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■ 製 造 業　　（35社）

新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

1 金属製品製造業 設計業務
建築鉄骨製作・施工図作成、建築鉄骨現寸図作成､
建築金物製作図

20～40歳代 35歳 400万円 440万円
経験・資格不問
※CAD経験者（オートCAD）あれば尚可

2 機械メンテナンス及び金属製品製造
①製缶溶接スタッフ
②施工管理スタッフ
③営業スタッフ

①製缶溶接による各種金属製品・機械部品等の製作
②建設業の現場工事における施工管理業務
③顧客への訪問、サービスの提案、見積・契約等

①40歳未満
②50歳未満
③40歳未満

35歳 400万円 400万円

①溶接作業の経験
②建築施工管理技士または管工事施工管理
　 技士の資格
③営業の経験
　（※どの職種も経験・資格は無くても可）

3 製造業
生産管理 / 設備管理・保守 / 営業 /
現場代理人 / プラント営業 / 経理・
労務 / 安全衛生

生産工程管理、プラント設計、CAD、設備メンテナンス、
プラント営業、経理・労務、安全衛生管理者

20～50歳代以上 35歳 420万円 430万円
経験・資格不問ですが建築・土木・営業・総務・
設計・安全関係の経験者は優遇

4 製造業 製造部門 / 設計部門 工場での製品製造部門、製品の設計 30～40歳代 30歳 350万円 400万円
・製造経験（溶接、電気配線等）
・CADを用いた設計経験

5 造船業 船舶修繕営業 修繕内容打合 / 見積請求書作成 / 売掛管理等 20～50歳 20歳 300万円 310万円
経験・不問
船舶に興味のある方

6 造船業
・技術職－施工管理 / 工程管理
・技能職ー溶接工 / 電気工 / 仕上工
　/ クレーン工

技術職－作業段取り / 客先との打ち合わせ調整
技能職ー船舶修繕に関わる作業

20～50歳 20歳 300万円 310万円

・技術職…施工管理技士（土木 / 建築 / 管 / 電気 / 電
気）
・技能職…玉掛け、溶接資格（アーク半自動）、クレーンリフ
ト

7 造船業 / 建設業
プラント施設建設の現場管理者、鋼構造物工
事の現場監督（石油タンク / 肥料・飼料備蓄
施設 / 給排水処理施設等）

見積り、積算、資材の発注 / 職人への指示、打ち合わせ、
現場管理 / 完成検査の立ち合い等工事全般に関する業務

20～50歳 20歳 300万円 310万円
経験・不問
入社後、独り立ちできるよう指導
明るくコミュニケーションとれる方歓迎

8 製造業
製品製造 / 機械加工・保守整備 /
製品プラント選別作業/

製品製造プラントでの選別、機械設備の修理、構内重機運転 20～40歳代 30歳 300万円～350万円 380万円～400万円 機械設備の知識、修理・加工の経験者

9
臨床栄養製品を中心とした医薬品､医療機器､機能
性食品等の製造、販売及び輸出入

医薬品（輸液）の製造 /
工務（設備管理・保守）

医薬品（輸液など）の製造 / 機械オペレーター /
ユーティリティ管理　など

20～40歳代
30歳代半ば
（正社員）

390万円 420万円 交替制勤務 / 電気・機械保全などの資格

10 医薬品製造業 工場生産・製造 工場での医薬品製造オペレーター業務 20～30歳代 30歳
約280万円（高卒）
約330万円（大卒）

約310万円（高卒）
約360万円（大卒）

経験資格不問

11 飼料製造業 工場製造 牛用配合飼料の製造・出荷 25～35歳 30歳 285万円 290万円 フォークリフト免許（無くても可）

12 飼料製造業 養牛飼料製造等製造オペレータ－ 当社養牛用配合飼料及び代用乳工場においてのオペレーション業務 18～35歳 25歳（高卒） 270万円 300万円 不問

13 飼料製造業 製造ライン機械操作
飼料製造・15tボイラー操作、メンテナンス、
機械メンテナンス、フォークリフトによる作業

20～40歳代 30歳 350万円 350万円
・２級ボイラー・電気工事の知識
・機械設備の知識

14 パン菓子製造業 ルート販売員
配送トラック（2～3ｔ）で日糧商品の納品、受注業務 及び 簡単なセー
ルス業務

20～50歳 30歳 320万円 370万円 中型自動車免許

15
製造業（鉱山機械の設計、製作、修理）
　　　（鋼構造物の設計、製作、修理）

鉄工 工場での製作、現場での仕事（鉄工作業） 20～45歳位
①30歳
②45歳

①240～270万円
②310～350万円

①280～320万円
②370～410万円

・アーク溶接　資格　技能
・小型移動式クレーン・ローダー等

16
製造業（鉱山機械の設計、製作、修理）
　　　（鋼構造物の設計、製作、修理）

施工管理者（工場・現場） 管理・監督 ～60歳位 40～60歳 350～400万円 350～400万円 施工管理（土木・建築・管）

17 建築金物製造 / 焼付塗装 鉄加工 / 製缶工 建築金物製品の加工、焼付塗装、ステンレスやアルミの加工 40歳 50歳 350万円 450万円 溶接の技能あれば尚可

18 製造販売業 製造販売
ペットフード原料処理（エゾ鹿）から製造加工及び出荷販売までの一
切

50歳まで — 200～300万円 —

エゾ鹿の解体及び加工に抵抗がない方
第1種銃猟免許・わな猟免許あれば尚可
ふるさと納税やamazon等での販売出荷に準じた
販路拡大を目指せる方

19 製造業（合板・木材） 工場生産・製造、鉄工 合板の製造　 ～50歳 — 270万円 270万円
経験資格不問（通勤のため普通自動車運転免許）
※鉄工は経験者求む

20
製造業
（木材生産）

工場内作業 / 生産業務
設備管理 / 入出荷業務

木材の生産、加工及び製品の入出荷管理
生産機器のメンテナンス

不問 40歳 251万円 279万円 不問
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新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

21 鉄工業
①溶接工及び見習い
②工事積算及び工事管理

①浄水場及び工場などの配管工事
②工事金額の見積及び各工事現場の管理

18～45歳 35歳 400万円 420万円
①各種溶接免許所持していれば尚可　見習いでも可
②管工事及び鉄工工事経験あれば尚可

22 電気 / ガス業 技術系職 当社発電設備での運転、保守、運用業務 不問

・発電設備の運転、保守、運用に精通している方
・O&M事業に関わる経験またはエンジニアリング
　会社勤務経験をお持ちの方（バイオマス発電
　会社勤務経験をお持ちの方を含む）
・発電所除去工事に関わる経験をお持ちの方

23 鉱業 坑内作業員
石炭の採掘 / 坑道の維持管理 / 通期管理 / 電気作業 /
鉱山機械の運搬 / 設置 / 保守管理業務

不問 — 350万円 370万円 経験・資格不問

24 産業機械製造（機械設置・鋼構造物・観光事業）
産業機械製造（CAD使用による）
現場管理

各種機械・プラント（当社製品）の設計と現場での管理業務 ～40歳位 23歳
400万円
（月給22万円）

420万円
（月給24万円）

機械設備の知識・経験をお持ちの方

25 鉄工（鋼構造物） 鉄骨製作・溶接 / 製品検査
① 鉄骨加工
② 製品検査

— 30歳 260万円 280万円 経験不問

26 鋼材、機械部品、卸売 営業 販売業務 20歳代 20歳 204万円 210万円 普通自動車運転免許

27 製造業（鋼構造物）
① 設計スタッフ（見習い可）
② 製缶工（溶接工）

① CAD（図面を作成するソフト）を使用して取扱製品の
　設計業務
② 大型タンク、サイロや鉄骨構造物、コンベア等の機械
　製作の加工。及び溶接組立作業。

18～55歳

18歳
※業界経験者
　は月額検討
　します

241万円 274万円
①パソコンの基本操作（CAD操作は当社ベテラン
　設計員が指導します）
②アーク溶接・ステンレス鋼溶接技能者あれば尚可

28 鋼構造物工事業 機械加工、企画、営業、保守設計 機械加工製作、修理、メンテナンス — 30～50歳 300～350万円 320～350万円 機械溶接、組立、保守、設計

29 製造業 製造 製配管・溶接作業 20歳代前半 23歳 260万円 270万円 不問

30 鉄工業（鉄骨加工） 工場生産、製造 工場での鋼材の加工（組立・溶接他） 20～50歳位 40歳 350万円 380万円
製造業の経験
クレーン作業、リフト作業の資格

31 紙パルプ製造業 紙製造におけるボイラー設備オペレータ
段ボール原紙製造に関わるボイラー運転管理業務
（ボイラー操作、保守、点検など）→交代勤務

～35歳 35歳 310万円 350万円
※１年目は正規外社員として有期雇用
　→１年以内に職種に適する条件等を満たした
　　場合、２年目以降、正規社員として採用あり

32 発電事業者 設備管理、保守 発電所の運営、維持管理 20～50歳代以上 40歳 500万円 510万円 資格不問

33 一般機械器具卸売業 設備管理・保守 機械設備の製作・修理・メンテナンス 20歳代 20歳
高卒20万円
大卒24万円

高卒21万円
大卒25万円

機械設備の知識・経験をお持ちの方

34 冷凍機販売・修理業 冷凍機の販売・修理 工場での顧客より依頼された故障している冷凍機の修理 20～40歳代 25歳 300万円 350万円 経験・不問

新 35 鉄工、設備メンテナンス
工場生産・製造・修理、
関連会社設備保守、メンテナンス

①工場でのコンクリート用鋼製型枠製作、修理
②コンクリート製品用鉄筋製作
③生コンプラント等整備、保守、メンテナンス

20～40歳代 40歳 300万円 350万円

下記経験ある方は優遇
鉄工業、製造業経験者（溶接、ガス取り扱い、プレス、
シャーリング作業等）
機械設備等の修理やメンテナンス等経験者、配管作業経
験者、

給与額は、学歴、年齢、経験等により決定
（※平均年間給与：有価証券報告書記載2020年3月31日現在
　　6,998,876円）


