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ＮＯ 事　業　所　名 求人職種 求人数 ページ番号

事務職 若干名

林業従業員（ザ・モリト） 若干名

工場従業員 若干名

事務職 1

技術職（建築） 1

技術職（土木） 1

作業員 1

技術職 1

営業職 1

4 ウィンテック株式会社 技術職 2 2

5 株式会社植田建設 技術職 2 3

6 雲南建設株式会社 技術職 1 3

7 株式会社常松土建 技術職 1 4

8 雲南道路サービス株式会社 技術職 1 4

9 大原森林組合 現場技術職 3 5

10 有限会社勝山建設 技術職 若干名 5

11 株式会社ガット 技術職 2 6

12 株式会社協栄ファスナー工業 技術職 1 6

事務職 1

技術職 1

製造職 1

14 株式会社ケイナン 一般作業 3 7

建築施工管理技術者候補 1

土木施工管理技術者候補 1

ICT・ドローン技術者 若干名

事務職 1

技術職 1

17 株式会社山光 総合技術職 2 9

18 サンセイ電機株式会社 技術職 2 9

19 株式会社ジェイハウス 電話コミュニケーター職 2 10

20 島根イーグル株式会社 技能職 1 10

21 島根県エルピーガス事業協同組合 技術・事務職 1 11

22 島根県農業協同組合雲南地区本部 一般職 1 11

23 株式会社ゼンキンメタル 技術職 3 12

24 (有)タイヤ館出雲雲南店 販売・作業職 1 12

新規高等学校卒業予定者就職情報交換会参加企業　高等学校卒業者求人一覧

有限会社糸賀工務店

クシロブレーキ株式会社島根大東工場

16

株式会社岩佐塗装

株式会社後藤建設

株式会社サンエイト

飯石森林組合1

13

2

3

15

1

1

2

7

8

8



技術職 1

営業職 1

26 株式会社ダイイチ雲南家電 営業職 3 13

事務職 1

技術職 2

営業職 1

縫製職 2

技術職 2

29 東洋製鉄株式会社出雲仁多工場 技術職 2 15

30 (株)中澤建設 技術職 １～２ 15

31 有限会社ニシカワ 技術職 2 16

事務職 1

技術職 3

33 株式会社ネスター島根工場 製造職 3 17

34 社会福祉法人萌友福祉会 介護職 若干名 17

35 ホシザキ株式会社島根工場 18

36 有限会社堀江クレーン 技術職　 3 18

37 (有)本田商店 製造職 2 19

38 本部三慶株式会社　雲南工場 製造職 2 19

39 株式会社丸共 営業・一般・総合職 2 20

製造職 1

事務職 1

技術職 2

製造職 5

製造職 若干名

サービス職 若干名

(有)タイヤセンター雲南

(株)丸八ポンプ製作所

(株)吉田ふるさと村

(株)デルタ・シー・アンド・エス雲南工場

三刀屋金属株式会社

仁多郡森林組合

42

41

40

32

28

27 株式会社都間土建

25

21

21

13

14

14

16

20



会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 2 1

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 1

社宅・寮 無

求める人材等 高校

技術職：土木建築共に、施工計画、現場管理、予算管理等一通りの仕事をワンス
トップで自分を中心になって進めるので、一人でより多くの経験をしてみたい方。
事務職・作業員：周りの人と協力して仕事に取り組める方。

高校等新卒者の採用実績

大学・短大・高専・専修・各種学校
1

高校

作業員
大学・短大・高専・専修・各種学校

1

奥出雲町で営業して60年超えの総合建設業の会社です。
建築・土木共公共工事を中心に民間のお客様の新築工事(個人住宅～工場まで)
やリフォーム工事等幅広い仕事をしております。
地域の人々に感謝される仕事をする事、小さな仕事を疎かにせず
地域社会の信頼に応える様に社員一同日々仕事をしております。
工務店業と一緒に物品販売部として酒・建築金物も販売しています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

1
高校

技術職
(建築)

大学・短大・高専・専修・各種学校
1

高校

技術職
(土木)

k-itoga@crest.ocn.ne.jp 糸賀工務店外観 施工例(オフィスみらいと)

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

19名 49歳

総合建設業

糸賀　恭平

0854-54-1555 0854-54-1556

（総合建設業）

島根県仁多郡奥出雲町三成285

昭和31年3月17日 2000万円

高校

工場従業員

求める人材等
　飯石森林組合の従業員として、個々の資質を高め、森林づくり、地域社会
の発展に貢献できる人。

高校等新卒者の採用実績

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

moridukuri@1ii-mori.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　平成元年12月に旧飯石郡内の5組合が広域合併しました。本所を掛合町
に置き、管内に事業所と製材工場、きのこセンター等12箇所に施設を持っ
ています。
　仕事上必要な資格は、費用を組合が負担して講習等を受けてもらったり、
経験豊富な指導員により丁寧に指導をしたりして安全な作業ができるよう
にサポートしています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

ｻﾞ･ﾓﾘﾄ
大学・短大・高専・専修・各種学校

103名 46歳

森林整備、製材、きのこ栽培

総務企画課長　　佐藤博子

0854-62-1520 0854-62-1540

林業

島根県雲南市掛合町掛合２１５２番地１１

平成元年 35,790万円

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

1

mailto:k-itoga@crest.ocn.ne.jp#
mailto:moridukuri@1ii-mori.jp#


会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

1

0

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 無

　　　株式会社　岩佐塗装
建築塗装

雲南市大東町養賀784-5

500万円平成26年5月1日

36歳

採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴
私たちは、こんな会社です！

高校等新卒者の採用実績

iwasa.chiyoshi@grape.plala.or.jp

10人

建築塗装

営業職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

岩佐智好

0854-43-8820 0854-43-8830

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

住宅、店舗、アパート、マンション、工場等建物の屋根・外壁等の塗装工事
をする仕事です。雲南市を始め、松江市・出雲市・大田市・米子市の現場を
施工しています。古く汚れた外壁を塗り替えて綺麗にすると、充実感と達成
感があります。そして、施工が終わった後お客様からの「綺麗になったね。
ありがとう。」の言葉と笑顔にとても感動します。社員皆年齢が若く、切磋琢
磨して技術を磨いています。

求める人材等
明るく元気な挨拶ができる人・前向きで何事にも積極的な人・技術を習得し
て、力を発揮してみたい人・会社の仲間と一緒に努力し、チャレンジしていく
人・お客様の気持ちに応えられる人・目標に対して絶えず実践する人

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

事務職

技術職

ウィンテック 株式会社
印刷関連
紙加工品
製造業

仁多郡奥出雲町八代258-1

2012年12月1日 400,000円

21人 40歳

学校関連商品製造

藤井 泰昌

0854-54-9010 0854-54-9045

fujii@win9010.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　全国の学校（小学校～大学）で使われる記念品を製造しています。
　主な商品は、「卒業証書入れホルダー」と「学校イベントやクラブ活動用の
各種プリントウェア」です。学園祭や体育祭や部活用ウェア、卒業記念品を
製作する会社です。業界内では全国屈指の生産量を誇っており、県内で
トップなのはもちろんのこと、着実に業績を伸ばしています。
　業務内容は、PCを使ったデザインやデータ作成、工場での繊細な技術を
要する手加工や先端のプリンタを使用したフルカラー印刷等様々で、若い
社員も増えてきています。当社は「モノづくりのプロ」を目指しています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等
デザイン加工における「イラストレーター」を使える方。（※こちらは専門分
野になります。）
そして、何よりも「モノづくり」に関心や興味があり、「作り続けることへの誇
り」を持てる方を求めています。技術はおのずとついてきますので、「気持ち
を大切」にしております。

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

2

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 1

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

1

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

求める人材等
求める資格、人物像を記入ください。 高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

y-tsunematsu@unnan-con.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

27人 49才

道路舗装工事及び道路建設工事業

常松祐子

0854-49-6211 0854-49-7341

雲南建設株式会社
舗装工事業

2千万円

島根県雲南市加茂町南加茂５５０番地1

昭和42年3月3日

求める人材等

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

土木、建築共受注が安定しているため、技術者を募集しています。
入社後は経験を積んで、現場監督ができる資格（施工管理技士）や重機機
械の資格を取得する事ができます。
専門知識が無くてもやる気や興味のある方は誰でも応募できます。
植田建設は「明るく元気」な人材を探しています。

高校等新卒者の採用実績

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校
営業職

honsya@ueda-const.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

土木工事、建築工事の施工を行う建設工事業を営んでいます。
実績として道路工事・上下水道工事などの公共土木工事や学校新築等の
公共建築工事があり、優良工事表彰も数多く受賞しています。
毎年の社員旅行・有給休暇付与制度などがあり、福利厚生が充実していま
す。

事務職

学　歴

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

39名 49.5歳

建設業（土木・建築・水道）

総務部　野村恭一

0854-43-6156 0854-43-6241

  株式会社　植田建設
建設業

島根県雲南市大東町飯田130番地2

1967年9月19日 3000万円

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

1967年（昭和42年）の会社創業から約50年。雲南、奥出雲地域を中

心に舗装工事を行う会社です。『信頼の技術で快適な環境を創造す

る』ことをめざし、「舗装事業」を通して社会のために役立つことができ

るよう社員30名全員が気持ちを一つにして日々頑張っています。

入社後は、1、2級土木施工管理技士、1,2建設機械施工技士等の資格

取得支援に力をいれており、現在25名の有資格者が活躍しています。

雲南建設では、チームとしてよりよい仕事ができるよう、資格取得を

はじめとして、一人一人がスキルアップをはかっています。自分自身の

レベルがあがるように、常に前向きに努力できる人材を求めます。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

1

1

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

求める人材等
着工から完成まで、一つ一つの工事には多くの人が関わり、協力し合いな
がらより良いものができるように作業を進めていきます。このような職場環
境の中、仕事に対して前向きに努力できる人、そして、土木施工管理技士
等資格の取得に進んで挑戦できる人を求めます。

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

yuko.tsunematsu@tsunematsudoken.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　昭和27年創業以来、島根県東部を中心に土木分野の建設事業を営んで
います。地元に根ざした建設会社として、建設工事を通じ、安心して生活で
きる地域社会をめざし、社員一同技術研鑽を重ねております。「信頼の技
術で快適な環境を創造する」をモットーに、受注した一つ一つの工事を無事
故無災害で確実に完成させることができるよう、日々取り組んでいます。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

26人 48才

土木工事業

常松祐子

0854-49-7121 0854-49-7388

株式会社常松土建
土木工事業

島根県雲南市加茂町神原1382番地1

昭和40年8月12日 2千万円

雲南道路サービス株式会社
建設業

島根県雲南市加茂町加茂中29-1

昭和55年4月 1,000万

14名 49歳

道路区画線施工、ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ・標識設置、安全用品販売等

高尾

0854-49-7984 0854-49-7988

takao@unnan-road.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

道路や駐車場の区画線を引いたり、ガードレール、標識等の設置をする仕
事です。
「チームワークを大切に！」経験豊富な社員が丁寧に指導し、若手社員も
日々頑張っています。未経験者でも安心して働けるようサポートいたしま
す。

建設業に興味のある方、お待ちしております！

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等
積極的に自分からどんどんチャレンジしていくやる気のある方

職場の仲間を大切にし協調性のある方

資格取得に意欲的な方（業務上必要な資格取得の支援をしています）

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

UNNAN   ROAD   SERVICE
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 1 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

若干名

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

求める人材等 高校

入社時に技術・技能・知識は必要ありません。必要な知識等は入社後に
様々な経験を積むことで自ずと身に付きます。
当社が求める人材は
元気で明るくそして何より夢（志）を持っている人です。

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技能職
大学・短大・高専・専修・各種学校

info@katsu-ken.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

社是　「夢を応援する企業」
社業を通じて社員・お客様・地域の皆様の夢を応援し幸せになって頂きた
いと思っています。家を建てる事、道路を作ることが夢の終わりではなく夢
に向かってのステップだと思っています。それを建設というアイテムで応援
して行きます。
わが社は、社員も社長も同じ目線で「全員幸せになれる会社」を目指して頑
張っています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

２，０００万円

７名 ５０才

建築・土木・管・解体・建築設計

代表取締役　勝山学也

0854-54-0575 0854-54-0630

求める人材等 不問

経験がなくても経験豊富な先輩方によるサポートや指導があるので大丈夫
です。また、スキルアップの一環として様々な研修に取り組んでいますの
で、林業の資格取得が可能です。大自然の中で我々と一緒に成長していけ
る仲間。元気に森林づくりに一緒にチャレンジしていただける仲間を募集し
ています。

高校等新卒者の採用実績

有限会社 勝山建設
建設業

島根県仁多郡奥出雲町三成２２３

昭和３２年

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

現場技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

当組合は、森を守り育てる意識を高く持ち、組合員への奉仕の精神を忘れ
ずに、地域の方とのつながりを大切に、アットホームな雰囲気の中で仕事
に取組んでいます。また、「伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業の
実現に向けた森林づくりを推進しており、その主役である若い方達の活躍
出来る職場です。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

営業職

dkk-mori@ooharashinrin.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

４３名 ５１歳

森林の管理・木材生産　他

総務課　赤名修子

0854-43-8711 0854-43-6680

大原森林組合
林業

雲南市大東町下阿用401番地1

H14.4.1（合併による） 12,346,3000円

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

2

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 2

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 無

求める人材等
製造機械部品はサイクルが早く、新しいものを次々と生産いていきます。
機械は最先端ですが、最終的な調整は人の手が必要になります。
先端分野に関心があり、ものづくりに興味がある方をお待ちしております。

高校等新卒者の採用実績

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

半導体製造装置・医療機器・電子機器・食品加工機械など他分野にわたる
部品を製造しています。単品から量産まで短納期で製作しています。
機械部品なので、市場に弊社の部品が出ることはないですが、身近にある
ものを製造する機械の部品になり、最先端の技術につながっています。
奥出雲町から高度な部品づくりに取り組んでいます。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

営業職

info@gut-jp.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

25人 33歳

精密機械加工部品製造

藤原和紀

0854-54-9580 0854-54-9585

株式会社　ガット
製造業

島根県仁多郡奥出雲町三沢1952-3

平成15年9月1日 3000万円

株式会社協栄ファスナー工業
（業　種）

島根県雲南市掛合町掛合2414

1996年8月1日 3100万円

33名 47歳

ホースクランプの製造販売、新商品開発

松本

0854-62-9700 0854-62-9696

fastener@kyoei-fi.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

・弊社は、主に自動車を中心に使用されている「ホースクランプ」の製造メー
カーで、マツダの全車種に弊社クランプが採用されています
・特許を数多く所有し、自動車業界以外にも納品多数しています
・新商品開発もしています
・残業がほとんどありません
・6期連続黒字です
・2019年度のユースエール認定企業となりました

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

ものづくりに興味がある方、明るく健やかで、元気な方大歓迎です☆ 高校等新卒者の採用実績

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

1

0

1

0

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 有

求める人材等
積極性・柔軟性があり、自分で考えて行動出来る人材。入社後は多能工と
して活躍出来るよう教育します。

高校等新卒者の採用実績

高校

製造職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

yasuda-kazuhiro@kushiro-brake.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

当社は商用車（トラック・バス）用ブレーキライニング・ブレーキパッドの
開発、製造、販売を行っている会社です。
新車組付用ではトップクラスのシェアを持つ摩擦材専業メーカーで、
島根大東工場では、小型トラック用ディスクパッドを生産しています。
業界のグローバル化が進む中、国内トラックメーカーのみならず、海外の商
用車メーカー・ブレーキ装置メーカーへ製品を供給することで、世界へ羽ば
たこうとしています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

30名 40.3歳

商用車用ブレーキパッド製造

安田　和広

0854-43-6430 0854-43-6433

クシロブレーキ（株）島根大東工場
製造業

島根県雲南市大東町下佐世66-1

1992年8月 2億円

株式会社　ケイナン
（業　種）砕石業

島根県仁多郡奥出雲町横田1536

昭和49年2月14日 1,000万円

52人 47歳

砂、砕石、製造販売

松本　一博

0854-52-1435 0854-52-2457

knan@plum.ocn.ne.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

・弊社は、創業昭和41年10月の砕石業者です。山陰地区において現在、
「横田工場」「金持工場」「熊野工場」の3工場を有し業界最大手であります。
砂、砕石等は社会資本整備には必要不可欠なものであり、弊社は環境保
全に努力しつつ品質管理に努め、市場への安定供給を通じて地域経済に
少なからず貢献させて頂いております。

一般作業
高校

求める人材等
・物事に対して、積極的で周りの意見も受入れ前向きな方。 高校等新卒者の採用実績

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

1

1

1

若干名

若干名

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 有

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者 新平家橋工事 鬼の舌震い

電話番号 FAX番号 （橋梁耐震） （"恋“吊り橋）

E-mail 　本社

募集職種 募集人数

1

1

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 2

社宅・寮 無

求める人材等
【積極的に資格取得を目指す人！！ゴトケンに集合！！】
働きながら経験を積み、積極的に資格取得を目指している方を大歓迎します。施
工管理技術検定や各種作業主任者等の資格取得の費用は全額会社が負担しま
す。あなたのやる気を全力でサポートします！！ICT・ドローンに興味のある方も
歓迎します。
詳しくはHPへ・・・https://gotoken.co.jp

高校等新卒者の採用実績

高校

ICT・ドローン
技術者

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

【働きやすい職場！！それがゴトケン！！】
平成30年4月に建設業では先進的な取組として『完全週休二日制・完全月給制・
時間単位で取得可能な有給休暇制度』を導入した就業規則を施行しました。ま
た、近年注目されている「健康経営」の『社員の健康は会社の資本である』という
考え方に共感し、積極的に社員の健康管理に努めています。さらには、子育て世
代の支援や女性活躍支援にも力を入れています。地域と共に歩む企業として、顧
客満足はもとより社員満足度の高い企業を目指しています。社員ひとりひとりが、
職場・地域・家庭・プライベートにおいて、さらに活躍できるような職場環境づくりに
努めています。

建築施工管理
技術者候補

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

土木施工管理
技術者候補

大学・短大・高専・専修・各種学校

52.4歳

建築工事業、土木工事業

取締役専務　後藤結子

0854-72-0103 0854-72-0528

info@gotoken.co.jp

忘年会でジャンケン大会！！

社長ってこんな人ですよ～ 豪華景品大放出♪

株式会社　後藤建設
建設業

島根県飯石郡飯南町頓原２１４４番地

1976年4月8日 2,150万円

21名

株式会社 サンエイト
建設業

島根県仁多郡奥出雲町三成444番地18

昭和40年4月28日 ２０００万円

43 49

土木工事業、生コン販売業、自動車整備業、農業、環境事業

糸原裕朋

0854-54-0123 0854-54-0124

soumu-kk@sato-inc.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

弊社は、平成２８年４月より社名を㈱サンエイトに改称。主力事業は土木建
設業で、自動車整備業（民間車検場）、生コン販売、農業や環境事業にも
投資を行い事業拡大に取り組んでいます。また奥出雲町社会福祉協議会
とも連携し、地域社会のニーズに応え、地域のために存在する地域ナン
バーワンの総合事業を営む企業を目指しています。
「和禮は地球の彫刻士なり」　「われは国土の装飾士なり」　「吾れの仕事は
後世に生きる」　この社訓のもと、土木事業に携わる者としての誇りを持ち、
社会資本の充実に向け歩んでいます。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等
現場はチームで行動します。元気に明るく、失敗を恐れずチャレンジできる
方、コミュニケーションが取れる方、そして「ものをつくること」「そだてること」
「なおすこと」に興味のある若い人を求めています。ぜひ一緒に未来を見つ
め、ものづくりに挑戦してみませんか

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 1

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

2

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 2 0

社宅・寮 無

求める人材等
高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

soumu@sansei-elc.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

127名 45歳

業務用厨房機器の部品加工

加納美枝

0854-42-0116 0854-42-1066

元気な人を大募集!!　「やりがい」を探している方、自分のチカラを試してみ
たい方を優先して採用します。目指せ次期社長！

高校等新卒者の採用実績

サンセイ電機株式会社
（製造業）

3000万円

島根県雲南市東日登425番地2

1965年（昭和40年）5月

求める人材等

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

山光訓の想いを形に個々のチカラを各場面で活かす事のできる職場です。
45年で培ってきた技術を他分野で営業展開しまだまだ発展していく会社で
す。
年間休日も多く福利厚生も充実、自分の趣味もしながら充実した毎日を過
ごせる会社です。

総合
技術職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

61名 43.5歳

自動車用コントロールケーブル部品の製造

大石浩二

0854-49-6543 0854-49-7485

製造業

雲南市加茂町猪尾297

1975年1月8日 5,000万円

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

こんなことをしています・・・
・業務用厨房機器のハーネス加工
・業務用厨房機器の部品組立
・冷凍機配管の加工
・樹脂板の曲げ接着加工

主に、業務用厨房機器の部品加工をしています。 アメーバ経営という、係をひとつの会社とし

て見立てる方法で経営をしています。売上額

や利益をオープンにし、社員全員に経営状態

がわかるようにしています。

福利厚生など・・・

☆従業員持株会（ホシザキグループ）

☆勤労共済会加入（ジョイメイトしまね）

☆社員親睦 ☆永年勤続表彰（5年毎）

☆時間単位有休制度 等々

ほぼ土・日が休みです。

月平均出勤日数 21日

年間休日数 120.5日(2020年)

サンセイ電機は

ホシザキグループです。

https：//sansei-elc.com

今と先は繋がっています。常に自分の将来の事を見据え、その実現のために、

今何に取り組んでいけばよいかを真剣に考え、行動していくことが大切です。

自分の将来のために一歩一歩、前へ進んで行って下さい。

そんなまっすぐな皆さんをお待ちしています。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

2

0

3

0

0

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

1

1

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 12 7 4

社宅・寮 無

求める人材等

　明るく元気で、何事にも前向きに取り組める方をお待ちしております。
電気・機械系専攻の方は、設備管理課へ配属の可能性もあります。

　*弊社の社是は、「働く人の幸福増進と地元への貢献」です。

高校等新卒者の採用実績

高校

shu.fujihara@ekkeagle.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　精密部品のトップメーカーであるイーグル工業㈱ 本社：東京の100%出資子会社で、島根
県と雲南市の誘致企業として誕生し、29年が経過しました。
　平均年齢は36歳と若い方が多く活躍し、仕事に遊びに活気にあふれた成長企業です。
仕事では、自分たちのアイデアを形にして創意工夫に富んだ改善活動を積極的に行い、
会社の業績アップへ貢献しつつ、自身のスキルアップを図っています。
　クラブ活動、夏祭り・社員旅行・新年会や地域行事への参加を行い、社員相互の親睦を
深めるとともに、地域の皆さんとの交流も深めて楽しんでいます。

　◎社員食堂完備(24時間）、年3回長期休暇制度、工場内に訓練道場設置、
　 　クラブ活動奨励 (野球部、バスケットボール部、相撲部）

技能職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

総合職
大学・短大・高専・専修・各種学校

312名 36歳

カーエアコン用リップシール、オートマチック用制御バルブの製造

業務部 業務課　藤原　修

0854-62-1581 0854-62-1584

【求める人材像】
・何事にも前向きに取り組める人
・挨拶ができる人

ジェイハウスは地域とともに育つ企業を目指しており
社員一人一人が安心して仕事を続けられる制度を率先して導入しています。

高校等新卒者の採用実績

島根イーグル株式会社
（輸送用機械器具製造業）

4億9千万円

雲南市掛合町多根212－3

1990/11/8

高校

電話
コミュニケー

ター職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

管理職
大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等

csr-info@j-house.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

IT機器関連の業務を多数受託しています。製品必須のアフターサポートは弊社にお任せ下さい。
【電話コミュニケーター】
色々な窓口の電話応対を行っている部署です。パソコンや電子マネー端末の操作説明、トラブル、設
定等、お客様のお問い合わせを解決に繋ぐ仕事をしています。
様々な分野で進むIoT化においても多数の業務を受託しています。

【営業開発課】
システム開発やサーバー構築、保守を担当している部署です。
自社で電話管理システムを開発しています。マニュアルはありませんので、自分で「やってみたい！」
ことが挑戦できる部署です。
専門知識が無くてもシステムエンジニアやプログラマーを目指せます！

システム
エンジニア

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

83名 39歳

コールセンター事業・IP-PBXシステム構築、販売

総務課　藤原・原

0854-40-0620 0854-42-5012

株式会社ジェイハウス
情報通信業

島根県雲南市木次町里方30-2

平成23年1月13日 1000万円

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 出資金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

0

0

0

0

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

0

0

0

2

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 3 1 1

社宅・寮 無

求める人材等 高校

ＪＡで働くことに誇りと喜びを持つ職員。 高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

一般職
大学・短大・高専・専修・各種学校

soumu.unn@ja-shimane.gr.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

地域に根ざし、地域に貢献する職場です。
事務職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

384名 44歳

金融、共済、営農、加工、経済、福祉介護、支店業務

高尾健司、荒木伸治

0854-42-9000 0854-42-9100

根気よく真面目に仕事に取り組んでいただける人を求めています。 高校等新卒者の採用実績

島根県農業協同組合　雲南地区本部
（農業協同組合）

223億2,841万円

島根県雲南市木次町里方1088-6

平成27年3月1日

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術・事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等 高校

simanelp@bs.kkm.ne.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

LPガス容器の検査・バルク貯槽安全弁の交換をしている組合です。職員は
少ないですが少数精鋭で頑張っています。 事務職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

8名 47歳

LPガス容器検査

杉原　弘明

0854-49-6323 0854-49-6376

島根県エルピーガス事業協同組合
LPガス容器検査

島根県雲南市加茂町岩倉48-3

1966年6月19日 1220万円
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金 打合せ風景

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail 事務所棟 曲げ加工

募集職種 募集人数

1

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 2 0 5

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

求める人材等
とにかく明るく元気で素直な人材を求めています。　お客様と直に接する職
であるため、人当たりが良く、話し好きな方が実績を伸ばしています。

高校等新卒者の採用実績

taiyakan-unnan@sky.plala.or.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

弊社はタイヤメーカー最大手のブリヂストンが運営する全国チェーン店「タ
イヤ館」を２店舗経営しています。“タイヤ”とは、単なる消耗品では無く、車
が路面と接する“唯一の部品”であり、メンテナンス次第では人命にかかわ
る重要部品であると考えています。“タイヤ”という重要部品の交換、点検を
通じてお客様の安心と安全を提供することを使命と捉え、地域・社会に貢献
すべく日々活動しています。

販売・
作業職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

9人 30歳

小売・サービス業

石原

0854-42-9898 0854-42-9802

【ものづくり】に興味を持っている皆さんの力を貸して下さい。　　　　　　　　こ
れからの時代を、一緒に創って頂ける方お待ちしています。
工場見学など、いつでもお声がけ下さい！！

高校等新卒者の採用実績

有限会社　タイヤ館出雲　雲南店

1,000万円

島根県雲南市木次町下熊谷1542-1

1997/7/31

求める人材等

zenkin@zenkinmetaru.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　　　　　　　　　　　「創(オモイ)」を「製品(カタチ)」に                               私
たちはお客様のニーズに応え、満足いただける製品創りを通して社会に貢
献する企業を目指しています。                                                        お
客様のニーズにお応えすべく、「品質 ＝ トップバリュー」を 合言葉に、ご満
足を頂けるモノづくりに専念し研鑽を続けていきたいと考えています。

技術職
大学・短大・高専

高校

85人 39.8歳

精密板金部品加工（切断・曲げ・溶接など）、医療用機器組立

総務企画部　部長　藤原　章充

0854-42-5318 0854-42-5543

 株式会社　ゼンキンメタル
製造業

〒699-1311　島根県雲南市木次町里方1079番地1

1995年6月29日 1300万円

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

1

1

1

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

0

0

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 無

求める人材等
家電製品に興味があり、明るく元気な方を歓迎します。 高校等新卒者の採用実績

　業界トップクラス(株)エディオンとフランチャイズ提携した家電の大型専門
店として次の３店舗を展開。三刀屋店１５０坪、斐川店２６７坪、三成店２７
坪です。近年は住宅のリフォーム提案にも力をいれており、最適な商品を
おすすめしております。店舗のみの販売です。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

佐々木健作

0854-45-2288 0854-45-2313

mitoya@edion.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

島根県雲南市三刀屋町下熊谷851-3

平成4年10月1日 5000万円

14人 42.8歳

家電製品、情報機器の販売

求める人材等
資格などは特別必要なく知識や経験がなくてもブリヂストンによる研修など
が充実している為、明るく、元気で、前向きな方であればやる気次第で入社
後でもスキルアップは十分にしていただけます。

高校等新卒者の採用実績

　株式会社ダイイチ雲南家電
販売業

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

tc.unnan@gmail.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

私たちは世界トップブランドのブリヂストンの販売店として大型トラック・バス
用タイヤをはじめ、乗用車・バン用タイヤ、産業車両用タイヤ・建設車両用タ
イヤなどの取り扱いをしています。販売だけではなく各自担当の事業所を
持ちタイヤの管理を通じてお客様の困りごとを聞き提案し解決するなど幅
広い活動をしています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

7名 約37歳

タイヤ、自動車部品の販売取付管理・事業所への営業活動

0854-24-9988 0854-42-9801

有限会社　タイヤセンター雲南
（小売・サービス業）

島根県雲南市木次町下熊谷1542-1

1974年4月5日 380万円
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。販売業

企業
ロゴマーク

記載
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

1

2

2

1

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 2

社宅・寮 有

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

2

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 7 3 6

社宅・寮 有

求める人材等
モノ作りが好きで、ミシンの技能等を習得するための意欲と向上心を持ち、
粘り強くやり遂げる持続力を持つ方.

高校等新卒者の採用実績

デルタ・シー・アンド・エスはデルタ工業㈱の国内グループ会社の一つであ
り、将来にわたって安定しており、2017年8月の新工場移転により更なる事
業拡張と環境整備を実現しました。夜勤なし、土・日休日かつ年3回の大型
連休も充実しており、ワークライフバランスのとれた働きやすい会社です。
雲南工場は操業6年目を迎え、若く明るい職場です。安定した地盤・新しい
工場・充実した環境で能力を十分に発揮できる会社です。

縫製職
高校

技術職
高校

福間

0854-47-7176 0854-47-7196

fukuma-y@delta-cs.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

雲南市木次町山方1285-2

2015年4月(浜田本社2010年10月) 3,000万円

70名(2020年5月現在) 30.7歳

自動車用シートカバーの縫製・製品検査・梱包等

求める人材等
　現場では、自社の社員だけでなく協力業者など多くの人たちと一つになって完成
を目指します。そのために必要なのはコミュニケーション能力や協調性です。お互
いに理解し、協力しながら同じ目標に向かって行動ができ「ものづくり」に情熱を
もって取り組むことができる人材を求めています。

高校等新卒者の採用実績

デルタ・シー・アンド・エス　雲南工場
製造業

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

horie.i@tsuma.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

　私たちは、雲南市内はもとより、島根県東部を中心に小規模工事から大規模工
事、民間工事から公共工事まで様々な土木・建築工事を受注、施工しております。
　施工例として、土木工事では山陰自動車道・中国横断自動車道尾道松江線の
高速道路、斐伊川放水路、木次大橋などがあり、建築工事では雲南市役所庁舎、
三刀屋文化体育館アスパル、㈱ベッセル島根横田工場などがあります。
　年齢層は少し高めですが、熟練社員から若手社員へと培ってきたノウハウを継
承しながら新技術も取り入れ施工し、地域の発展に貢献できるよう社員一丸となっ
て日々努力しています。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

50 48

土木・建築工事、宅地建物取引業、アパート・駐車場等賃貸経営

堀江 勇夫

0854-45-2521 0854-45-4920

株式会社 都間土建
総合工事業

島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

明治41年1月 4,500万円

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

企業
ロゴマーク

記載
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 1 1 2

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

１～２

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 1 1 0

社宅・寮 有

求める人材等
◎素直で元気な方

◎建設業に興味をもっている方

◎失敗してもいいので、挑戦する気持ちを持っている方

高校等新卒者の採用実績

◎事業内容
【土木工事】
公共工事において、橋の補強工事や道路作りを行っています。
大雨や大風による災害が生じた際に、誰よりも早く現場に駆け付け
道路開通を行ったり、事故防止を行ったりすることも大切な仕事です。
【建築工事】
大型リノベーション・リフォーム、新築工事などの工事を行います。
TVで放映しているビフォーアフターのような仕事も行います。
お客様に喜ばれるとても素晴らしい仕事です。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

中澤 太輔

0854-62-0219 0854-62-0808

nakazawa-da-0219@nakazawa-ken.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

島根県雲南市掛合町掛合2429番地2

昭和40年4月 8,800万円

25名 46歳

総合建設業

求める人材等
まずは健康で明るい方を求めます。

また、弊社は製品を製造するだけでなく、地域（島根県内）の活性化や
人づくりに根ざした会社であるため、社内外での交流事業等にも
積極的に参加してくれる方だと嬉しいです。

高校等新卒者の採用実績

株式会社中澤建設
建設業

matsubara@toyoseitetsu.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

弊社は、主に建設機械（パワーショベル・フォークリフト等）用の
鋳物カウンターウエイトを製造している会社です。
現在、国内各地に当工場を含む7工場をもち、中国にも進出しています。

最新鋭の設備と優れた生産力で、鉄アレイのような小さなウエイトから、
組合せにより200tを超えるものまで、メーカーのニーズに合わせて100種
以上のウエイトを製造しています。地味な存在ですが、いつもどこかで
人とテクノロジーとの調和を図り、快適な暮らしを応援しています。

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

88名 43歳

建設機械用鋳物部品（カウンターウエイト）の製造

松原　弘一

0854-56-0345 0854-56-0346

東洋製鉃株式会社出雲仁多工場
製造業

仁多郡奥出雲町上阿井2467

1957年4月26日 3,000万円

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

ロゴマーク

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

カウンターウエイト
重心を安定させる為の重り
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

2

2

0

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

1

0

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 1 0 0

社宅・寮 無

求める人材等
山林での作業が基本になります。屋外作業が好きな方、自然環境に興
味のある方、機械操作が得意な方、体力に自信のある方はぜひご検討
ください。次世代へ引き継がれる山づくりを通して、地域活性化へつ
なげる役割を担って頂く人材を募集します。

高校等新卒者の採用実績

山を守り育て山の恵みを地域社会に届ける仕事をしています。
お祖父さんたちが植えた木を伐ってそのあとに植えて育てまた伐って
を繰り返す、林業は持続可能で国土を守る、環境にもやさしい大切な
仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０年
後、１００年後を見据えた、非常にスケールの大きな、夢のある仕事
に就いてみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　地球環境面
から森林が見直される中、林業は成長産業！あなたの参加を待ってい
ます。

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

内田智子

0854-54-0021 0854-54-1004

nita-444@nitashin.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

島根県仁多郡奥出雲町三成４４４番地２

平成3年4月1日 122,222,000

50 42

木材生産、森林整備、林業機械販売、その他

求める人材等
ものづくりが好きな方。 高校等新卒者の採用実績

仁多郡森林組合
林業

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

nishikawa4@athena.ocn.ne.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

4工場では主に大型機械梱包用の木箱やﾊﾟﾚｯﾄ、木枠を製造・販売していま
す。 事務職

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

34人（内14名） 32歳

機械梱包・木枠製造販売

西川　亜矢香

0854（47）7382 0854（47）7384

有限会社　ニシカワ
製造

島根県雲南市木次町里方1102-2

昭和55年 300万円
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

製造職 3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 2 1 2

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

若干名

若干名

1

0

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 無

求める人材等
　生まれ育った地元で働きたい方、田舎でのんびり暮らしてみたい方、いつ
も元気で体力がありチームワークを大切にできる方大歓迎です。
　介護職員は介護福祉士資格取得見込みの方、機能訓練指導員は作業
療法士・理学療法士・柔道整復師のいずれかを取得見込みの方を募集し
ています。

高校等新卒者の採用実績

　平成26年4月ｵｰﾌﾟﾝの新しい施設です。特別養護老人ホーム「みとやの
郷」は、全室個室対応、１ユニット１０室構成で全部で６０室の施設です。入
居者の笑顔のため、家庭的な雰囲気で生活していただけるよう努めていま
す。
　介護支援専門員、生活相談員、介護福祉士、看護師、管理栄養士、調理
師、機能訓練指導員、事務員など色々な職員がチームとなり頑張っていま
す。

介護職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

作業療法士
理学療法士
柔道整復師

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

障子　弘敏

0854-45-0251 0854-45-0252

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

島根県雲南市三刀屋町乙加宮3400番地2

平成25年4月1日 ３，６００万円

63人 ４３歳

特別養護老人ホーム

求める人材等
健康で明るく協調性があり、何事にも積極的に取組める方。 高校等新卒者の採用実績

社会福祉法人　萌友福祉会
特別養護老人ホーム　みとやの郷 老人介護

sakamoto-shouji@nes-tor.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

当社の目指すところは、開発主導型企業です。基本理念のもと、年間3～５
品目を目標に新商品の開発に取り組んでいます。
2017年12月、おかげさまで創業50周年を迎えました。

高校

全体108名(島根47名) 全体40.3才(島根38.4才)

ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽに貢献する商品の提供(業務用厨房機器の製造)

坂本　章二

0854-49-8017 0854-49-8117

株式会社ネスター　島根工場
製造業

島根県雲南市加茂町南加茂706-5

1967年12月 152,500,000円
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

3

3

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 1 1 2

社宅・寮 無

求める人材等
元気があればオッケーです。まずは会社見学だけでも来てください。
近くでクレーンを見て触ってください。

高校等新卒者の採用実績

クレーン

オペレーター

horie_crane@yahoo.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

雲南市を中心に出雲市、松江市などの建設現場でクレーン作業・業務をし
ています。
また、大型トラックを使い重機の運搬もしています。

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

昭和52年2月3日 ８００万円

11人 ３５歳

大型クレーン、大型トラックオペレーター

堀江　昭至

0854-45-2898 0854-45-3988

ホシザキ株式会社島根工場

（業　種）

島根県雲南市三刀屋町古城１２８０－１

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

1

2

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 0

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

2

0

2

0

2

0

1

2

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 1

社宅・寮 有

求める人材等 高校

・「ものづくり」が好きな人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
チームで協力し、顧客に向き合える人
・自ら考え、周りに伝えることが出来る人

高校等新卒者の採用実績

高校

営業職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

製造職
大学・短大・高専・専修・各種学校

三慶グループは塩素酸化物系殺菌料を主力商品とする、食品添加物製剤
の製造販売企業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業
以来長年、ウィルスや細菌から大切な人を守る環境づくりのため、殺菌消
毒剤を「研究開発」「製造」「販売」しています。　　　　　　　　　　　　　　　食中
毒や感染症の予防等、社会貢献できる会社です！

事務職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

技術職
大学・短大・高専・専修・各種学校

松井　恒次

06-6920-6663 06-6920-6659

jinji@sankei-group.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

50名 29.5歳

食品添加物の製造・販売

　本部三慶株式会社　（雲南工場）
製造業

大阪市中央区城見2丁目2-53　大阪東京海上日動ビル12Ｆ

1982/3/1 2,000万円

求める人材等 高校

共通：明るく、元気な方 高校等新卒者の採用実績

弊社は製麺販売で県内No.1メーカーです。　主に出雲そば、パスタの製造。　生産された商品は県内外の小売店
で商社を通じ販売して頂いています。
弊社の特徴は次の通りです。
【　製造部門　】　機械化、自動化が進んでおり、数値管理で生産しています。
【　工務部門　】　機械の定期診断で機械の調子を管理します。また、機械改造、導入などの打ち合わせも。
【　事務、生産管理部門　】　受注した商品が出荷できるように伝票作成、生産する商品の計画を立てます。
【　営業部門　】　　県外での展示会に参加。　その後のお客様との関係性づくりを行います。また、WEBマーケティ
ング担当者が近年インターネットを使用した通販や営業支援を開始し、今後チームとしてさらに発展させていく予
定です。
【　その他の特徴　】　①　有給消化率　84％（2019年度）　②残業ない業務体制　③年間休日　115日

営業職

ＷＥＢ

技術職

製造職

採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

蕎麦製造販売

社長　本田　繁

0854-42-0172 0854-42-0176

honda@sobahonda.co.jp

私たちは、こんな会社です！

35名 41歳

有限会社　本田商店
（製麺業）

島根県雲南市木次町里方1093-44

昭和26年 1,000万円
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3１１月卒業
生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

企業
ロゴマーク

記載

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 1 0

社宅・寮 有

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

1

1

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 4 1 3

社宅・寮 無

求める人材等
積極性のある方、意欲・向上心のある方、ものづくりに興味のある方、我社
に興味のある方など、専門知識や資格は一切必要ありません。社内教育と
併せて、新入社員向けセミナーや基礎知識講習会等にも参加して頂き、入
社1年目から安心して働ける教育環境を整えています。

高校等新卒者の採用実績

notsu@malhaty.com

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

設計から製造、メンテナンスまで一貫した生産体制とモノづくりを実現してい
るポンプメーカーです。小さなアイデアでも即座に実行し、日々改善に努め
ながら良質の製品とサービスを提供しています。また、中小メーカーならで
はのフットワークの軽い、素早い対応力も自慢です。

島根工場の平均年齢は29歳と若く、明るく活発的です。教育体制は整って
おり、先輩・上司からも優しく指導して頂けます。夜勤は無く、残業も少ない
ためプライベートと仕事の両立もしやすく、健康的で働きやすい職場環境の
会社です。

製造職
高校

事務職
高校

34名（全社99名） 29才（全社 38.9才)

ポンプならびにポンプ関連機器の製造、販売

野津

0854-49-9508 0854-49-8208

株式会社　丸八ポンプ製作所
製造業

【島根工場】島根県雲南市加茂町南加茂687-7

1923年12月1日 1,936万円

高校

求める人材等
価値観を共有できる人、明るい笑顔で素直な人、他人に気配りができる
人、すぐに行動できる人。

高校等新卒者の採用実績

info@0kyo.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

人材教育にお金をかけている/iPad支給/社員旅行が全額会社負担/社内
懇親会は費用会社負担/社員旅行は全額会社負担（積立制度なし！）/ご
家族の体調不良などによる欠勤は当日連絡可で働きやすい/社宅が1万円
程度で可/出産お祝い金/入学お祝い金（小～大まで）など様々な独自制度
で、働く人とその成長をサポート！

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

1,500万円

40人 40歳

住宅等の解体/ガソリンスタンド運営/廃材等のリサイクル/貨物運送

落合美貴子

0854-54-1701 0854-54-1501

営業職

トータルで2名一般職

総合職

株式会社丸共
サービス業

島根県仁多郡奥出雲町馬馳97-2

1970年4月14日
（写真を添付してください）

・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。

（写真を添付してください）
・会社の全景
・業務中の風景 など
＊ 本枠内を目安に複数枚の添付も
可です。
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会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

0

0

2

0

0

0

5

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 6

社宅・寮 無

会社概要

所在地

設立年月日 資本金

従業員数 平均年齢

事業内容

人事担当者

電話番号 FAX番号

E-mail

募集職種 募集人数

0

若干名

若干名

若干名

H29年度 H30年度 R元年度

採用者数 0 0 1

社宅・寮 無

求める人材等
地域に密接に関り、各自の仕事を通じていかにして地域振興を図ることに
魅力を感じる人。元気良く明るい人。

高校等新卒者の採用実績

事務職

技術職

営業職

製造職

高校

y-horie@y-furusatomura.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

元祖「たまごかけごはん専用醤油おたまはん」を生み出した会社です。
　地域の活性化を目的に、住民と行政の共同出資で設立された会社です。
　地元の農産物を主原料に、食品添加物を使用しない安全な食品加工販
売や、水道工事、旅行業、市民バスの運転、温泉宿泊施設の運営などさま
ざまな事業を展開し、地域振興に寄与しています

製造職
大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

サービス職
大学・短大・高専・専修・各種学校

82名

農産加工品の製造・販売、温泉宿泊施設の運営等

堀江祐輔

0854-74-0500 0854-74-0501

㈱吉田ふるさと村 （食品製造、
温泉宿泊施設業）

島根県雲南市吉田町吉田1047-2

1985年4月 6000万円

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

求める人材等 高校

「ものづくり」に興味のある方、お待ちしております。 高校等新卒者の採用実績

sougou@mitoya-kinzoku.co.jp

私たちは、こんな会社です！
採用計画（2020年度）※2021年3月卒業見込

学　歴

自動車の骨格になる部品やヒートインシュレーター・排気系部品など、1,000
種類以上の製品を生産しております。当社のクオリティの高い製品は自動
車部品に欠かせない部品として使用されています。開発から製造を通し
て、アルミ材・ハイテン材（高張力鋼板）・薄板2枚重ねのプレス成型等の難
加工部品の加工をコア技術としております。

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

高校

大学・短大・高専・専修・各種学校

216名 43歳

自動車用金属部品

企画管理室　主務　大坂光雄

0854-45-2931 0854-45-4517

三刀屋金属株式会社
製造業

島根県雲南市三刀屋町殿河内144

昭和51年10月28日 5,000万円

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生

・R元年度＝R2年3月卒業生

を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ

ご記入ください。

企業
ロゴマーク

記載

←★年度の記入方法★
・H29年度＝H30年3月卒業生
・H30年度＝H31年3月卒業生
・R元年度＝R2年3月卒業生
を記入してください。
※高校等の新卒採用のみ
ご記入ください。

企業
ロゴマーク

記載
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