。コミュニケーション・
人との関わりを大切にしています。社内外から
頼られ、部門を任せられる存在になりたいです。

出産に合わせて塗装から品質管理に部署
異動させてくれました。全くやったことが
ない仕事でしたが、ノートに書き、わから
ないところは質問。たくさんの仕事を覚え
ていけば、普通科卒業でも関係なく仕事が
できると思います。
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食料品製造

ゆわて吉田工業株式会社

株式会社エフビー

株式会社プラネックス

化粧品容器をはじめ通信機器関連、ゲーム機関連、車載機器関連部品を製造

コネクタを自社で一貫生産。人材育成にも積極的に取り組む

食品製造メーカー向け経営支援システム「豪商」の製造販売

〒022-0006　大船渡市立根町字立根山1-32　TEL.0192-27-1454

〒 028-1302　山田町豊間根2-31-1　TEL.0193-86-3456

〒026-0034　釜石市中妻町 1-16-10　TEL.0193-21-1888

化粧品コンパクト容器の国内シェア
80％を超える吉田グループの岩手工場
です。カーナビなどの車載部品や通信
機器外装部品を生産しています。ユー
スエール認定企業で、2018年度には

「いわて働き方改革AWARD」優秀賞を
受賞しました。計画的な有給休暇の取
得推進やノー残業デーなど工夫しなが

ら、時間外勤務の削減に取り組んでいます。社員は気仙地区の仲間たちです。もの
づくりを通じてたくさんの発見を経験し、自身の可能性を広げ、共に岩手の未来づ
くりに取り組みます。

テレビやスマートフォンなどの電子機
器に使用されているコネクタを生産し
ている企業です。コネクタ生産に関連
する業務を自社一貫で行い、進化が著
しい高度情報産業分野の一端を担って
います。社名の「エフビー（FB）」は、
ファイン・ビジネスの頭文字で「より
完成された、質の高い仕事」を目指し

たいという願いが込められています。「企業は人なり」。そのための人材育成を図り
ながらヒューマン・カンパニーの理念を掲げ、社員の幸せを追及するとともに、世
界市場を展望する企業活動を続けていきます。

食品製造メーカー向け経営支援シス
テム「豪

ごうしょう

商」の製造と販売を行っている
ソフトウェア会社です。現在まで420
社以上に導入。釜石市の当社から全国
のお客様をサポートするため、各地で
活躍中のICT企業に対して豪商の販売・
開発キットを提供（現在24社）。長年の
経験を持つ当社や各パートナー同士で

ノウハウを共有し、ワンチーム体制で取り組む事により、全国のお客様に対する高
品質のサービス&安心サポートを実現しています。

情報通信機器や自動車などのプラスチック外装部品

マイクロコネクタ

食品製造メーカー向け経営支援システム

仕上げグループ

総務部

豪商ベーシック部門 部門長

佐々木 勇太さん

佐藤 優香さん

黒澤 琢真さん

2019年入社／大船渡市出身

2020年入社／宮古市出身

2018年入社／大槌町出身

県内高校情報処理科卒

県内高校商業科卒
県外短期大学社会情報学科卒

県内高校理数科卒
県内短大経営情報学科卒

最新技術でプラスチック装飾製品を生産

電子機器に使われるコネクタを自社一貫生産

「豪商」は食品の安心・安全管理を支援します

成型品に文字等を印刷しています。高校在学
時に出前授業で社長が訪問され、社員に求
める人物像を聞いて魅力を感じました。地元
である大船渡には自分の好きな景色がある
ので、ここから離れたくないという気持ちも
あり入社を決めました。

食品製造販売の管理システム「豪商」を開発
しています。新型コロナウイルスの影響もあり、
今後、食品業界の変化が予想されます。時代
の変化に合わせてプログラムをバージョンアッ
プさせていくことにやりがいを感じています。

会社のホームページの作成・修正の仕事をし
ています。読みやすさを第一にして、見た目
も大事なのでデザインにも気を遣っていま
す。社員や家族に「ホームページ見たよ」と
言われるとうれしく、やりがいを感じます。

株式会社岩手村田製作所 久慈工場

有限会社宇部煎餅店

岩手モリヤ株式会社

スマホなどに使われる「水晶振動子」を生産、日常生活を支えている

機械化で全国へ高品質で低価格な南部煎餅を提供

高級ブランドを手掛ける高い技術。社員の資格取得を全面サポート

〒 028-0032　久慈市寺里第28地割38-35　TEL.0194-55-3071

〒028-0041　久慈市長内町35-123-19　TEL.0194-75-3100

〒028-0001　久慈市夏井町大崎13-3-3　TEL.0194-53-5327

国内外90カ所に拠点を持つ村田製作
所グループは、最先端の技術、部品を
創出する総合電子部品メーカーです。
移動体通信や家電製品など、ムラタの
製品・サービスは製品ラインアップも
多く、高い信頼性で暮らしの安心・安全・
便利を支えています。岩手村田製作所
久慈工場では、主にスマートフォンや

テレビ、パソコンなどに使われる「水晶振動子」という電子部品を生産し、世界各
国に供給しています。私たちの日常生活に不可欠な製品を作るため、日々、高品質
なモノづくりに取り組んでいます。

安心安全、低価格で消費者の皆様に南
部煎餅を提供できるよう努力していま
す。煎餅製造工程を機械化することに
より、安定生産・コスト削減を可能に
しました。また、商品の包装を簡素化
し、プラスチック製品の使用を削減す
る取り組みもしています。南部煎餅の
市場は、他業種に比べ商品単価が高

いことがネックでしたが、当社では全国の皆様に食べていただきたいという思いで、
高品質で低価格の商品を作っています。2017年には新しい本社社屋を建築し、工
場見学が可能な通路を設け南部煎餅の製造工程を見学できるようにしました。

高級婦人既製服をつくる会社で、主な
アイテムはジャケット、ウールコー
ト、スーツです。特に当社で縫製した
ジャケットは数多くの有名タレントや
ニュースキャスターが着用し、テレビ
出演などで見ることができます。高級
ブランドにふさわしい、高品質なもの
づくりを実践。その高い技術力は会社

で働く社員全員の技術力に支えられています。全社員の3分の1以上が国家検定で
ある婦人子供服製造技能士の資格を取得しており、毎年資格取得試験に挑戦して
います。働きながら資格が取得できるのも目標と魅力の一つとなっています。

電子部品（水晶振動子）

南部煎餅

高級婦人既製服

製造課

製造課

縫製

小村 大翔さん

後藤 孝文さん

漆久保 きららさん

2019年入社／久慈市出身

2018年入社／久慈市出身

2020年入社／久慈市出身

県内高校総合学科卒

県内高校普通科卒
県外大学総合政策学部卒

県内高校普通科卒

水晶素材を独自技術で加工して電子部品を製造

全国販売している人気の厚焼きピーナッツ煎餅

有名タレントも着用する高級ブランドの婦人服

水晶ウエハの切削作業を行っています。福利
厚生が充実していて、休日日数や給料の面で
もこの会社に魅力を感じました。小さい頃プ
ラモデルが好きでよく作っていたので、自分
にはそういう作業が向いていると思い製造
の部署を希望しました。地元は友達も多い
ので、いつでも会えるのもいいですね。

小さい頃からファッションに興味があり、い
つか自分の作った服をお客様に来てほしい
という思いからこの会社に入社しました。ミ
スを少なくすることなど、やらなければな
らないことはいろいろありますが、将来は
国家検定資格を取りたいと思っています。

生地作りから焼き上がりまでを担当してい
ます。全国的に見ても南部煎餅を製造販売
している会社は限られているので、地元で
市場拡大しながら長く続いている企業とい
うことに魅力を感じました。
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食料品製造

食料品製造

食料品製造 株式会社十文字チキンカンパニー
株式会社越戸商店

株式会社二戸サントップ 株式会社岩手芝浦電子

株式会社南部美人
有限会社ハシモトソーイング

生産羽数は東日本第1位。岩手から全国へ出荷しています

水産物加工販売で小さな村から全国へ発信

パリコレデザイナーからも受注。多様な働き方にもいち早く対応
サーミスタ温度センサを製造。快適な暮らしを支え続ける

「品質一筋」が経営理念。究極の酒造りに挑み続ける

小規模だから柔軟な対応が可能。速さと品質の高さが高評価へ

〒028-6103　二戸市石切所字火行塚25　TEL.0195-23-3377

〒028-8311　下閉伊郡普代村第19地割字白井17-2　TEL.0194-35-2661

〒028-5711　二戸市金田一字上平108　TEL.0195-27-2211
〒028-5313　一戸町鳥越字野月道ノ下17　TEL.0195-33-2981

〒028-6101　二戸市福岡字上町13番地　TEL.0195-23-3133

〒028-7913　洋野町種市25-60-3　TEL.0194-65-5557

岩手の自然・地元の人々の力をいかし、
安全・安心にこだわった鶏肉をつくり
続けて創業70年。生産量は業界トップ
クラスを誇り、大半を首都圏のお客様
にお届けしています。企業メッセージに

「人・動物・環境の健康を考える」を掲
げ、働く人々と地元岩手の成長に貢献
します。鶏肉の供給を支える当社の生

産羽数は年々規模を拡大し、東日本で第１位です。当社は鶏の生産から加工、販売
までを一貫して行っており、生産農場および処理工場、そして本社に至るまで、すべ
てを岩手県内に有しています。また、食料品の枠を超え、農場から出た鶏糞は自社
で電力エネルギーに変換し、CO₂の増加に影響を与えないクリーンなエネルギーと
して電力会社へ供給しています。

1968年の創業以来、地元産原料にこ
だわり、漁民との共存共栄を願って水
産物の加工販売をしています。寒流と
暖流が出合う三陸沖の豊かな漁場を望
む普代村に本社を置き、日本一と自負
する地元の恵みを「小さな村から全国
発信することが使命」と考えています。
工場からは、豊洲市場をはじめ全国の

市場及び東南アジアへと出荷。また、直営店を持ち、インターネット販売等にも力を
入れています。経済産業省から地域経済の中心的な担い手企業として、「地域未来
牽引企業」に認定されています。

紳士・婦人重衣料（ジャケット、コート、
ベスト、スラックス）を製造。クラシッ
クな手法を駆使したものづくりにこだ
わり、パリコレクションに出展してい
る国内及び海外有名ブランドから新進
気鋭の若手デザイナーまで幅広いお客
様の思いを形にしています。2019年
には「いわて女性活躍認定企業等」に

認定、2020年には「いわて特別支援学校就労サポーター」に登録され、家庭と仕
事の両立や持病やハンディキャップを持ちながら働くなど、さまざまな状況に寄り
添った働き方に一緒に取り組んでいます。

サーミスタ温度センサ市場世界トップ
シェアである芝浦電子グループの一員
として、たくさんの自然に囲まれた岩
手県から世界を舞台にものづくりを
行っています。モットーは「技術によっ
て明日を拓き、豊かな未来を希求しま
す」。製造したサーミスタ温度センサ
は国内外メーカーの家電製品（炊飯器

やコーヒーメーカーなど）や車載製品などに搭載され、皆さまの暮らしを支える役
割を担ってきました。豊かで快適な暮らしの実現のため、これからも世界に向けて
高品質な製品を提供していきます。

創業1902年、日本酒を製造する会社
です。地産地消にこだわり、主原料と
なるお米は主に岩手県産米を使用して
います。国内はもちろん、現在50の
国や地域に輸出しており、輸出する日
本酒については、各国の食文化に適
応した酒造りを実践。コーシャ認証や
ビーガン認証の取得など、安心安全で

国内外の方々が笑顔になれるお酒をお届けしています。本社蔵・馬仙峡蔵の2カ所
で酒造りをし、これからも「品質一筋」の経営理念を掲げ、究極の酒造りに挑戦し
手造りの技を継承していきます。

シャツ・ブラウス専門の縫製会社です。
小規模ならではの強みをいかし、小ロッ
ト多品種から大ロットの製品を同時生
産し様々な納期に対応しています。一
つ一つ丁寧に仕上げる「国内縫製」だ
からこそ可能な「対応の速さ」「品質の
高さ」で、お客様より信頼をいただい
ています。「お客様に満足していただけ

る良質な製品づくり」をモットーに「やりがいを感じる」「活躍できる」仕事です。
子育て中の女性も多く、女性が中心となって若手から熟練者まで息の合った生産力
で工程を行き来し作業に取り組んでいます。

鶏肉・鶏肉加工品、発電 鮭・イクラ他地元産水産加工品

紳士・婦人服 半導体 (サーミスタ)

「南部美人」ブランドの日本酒

シャツ・ブラウス・ユニフォーム

営業部

縫製

センサ開発課

畠山 輝さん

石井 汐莉さん

米倉 貴弘さん

2019年入社／宮古市出身

2014年入社／青森県出身

2016年入社／一関市出身

県内高校普通科卒

県外高校普通科卒

県内高校普通科卒
県外大学理工学部卒

製造部 小田中 大弥さん

2017年入社／紫波町出身
県内高校普通科卒
県外短期大学醸造学科卒

縫製加工 奥寺 菜月さん

2018年入社／洋野町出身
県内高校普通科卒

営業デザイナー兼フロント 綱木 沙紀さん

2018年入社／遠野市出身
県内高校情報処理科卒

県内専門学校グラフィックデザインコース卒 裁断加工 工藤 千沙希さん

2014年入社／久慈市出身
県内高校普通科卒

県内大学総合政策学部卒

二戸市にある本社外観

全国へ届ける主力商品のイクラや生ウニの瓶詰

自社製品のフル毛芯（けじん）紳士ジャケット
家電製品などに搭載されるサーミスタ

綱木さんがデザインした新しい商品ラベル

シャツやブラウスを一つひとつ丁寧に縫製

社員一丸となって醸したお酒が鑑評
会で入賞した時にやりがいを感じました。
仕込み時期は確実に早く作業することを心掛
けています。これからも日本酒に関する知識
を深め資格を取っていきたいです。

好きなことを仕事にしている
ので、ラベルやパッケージの
デザインをしている時が一番
やりがいを感じます。自分が

作ったラベルが店に並んでい
るのを見ると達成感もあります。

フラップ（ポケットのふた）と小物作りを担当
しています。会社見学に来た時に明るい職場
の雰囲気がいいなと思い入社を決めました。
難しい作業が時間内にできた時、やりがいと
達成感を感じます。後輩にしっかりと仕事を
教え、完璧に作業をこなせるようにしていき
たいです。

穴かがりとボタン付けを担当しています。以
前からものを作ることが好きで、就職先は家

から通える範囲で探していました。高
校の先生と相談してこの会社に入社

することを決めました。

パソコンを使って型を入れたり、
ハサミで小ロット生地を切る仕事をしてい
ます。ものづくりに興味があったことと、
東日本大震災の後だったので地元に残っ
て貢献したいという気持ちがありました。

配車業務を担当しています。会社説明会の時
にアットホームな雰囲気だったのでこの会社
を選びました。お客様目線で物事を考えて行
動することを心掛けています。「あなたがいて
よかった」と思ってもらえるような仕事をす
ることが目標です。

温度センサの設計・開発を担当しています。
岩手県にありながら、サーミスタ温度セン
サで世界トップシェアを誇る企業というこ
とを知って就職したいと思いました。大学
で分析化学を学んだので、知識や経験が今
の仕事でいかせていると思います。

藤原 崚雅さん

2016年入社／久慈市出身
県内工業高校電子機械科卒

林崎 裕己さん

2017年入社／久慈市出身
県内高校普通科卒

実家が寿司屋なので魚に興味があり、水産加
工の仕事に携わりたいと思っていました。毎日
いろいろな海産物に触れられて仕事が楽しい

です。お客様に何度でも手に取っても
らえるような商品を作り続けます。

以前から当社の販売店で
よく買い物をし、地元でも有

名な水産加工会社なので就職を決めまし
た。自分が関わった商品をお客様が購入
するところを見た時やりがいを感じます。
今後は全国販売を拡げていきたいです。
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仕事のことで
困ったとき、悩んだときは

相談しよう！

就 職 に 関 す る 相 談 窓 口

就職や仕事に関する相談、各種セミナーの開催などジョブカフェ・就業支援機関

お問い合わせ

●ジョブカフェいわて

盛岡市菜園1-12-18
盛岡菜園センタービル5階
TEL. 019-621-1171

●ジョブカフェ一関

一関市大町4-29
なのはなプラザ4階
TEL. 0191-26-3910

●ジョブカフェいわて☆カシオペア

二戸市石切所荷渡 6-3
二戸地区合同庁舎1階
TEL. 0195-43-3038

●沿岸広域振興局就業支援センター

釜石市新町6-50
釜石地区合同庁舎3階
沿岸広域振興局経営企画部
産業振興室内
TEL. 0193-25-2718

●遠野市雇用相談窓口

遠野市中央通り9-1
遠野市役所本庁舎1階
遠野市産業部商工労働課内
TEL. 0198-62-2111

●ジョブカフェ気仙

大船渡市盛町字二本枠8-6
シーパル大船渡1階
TEL. 0192-21-3456

●ジョブカフェみやこ

宮古市栄町3-35
キャトル宮古5階
TEL. 0193-64-3513

●ジョブカフェ久慈

久慈市川崎町13-1
久慈市勤労青少年ホーム内
TEL. 0194-53-3344

●ジョブカフェはなまき

花巻市大通り1-3-5
花巻市ビジネスインキュベータ1階
TEL. 0198-22-3277

●ジョブカフェさくら

北上市芳町2-8
北上地区合同庁舎1階
TEL. 0197-63-3533

●ジョブカフェ奥州

奥州市水沢字横町2-1 メイプル地階
奥州パーソナル・サポート・センター内
TEL. 0197-23-6331

岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室
(岩手県地域産業高度化支援センター)
〒024-0051 岩手県北上市相去町山田2-18 北上オフィスプラザ2階
 TEL. 0197-67-5922　FAX. 0197-67-5925　MAIL. AB0005@pref.iwate.jp
 http://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/monozukuri/1008922/index.html https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/monozukuri/1008922/1019372.html

●いわて暮らしサポートセンター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階
ふるさと回帰支援センター内
TEL. 080-8871-1741 (直通)
TEL. 03-6273-4401 (代)

●岩手県U・I ターンセンター

東京都中央区銀座5-15-1
南海東京ビル1階
いわて銀河プラザ内
TEL. 03-3524-8284

岩手の仕事・就職の
情報サイトはこちら

企画・制作　岩手県

ものづくり産業で働く
若者たちの動画を公開中！

シゴトバクラシバいわて 検 索

いわてで輝く若手人財PR動画 検 索

岩手県内にお住まいの方

首都圏にお住まいの方




