
52（株）沢木組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

男鹿市

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
　　　をはじめとする県内の主要プロジェクトに参加し、確かな技術力と幅広い実績を積み重ねて参りました。　
　　　若年技術者の育成にも注力しており、資格取得の支援や、講習会への参加も積極的に行い、社員の
　　　スキルアップや、早くから活躍できる環境づくりに努めております。

■求める人物像 ■その他
　・前向きな姿勢で物事に取り組める人 　・秋田県より9年連続優良工事表彰受賞
　・向上心を持って仕事に取り組める人 　・インターンシップは随時受入しております
　・コミュニケーション能力がある人　

　　
　　建築部 工事課  令和２年入社　　聖霊女子短期大学付属高校卒

      さ わ き ぐ み

株式会社 沢木組

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字海岸通り２－６－２
TEL.0185-23-3434 FAX.0185-23-3333
URL　　http://www.sawakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和２６年
■資本金／　４，８００万円　
■売上高／　７２億円
■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
■休日休暇／　週休二日制
■年間休日数／　９９日　　　
■福利厚生／　各種社会保険完備、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、技能手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒205,000円　高専・専門卒195,000円　高卒187,000円

　　　　　　　　　　　潟上市役所　新庁舎　

　　　　　　日本海側で最大級の起重機船　第七大雄号 　　　　　　　レーベン秋田

　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感

(写真右側) 　を体験みませんか？

福田　瑛美里

総務部総務課　課長　・　関谷　洋史
TEL.0185-23-3434
E-mail:info@sawakigumi.co.jp

　■会社の特徴
　　　弊社は、医療施設・商業施設・学校等の公共施設の建築工事や、官公庁発注の土木工事(港湾土木含む)
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■従業員数／　１１６人（男　１０６人　女　１０人）
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　私は、学生の頃から建設業に強い憧れがありました。高校卒業後、不安いっぱいで入社

　しましたが、今では明るい先輩方と職人さんに囲まれ毎日が発見、感動の連続で、現場

　一体となって建物をつくりあげる事に大きな達成感とやりがいを感じています。地元秋田

　の人々の暮らしと、地域発展に貢献できる建設業。 ぜひ一度、会社見学で現場の一体感
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 3
Ｒ２ 1 5
Ｒ１ 2 5

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



53 三和興業（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

男鹿市

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 5
Ｒ２
Ｒ１ 2

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp

　　

 さんわこうぎょう

三和興業 株式会社

〒０１０‐０５１１ 男鹿市船川港船川字新浜町５４
TEL.0185-24-4111 FAX.0185-23-2555
URL　　http://www.sanwakogyo-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築・管・他）
■創立／　昭和２６年
■資本金／　８，５００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　５６人（男４９人　女　７人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２００,000円　短大･高専卒１９0,000円　専門卒１８0,000円　高卒１７０,000円

秋田県立武道館男鹿市総合体育館 秋田市

建設工事 耐震補強工事 設備工事防波堤改良工事

地域の発展、活性化を応援します！

海の仕事がしたい！

モノづくりは楽しい！

港湾や漁港などをつくる仕事をメインでしています。

１つの構造物をつくる為には、その仕事にかかわるす

べての人とコミュニケーションをとって、協力をしてい

やりがいがあり、意欲をもって取り組める

仕事です！
土木部長　中川　 明 （４８才） 　秋田工業高校卒

男鹿市椿漁港　ドローン撮影

総合建設業としての役割は地域社会の豊かさの追求と考えています！
官公庁、民間事業者を問わず、土木・建築・管・舗装・水道施設等、工事全般引き受け、

創業７０年になります。

未来の子供たちへ誇れる仕事をモットーとし「確実に 迅速に そして親切に」の社訓を

各種資格取得のサポート、福利厚生の充実
仕事に必要な資格の取得には、費用その他、全額バックアップしますので負担なく

チャレンジできます。福利厚生面では、時節に合わせ、全社員を対象に、７月の丑の日には

「鰻のかば焼き重」１２月には「クリスマスケーキ」を配布しています。

代表取締役　武田昭彦

総務部　（役職）総務部長　（氏名）鎌田　樹
TEL.0185-24-4111
E-mail:post@sanwakogyo-akita.co.jp



54（株）清水組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

男鹿市

↓※技術職（車両・携帯借上代含む）

■会社の特徴

　初めてやることや、やったことがないことに、♪ワクワク♪する人
■その他

                 しみずぐみ　　　

株式会社 清水組　　　　　

〒０１０‐０３４１ 男鹿市船越字船越２８５
TEL.0185-35-2011 FAX.0185-35-2015
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■主な業種／　総合建設業（土木・建築）ほか
■創業／　明治３８年(116周年)
■資本金／　8600万円　
■売上高／　18億円(令和2年12月)
■従業員数／　７２人（男６４人　女８人）
■休日休暇／　完全週休二日制(土日祝休み)　
■年間休日数／　１２０日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　子ども手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２２４,000円※　短大･高専・専門卒２１４,000円※　高卒２０４,000円※

■求める人物像

　インターンシップ、会社見学受入実績多数あり。
　実際に働いている様子を体験、見学し、どんな仲間と、どんな仕事
　をするのかイメージしてください。

〇創業明治38年(1905年）、116周年の老舗
 ・土木工事、建築工事が事業の大きな柱
　（秋田県発注工事では最高ランクの格付けあり）
 ※土木工事の中でも工事用船舶を使った海上工事が得意 
 ※建築工事では土地の取得段階からの開発も行います
 ※スーパーゼネコン（国内最大建設企業）と直接取引
　　　　　　　→県内におけるビックプロジェクトに挑戦できます
★　☆　★　幅　広　く　建　設　業　を　楽　し　め　ま　す　★　☆　★
〇伸び盛りの老舗
 ・社長は43歳（平成31年4月、５代目に就任）
 ・29歳以下の若手が全社員の28％以上
 ・男性の育休取得、完全週休二日制、ICT活用　etc...
 かつてないスピードで変化している建設業界で、老舗を支える
 ベテランと若手人材が一緒に会社をアップデート中！

　いつか生まれてくる自分の子供に、「これはお父さんが作ったん
だよ。」と自慢したい。その前に両親や祖父母には自慢します
(笑)。実は、清水組では土木や建築の専門学科卒だけでなく、普
通高校や大学の文系学部卒の先輩も活躍しています。こんなに
面白い仕事を知らずに社会に出るのはもったいないので、是非、
私の現場にインターンシップや会社見学に来てください。建設業
の、当社の魅力をたっぷりお伝えします。

こっちゃけ公式サイト Instagram

土木部 R3入社 秋田工業卒 Ryoga 建築部 R１入社 秋田工業卒 Seiya
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　インターンシップ、会社見学受入実績多数あり。
　実際に働いている様子を体験、見学し、どんな仲間と、どんな仕事
　をするのかイメージしてください。

〇創業明治38年(1905年）、116周年の老舗
 ・土木工事、建築工事が事業の大きな柱
　（秋田県発注工事では最高ランクの格付けあり）
 ※土木工事の中でも工事用船舶を使った海上工事が得意 
 ※建築工事では土地の取得段階からの開発も行います
 ※スーパーゼネコン（国内最大建設企業）と直接取引
　　　　　　　→県内におけるビックプロジェクトに挑戦できます
★　☆　★　幅　広　く　建　設　業　を　楽　し　め　ま　す　★　☆　★
〇伸び盛りの老舗
 ・社長は43歳（平成31年4月、５代目に就任）
 ・29歳以下の若手が全社員の28％以上
 ・男性の育休取得、完全週休二日制、ICT活用　etc...
 かつてないスピードで変化している建設業界で、老舗を支える
 ベテランと若手人材が一緒に会社をアップデート中！

　いつか生まれてくる自分の子供に、「これはお父さんが作ったん
だよ。」と自慢したい。その前に両親や祖父母には自慢します
(笑)。実は、清水組では土木や建築の専門学科卒だけでなく、普
通高校や大学の文系学部卒の先輩も活躍しています。こんなに
面白い仕事を知らずに社会に出るのはもったいないので、是非、
私の現場にインターンシップや会社見学に来てください。建設業
の、当社の魅力をたっぷりお伝えします。

こっちゃけ公式サイト Instagram

土木部 R3入社 秋田工業卒 Ryoga 建築部 R１入社 秋田工業卒 Seiya

総務部総務課　総務課長　児玉　徹
TEL.0185-35-2011
E-mail:recruit@oga-shimizugumi.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 3
Ｒ２ 1 2
Ｒ１ 2

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



55 （株）菅与組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

潟上市

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

菅与組の社是は「より良い工事を　より早く　より安く　より安全に」
大正10年の創業。創業の地は潟上市昭和。
今年創業１００周年を迎えました。
地域に根差し、地域を創り、守り続けた矜持があります。
創業以来の変わらぬ信念を持って社会インフラの整備に取り組む
とともに、その伝統に甘んじることなく時代のニーズに合わせた、
新しい総合建設業のスタイルを目指します。

菅与組の仕事、公共土木の仕事は街や川や山でのものづくりです。
決して華やかな仕事ではありませんが、社会インフラの整備という
そこに暮らす人々の生活を創り守るという意義とやりがいのある仕
事です。
菅与組では、社会インフラを守る土木の仕事に携わりたいという
熱い思いを持った人を求めています。

　　
工事部工事二課  R０２年入社
　　三浦　拓海 金足農業高校卒

菅与組は、今年で100周年を迎えました。
わからないことがたくさんあっても、先輩方が優しくおしえてくれます！！
世の中の人々に安全にかつ便利な物づくり、また地図に残る仕事ができます！
ぜひこの伝統のある会社で一緒に仕事をしてみませんか？

         すがよくみ

株式会社　菅与組

〒０１８‐１４０２ 潟上市昭和乱橋字下畑50
TEL.018-877-4117 FAX.018-877-2454
URL　　http://www.sugayo.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装他）　
■創立／　大正１０年
■資本金／　４２００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５１人（男４３人　女　８人）
■休日休暇／　GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円～　短大･高専卒・専門卒180,000円～　高卒168,000円～

専務取締役　・　畠山宗太郎
TEL.018-877-4117
E-mail:s-hata@sugayo.com

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ １ 2
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬



56（株）住建トレーディング

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

秋田市

本社　 〒010-0029 東京支店　〒111-0053　

秋田市楢山川口境７番１９号 東京都台東区浅草橋2-27-10　
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■会社の特徴
総合建設業としてお客様の満足と信頼を得ることを目指し、
地域社会に貢献します。私たちは人と環境に優しい活動に
取り組み、明るく元気に働ける環境づくりを推進しています。
一人ひとりが将来に向けたキャリアプランを描き、実現させる
ことで満足感や成長を実感できます。さらに、当社の事業
活動において「人間尊重」を理念とし、会社と社員が一体
となって健康づくりに取り組み、明るく元気に働ける環境
づくりを目指します。

■求める人物像
責任と情熱をもって仕事に取り組める方。
また、資格取得には会社が全面的にバックアップして
いますので向上心のある人を歓迎します。

■その他
公共工事・民間工事・建築工事・土木工事等、あらゆる工事に
対応する技術者集団です。安全で働きがいのある職場環境を
確保し、個性・創造性を大切にします。現場に携わる一人ひとりが、
強い責任と情熱をもって仕事に取り組んでいます。より一層の
技術を向上したい場合は東京支店等の勤務も可能です。

秋田工業高校卒

自分が好きなこと、やりたいことに関連した仕事を見つけることが大切だと思います。

そのような仕事に就くことができれば、少しくらい大変だと思うことがあっても挫けずに

やっていけます。当社には同校出身の先輩も多く、優しく、時に厳しく指導してもらっています。

確かな成長を実感できる会社です。

           すみけんとれーでぃんぐ

株式会社 住建トレーディング

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　平成7年
■資本金／　4,210万円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　43人（男　　36人　女　7人）
■休日休暇／　隔週　週休二日制　　　
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　育児･介護休業制度、慶弔見舞金、慶弔特別休暇他、お盆･年末年始休暇、年1回研修旅行
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒195,000円　高卒185,000円

　　建築部　平成２９年入社

　　　　石川　竣　(一級建築施工管理技士補)

総務部長　　　芦野　弘美
TEL.018-836-6808
E-mail:info@sumiken-t.co.jp
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■主な業種／　総合建設業　
■創立／　平成7年
■資本金／　4,210万円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　43人（男　　36人　女　7人）
■休日休暇／　隔週　週休二日制　　　
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　育児･介護休業制度、慶弔見舞金、慶弔特別休暇他、お盆･年末年始休暇、年1回研修旅行
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒195,000円　高卒185,000円

　　建築部　平成２９年入社

　　　　石川　竣　(一級建築施工管理技士補)

総務部長　　　芦野　弘美
TEL.018-836-6808
E-mail:info@sumiken-t.co.jp

本社　 〒010-0029 東京支店　〒111-0053　

秋田市楢山川口境７番１９号 東京都台東区浅草橋2-27-10　
TEL.018-836-6808　FAX.018-836-6807　　　　　        TEL.03-5809-2818　FAX.03-5809-2838

URL　http://www.sumiken-t.co.jp/

■会社の特徴
総合建設業としてお客様の満足と信頼を得ることを目指し、
地域社会に貢献します。私たちは人と環境に優しい活動に
取り組み、明るく元気に働ける環境づくりを推進しています。
一人ひとりが将来に向けたキャリアプランを描き、実現させる
ことで満足感や成長を実感できます。さらに、当社の事業
活動において「人間尊重」を理念とし、会社と社員が一体
となって健康づくりに取り組み、明るく元気に働ける環境
づくりを目指します。

■求める人物像
責任と情熱をもって仕事に取り組める方。
また、資格取得には会社が全面的にバックアップして
いますので向上心のある人を歓迎します。

■その他
公共工事・民間工事・建築工事・土木工事等、あらゆる工事に
対応する技術者集団です。安全で働きがいのある職場環境を
確保し、個性・創造性を大切にします。現場に携わる一人ひとりが、
強い責任と情熱をもって仕事に取り組んでいます。より一層の
技術を向上したい場合は東京支店等の勤務も可能です。

秋田工業高校卒

自分が好きなこと、やりたいことに関連した仕事を見つけることが大切だと思います。

そのような仕事に就くことができれば、少しくらい大変だと思うことがあっても挫けずに

やっていけます。当社には同校出身の先輩も多く、優しく、時に厳しく指導してもらっています。

確かな成長を実感できる会社です。

           すみけんとれーでぃんぐ

株式会社 住建トレーディング

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　平成7年
■資本金／　4,210万円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　43人（男　　36人　女　7人）
■休日休暇／　隔週　週休二日制　　　
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　育児･介護休業制度、慶弔見舞金、慶弔特別休暇他、お盆･年末年始休暇、年1回研修旅行
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒195,000円　高卒185,000円

　　建築部　平成２９年入社

　　　　石川　竣　(一級建築施工管理技士補)

総務部長　　　芦野　弘美
TEL.018-836-6808
E-mail:info@sumiken-t.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 2
Ｒ１ 2

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



57 中央土建（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

秋田市

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
（たまに笑えないジョークの対応に苦慮しています）
明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！

 ちゅうおうどけん

中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴

■福利厚生制度

■求める人物像　等

総務部　取締役総務部長　大野　道幸
TEL.018-893-5841
E-mail:oono@chuoudoken.co.jp

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
（たまに笑えないジョークの対応に苦慮しています）
明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！

 ちゅうおうどけん

中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴

■福利厚生制度

■求める人物像　等

総務部　取締役総務部長　大野　道幸
TEL.018-893-5841
E-mail:oono@chuoudoken.co.jp

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
（たまに笑えないジョークの対応に苦慮しています）
明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！

 ちゅうおうどけん

中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴

■福利厚生制度

■求める人物像　等

総務部　取締役総務部長　大野　道幸
TEL.018-893-5841
E-mail:oono@chuoudoken.co.jp

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
（たまに笑えないジョークの対応に苦慮しています）
明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！

 ちゅうおうどけん

中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴

■福利厚生制度

■求める人物像　等

総務部　取締役総務部長　大野　道幸
TEL.018-893-5841
E-mail:oono@chuoudoken.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 1 1
Ｒ１ 1

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
（たまに笑えないジョークの対応に苦慮しています）
明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！

 ちゅうおうどけん

中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴

■福利厚生制度

■求める人物像　等

総務部　取締役総務部長　大野　道幸
TEL.018-893-5841
E-mail:oono@chuoudoken.co.jp

秋田市大町一丁目3-8　秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

○昭和14年（1939年）創業で現在83年目となります。
○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
○年1回、本社事務所周辺の清掃活動により地域と一緒に歩む企業を目指しています。

　　　　社員研修の風景

○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
　　入学式や急な発熱などに対応できるよう、当社独自の制度休暇を整備しています。

○建築施工・土木施工ともに、発注者（お客様）や協力業者との打合せがとても多く
　　あります。明るく元気で素直な人材を求めております。
○当社は入社後の教育を、先輩社員と共に現場で仕事をしながらの教育をモットー　　　　　　ブラウブリッツ秋田の
　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）
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まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
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中央土建 株式会社

〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
URL　　httpｓ://www.chuoudoken.co.jp
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■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
■従業員数／　38人（男32人　女 6人）
■休日休暇／　隔週週休二日制・子育て休暇　等　　　
■年間休日数／　105日　　　
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■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円
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○建築工事（建物全般）と土木工事（下水道・舗装等）を施工する総合建設業です。
○80年以上の業歴はありますが、年3回の社員研修を行い常に新しい知識を全員で
　　吸収しています。
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○社員全員に業務以外でも対応可能な「保険」に加入し『安心して働いてもらえる
　　職場づくり』に取組んでいます。
○誕生日にはささやかなプレゼントと社長のメッセージカードを贈っています。
○当社はブラウブリッツ秋田のスポンサーになっている関係で、ホームゲームの観戦
　　チケットを希望する社員に無料で配布しております。
○働く世代を応援するため「子育て休暇」「子の看護休暇」など、お子様の入園式・ 　　　　　地域清掃活動の様子
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　　にしています。社会人に踏み出す皆さん、働きながら学べる中央土建へGo！ 　　　　　　ｽﾎﾟﾝｻｰﾏｯﾁ（01.07.20）

　　
秋田建築デザイン専門学校卒　　令和2年度入社

建築部所属　　鈴木　悠真（24）

大きな建物の施工管理にあこがれて中央土建株式会社に入社しました。
まもなく老人施設施工を先輩の補佐として担当することになり、とても楽しみです。
上司や先輩は聞けば何でも教えてくれて、知識が豊富でとても頼りになります。
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明るい職場ですので、皆さんも一緒に働きましょう！
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〒010-0921
TEL.018-893-5841 FAX.018-893-5844
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■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年（創業：昭和14年）
■資本金／　4，000万円　
■売上高／　28億円
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■諸手当／　通勤手当、家族手当、消防団手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒200,000円　高卒190,000円

■会社の特徴
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■求める人物像　等
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中
央

秋田市

ちんだこうぎょう

珍田工業 株式会社

〒０１０－１６１１ 秋田市新屋天秤野1-36
TEL.018-862-8241 FAX.018-865-4578
URL　　https://www.chinda-kk.com/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和４８年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　６億円
■従業員数／　３３人（男３１人　女　２人）
■休日休暇／　変形労働時間制　　　
■年間休日数／　８８日　　+　リフレッシュ休暇6日
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　
■諸手当／　車借上手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒・短大･高専卒・専門卒200,000～240,000円　高卒140,000～216,000円

秋田県JAビル

天王こども園

■【会社の特色】
　当社は秋田県内で公共建築工事を中心に商業施設から
工場事務所、住宅、民間工事も多くの実績を持っております。
　大きく分けて建設工事で管理・監督を行う建築部と鳶土工
工事を担当する工事部から成り立っており、新築・補修・改
修・耐震補強・解体に至るまで幅広く行っております。

■【求める人物像】
　私たちの仕事は、決して一人で完結できるものではありま
せん。社員のみならず、たくさんの関係者と苦労や喜びを共
にしながら完成を目指していきます。多くの人たちとコミュニ
ケーションを取り、お互いに理解、協力しながら同じ目標に向
かって仕事ができる人材を求めています。

■【その他】
　各種資格取得に関しても奨励しており、取得に向けた助成
やライフイベントに応じた手当や休暇制度も用意しておりま
す。家庭に仕事、共に成長できるよう頑張りましょう。

建築部所属　　平成27年度入社
佐々木 秀亮　 秋田建築デザイン専門学校卒
■新卒で入社し、現在は現場代理人として任せてもらえるように
なりました。一級施工管理技士に挑戦中です。向上心のある方、
一緒にスキルアップしていきましょう！！！
建築部所属　　令和3年度年度入社　　　　　　　　　
堀井　那夢　 秋田建築デザイン専門学校卒
■時節によって、工事の多い時期と少ない時期があるのでメリハ
リをつけた生活が必要になってきます。また自宅が遠方ですが補
助もあるので助かっています。

C H I N D A

営業部　部長・珍田　悠貴
TEL.018-862-8241
E-mail:yuuki136@chinda-k.com

ちんだこうぎょう

珍田工業 株式会社

〒０１０－１６１１ 秋田市新屋天秤野1-36
TEL.018-862-8241 FAX.018-865-4578
URL　　https://www.chinda-kk.com/
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■年間休日数／　８８日　　+　リフレッシュ休暇6日
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　
■諸手当／　車借上手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒・短大･高専卒・専門卒200,000～240,000円　高卒140,000～216,000円

秋田県JAビル

天王こども園
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やライフイベントに応じた手当や休暇制度も用意しておりま
す。家庭に仕事、共に成長できるよう頑張りましょう。

建築部所属　　平成27年度入社
佐々木 秀亮　 秋田建築デザイン専門学校卒
■新卒で入社し、現在は現場代理人として任せてもらえるように
なりました。一級施工管理技士に挑戦中です。向上心のある方、
一緒にスキルアップしていきましょう！！！
建築部所属　　令和3年度年度入社　　　　　　　　　
堀井　那夢　 秋田建築デザイン専門学校卒
■時節によって、工事の多い時期と少ない時期があるのでメリハ
リをつけた生活が必要になってきます。また自宅が遠方ですが補
助もあるので助かっています。

C H I N D A

営業部　部長・珍田　悠貴
TEL.018-862-8241
E-mail:yuuki136@chinda-k.com

ちんだこうぎょう

珍田工業 株式会社

〒０１０－１６１１ 秋田市新屋天秤野1-36
TEL.018-862-8241 FAX.018-865-4578
URL　　https://www.chinda-kk.com/
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■休日休暇／　変形労働時間制　　　
■年間休日数／　８８日　　+　リフレッシュ休暇6日
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　
■諸手当／　車借上手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒・短大･高専卒・専門卒200,000～240,000円　高卒140,000～216,000円

秋田県JAビル

天王こども園
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

秋田市

【会社の特徴】
　創業75年目を迎え、秋田県内の社会資本や経済基盤の構築に
貢献すると共に、安全で安心して暮らせる社会の環境づくりを
心掛けております。また、常に県内トップクラスの完成工事高を誇り
として、その責任を自覚しながら、社員はそれぞれ目標を設定し、
その実現のために努力しております。
　　建築　～　学校・病院・商業施設・ホテル・マンション・住宅など
　　土木　～　港湾施設・道路整備・河川・公園・造成・造園など

【求める人材】
◎健康でやる気のある人　
◎失敗を恐れず、挫けず、チャレンジする元気のある人
◎何事にも前向きで、自分から積極的に行動できる人
◎自分の事だけでなく、人を思いやり、周りの人に配慮できる人
　そんな人であれば、即採用。それに近い人であれば、採用確定。
　それを目指せる人であれば、積極的に採用します。
　まずは、建設業に興味をもち、やってみたいと思う人は、応募して
　下さい。　お待ちしております。

　　 秋田建築部　工事課　　H30年度卒　　秋田工業高校卒

　なかたけんせつ

中田建設 株式会社　

〒010‐0951 秋田市山王5丁目9番2号
TEL.018-864-3211 FAX.018-864-3216
URL　　https://www.nakata-k.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和24年
■資本金／　10,000万円　
■売上高／　89億円
■従業員数／　102人（男　93人 ・ 女　9人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　122日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒181,400円　短大･高専卒174,000円　専門卒172,800円　高卒165,400円

～　秋田のまちづくりで、人と暮らし、いまと未来をつなぐ　～

（秋田駅西口バスターミナル）

(能代市総合体育館大規模改修)

入社してから、毎日が勉強です。先輩社員からやさしく、そして厳しく多く
のことを教えてもらっています。
働くことの大変さと喜びを実感しながら、やりがいのある仕事が出来てい
て、今はとても充実しています。
これから、社会人となる皆さん、誰にも失敗はあります。それを恐れずに
目標に向かって、一緒に当社で働きましょう。

　  　菅　原　 一　希 (　すがわら　いっき　)

総務部長　・　小 林 正 信
TEL.018-864-3211
E-mail:keiri-mk@nakata-k.jp
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　下さい。　お待ちしております。

　　 秋田建築部　工事課　　H30年度卒　　秋田工業高校卒

　なかたけんせつ

中田建設 株式会社　

〒010‐0951 秋田市山王5丁目9番2号
TEL.018-864-3211 FAX.018-864-3216
URL　　https://www.nakata-k.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和24年
■資本金／　10,000万円　
■売上高／　89億円
■従業員数／　102人（男　93人 ・ 女　9人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　122日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒181,400円　短大･高専卒174,000円　専門卒172,800円　高卒165,400円

～　秋田のまちづくりで、人と暮らし、いまと未来をつなぐ　～

（秋田駅西口バスターミナル）

(能代市総合体育館大規模改修)

入社してから、毎日が勉強です。先輩社員からやさしく、そして厳しく多く
のことを教えてもらっています。
働くことの大変さと喜びを実感しながら、やりがいのある仕事が出来てい
て、今はとても充実しています。
これから、社会人となる皆さん、誰にも失敗はあります。それを恐れずに
目標に向かって、一緒に当社で働きましょう。

　  　菅　原　 一　希 (　すがわら　いっき　)

総務部長　・　小 林 正 信
TEL.018-864-3211
E-mail:keiri-mk@nakata-k.jp

新卒
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■会社の特徴

■社風

■求める人物像

■その他

　　
建築部　令和3年4月入社

秋田建築デザイン専門学校卒

     なかやまぐみ

株式会社 中山組　

〒0100-013 秋田市南通築地14-14 
TEL.018-832-5113 FAX.018-832-6966 
URL　　http://www.nakayama-gumi.com/

■主な業種／　総合工事業
■創立／　大正５年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　３１人（男２６人　女５人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　１５６,000円（高校卒）

菊地　友夏

　現場での仕事がしたいと思い、インターンシップにも参加した弊社に入社しました。仕事ももちろ
んですが、資格勉強やプライベート等も充実した日々を送っています。和やかな社風は分からな
いところも聞きやすく、風通しの良い環境が魅力です。オンラインでの説明会等も普及しています
が、やはり会社の雰囲気は実際に人と会ってみなければ分かりません。少しでも気になった方は、
是非、会社見学にいらしてみてください。

「お客様第一に」をモットーに地域に密着し、地域の発展に

貢献し、真に顧客に喜ばれる企業となることを理念とし、品

質の維持、向上、改善を図り会社の健全性と社員の生活

の向上をスローガンとしております。

明るい雰囲気で仕事が行われており、職場内の人間関係

が良く和気あいあいとしておりますが現場ではプロ意識が

強く確実な施工管理を行っております。

何事にもチャレンジ精神をもって取り組む姿勢と目的意識

を持ち自ら考え行動できる人。 

職場内は意欲のある20代の若者から60代、70代のベテ

ランまで活躍しており、働き方改革に向けた取り組みも推

進しております。

インターンシップ・現場見学等、随時受付しております。 

専務取締役　千葉 利郎
TEL : 018-832-5113 　
E-mail： naka5113@gray.plala.or.jp
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が、やはり会社の雰囲気は実際に人と会ってみなければ分かりません。少しでも気になった方は、
是非、会社見学にいらしてみてください。

「お客様第一に」をモットーに地域に密着し、地域の発展に

貢献し、真に顧客に喜ばれる企業となることを理念とし、品

質の維持、向上、改善を図り会社の健全性と社員の生活

の向上をスローガンとしております。

明るい雰囲気で仕事が行われており、職場内の人間関係

が良く和気あいあいとしておりますが現場ではプロ意識が

強く確実な施工管理を行っております。

何事にもチャレンジ精神をもって取り組む姿勢と目的意識

を持ち自ら考え行動できる人。 

職場内は意欲のある20代の若者から60代、70代のベテ

ランまで活躍しており、働き方改革に向けた取り組みも推

進しております。

インターンシップ・現場見学等、随時受付しております。 
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E-mail： naka5113@gray.plala.or.jp
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61 （株）長谷駒組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

秋田市

　　

         はせこまぐみ

株式会社 長谷駒組

〒０１０－００１３ 秋田市南通築地８番１０号
TEL.018-８３４-５４４５ FAX.018-８３４-５４３７

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和９年
■資本金／　２，４００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　２１人（男　１７人　女　４人）
■休日休暇／　日曜・祝日・会社指定日　　
■年間休日数／　１０４日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当等
■初任給(諸手当除く)／　大卒186,000円　高卒158,000円

■会社の特徴
　　当社は、創業８７年目を迎えた老舗の建設会社です。建設工事を主体
　　にしており、大規模新築工事からきめ細やかなリニューアル工事まで、
　　すべて対応できる体制を整えています。また、クリーンな経営であるべく
　　東京中小企業投資育成会社の出資を受け、古くから財務内容のチェッ
　　ク機能を有しています。建物を建てるのは大きな事業。その時に選ばれ
　　る会社であるためには信用が必要です。経営が常に健全であることは
　　お客様のニーズに応えること、加えて何十社もの協力会社と繋がって 秋田県立秋田工業高等学校校舎

　　いくことで地元秋田の活性化に尽力することと考えています。
■求める人物像
　　明るく、向上心が強く、加えて・・・
　　１．未来を予測して計画を立てる力のある人
　　２．多面的、総合的に物事を考えることができる人
　　３．周りとコミュニケーションをとることができる人
　　４．繋がりを尊重し、他社と協力する姿勢をとることができる人 秋田県立秋田工業高等学校体育館

　　５．常に「これでいいのか」と物事を懐疑的に考えられる人
■その他
　　社員２１名中１５名が現場で指揮を執る技術系職員で、うち２０代
　　以下が５名（女性１名）在職しています。建物関連のものづくりを
　　通して社会に貢献するとともに、弊社で“働きがい”を感じてみま
　　せんか。

五城目町立五城目小学校

令和３年度入社 令和３年度入社

工事部工事１課　秋元　太陽（左） 工事部工事２課　佐藤　良祐（右）

室蘭工業大学卒 秋田工業高校卒

現場監督をしていると、様々な業種、 会社の先輩の下で現場に出て、現場

幅広い年齢層、多様な考え方がある 管理の大変さをあらためて痛感すると

状況であるため、毎日新鮮で意欲的 共に、自身の知識幅の広がりで楽しさ

に仕事に取り組むことができます。 や面白さも感じることができています。

知識や人との繋がりが増えた時には、 「大変さ・楽しさ・面白さ」を通して、

とてもやりがいを感じます。 達成感ややりがいのある仕事だと思い

皆さん、僕と一緒に楽しく働きましょう。 ます。自分自身も日が浅いのでこれからです。皆さんも一緒に働きましょう。

常務取締役　　藤井　利典
TEL.018-834-5445
E-mail : t-fujii@hasekoma.com
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         はせこまぐみ

株式会社 長谷駒組

〒０１０－００１３ 秋田市南通築地８番１０号
TEL.018-８３４-５４４５ FAX.018-８３４-５４３７

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和９年
■資本金／　２，４００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　２１人（男　１７人　女　４人）
■休日休暇／　日曜・祝日・会社指定日　　
■年間休日数／　１０４日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当等
■初任給(諸手当除く)／　大卒186,000円　高卒158,000円

■会社の特徴
　　当社は、創業８７年目を迎えた老舗の建設会社です。建設工事を主体
　　にしており、大規模新築工事からきめ細やかなリニューアル工事まで、
　　すべて対応できる体制を整えています。また、クリーンな経営であるべく
　　東京中小企業投資育成会社の出資を受け、古くから財務内容のチェッ
　　ク機能を有しています。建物を建てるのは大きな事業。その時に選ばれ
　　る会社であるためには信用が必要です。経営が常に健全であることは
　　お客様のニーズに応えること、加えて何十社もの協力会社と繋がって 秋田県立秋田工業高等学校校舎

　　いくことで地元秋田の活性化に尽力することと考えています。
■求める人物像
　　明るく、向上心が強く、加えて・・・
　　１．未来を予測して計画を立てる力のある人
　　２．多面的、総合的に物事を考えることができる人
　　３．周りとコミュニケーションをとることができる人
　　４．繋がりを尊重し、他社と協力する姿勢をとることができる人 秋田県立秋田工業高等学校体育館

　　５．常に「これでいいのか」と物事を懐疑的に考えられる人
■その他
　　社員２１名中１５名が現場で指揮を執る技術系職員で、うち２０代
　　以下が５名（女性１名）在職しています。建物関連のものづくりを
　　通して社会に貢献するとともに、弊社で“働きがい”を感じてみま
　　せんか。

五城目町立五城目小学校

令和３年度入社 令和３年度入社

工事部工事１課　秋元　太陽（左） 工事部工事２課　佐藤　良祐（右）

室蘭工業大学卒 秋田工業高校卒

現場監督をしていると、様々な業種、 会社の先輩の下で現場に出て、現場

幅広い年齢層、多様な考え方がある 管理の大変さをあらためて痛感すると

状況であるため、毎日新鮮で意欲的 共に、自身の知識幅の広がりで楽しさ

に仕事に取り組むことができます。 や面白さも感じることができています。

知識や人との繋がりが増えた時には、 「大変さ・楽しさ・面白さ」を通して、

とてもやりがいを感じます。 達成感ややりがいのある仕事だと思い

皆さん、僕と一緒に楽しく働きましょう。 ます。自分自身も日が浅いのでこれからです。皆さんも一緒に働きましょう。

常務取締役　　藤井　利典
TEL.018-834-5445
E-mail : t-fujii@hasekoma.com
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

男鹿市

■会社の特徴
　昭和５４年４月に設立し、創立４2周年を迎えました。
 地元である男鹿市のみならず、秋田県内から全国各地
 にわたり地域の基盤づくりに携わってきました。
　社訓として掲げている、健康であること・協調の精神を
 もつこと・顧客意識を忘れないこと・自己啓発をはかる
 こと・責任感を強く持つこと、この５つのことを忘れること
 なく、また、お客様・地域の皆様に感謝して日々の業務に
 努めております。
■求める人物像
　「現場」は決して一人では完成させることは出来ません。 ＨＰ「ﾓﾆｭﾒﾝﾄ施工の足あと」是非ご覧ください。
 社員、協力業者、沢山の関係者と苦労や喜びを分かち
 合いながら完成を目指します。多くの人たちとコミュニ
 ケーションを取り、お互いを理解し、協力し合いながら
 共通の目標に向かって仕事が出来る人材を求めています。
■その他
　社員の健康第一を確保するために、インフルエンザ予防
 接種・感染症予防を実施し、国の認めている 健康経営
 優良法人２０２1の継続認定を受けました。秋田県版健康
 経営優良法人もR3.9月継続認定受けました。

　毎年地域貢献活動を実施しています。

　　
総務部　総務課　平成27年入社

　どんな環境下でも責任を持って現場を管理する頼もしい姿や、
細やかな気遣いでそのサポートをしている先輩方を間近で見て
自分も少しでも力になれればと思い、日々仕事をしています。
　男性従業員に負けないくらいパワフルに働く女性従業員もいる
会社です。是非一緒にお仕事しましょう！

〒010-0341 男鹿市船越字内子294-1616
TEL.0185-35-3313 FAX.0185-35-3701
URL　　http://www.akita-fujitakensetsu.co.jp/

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和54年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　26人（男性　21人　女性　5人）
■休日休暇／　隔週休二日制、休日カレンダーあり
■年間休日数／　100日　　　
■福利厚生／　社会保険、雇用保険、中退共、養老保険（会社全額負担）

■諸手当／　通勤手当、資格手当、精勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒140,000円〜

　　　　　近藤　音々 　金足農業高校卒

ふじ たけんせつ

総務部総務課　担当者　秋山　めぐみ
TEL.0185-35-3313
E-mail:fujita-const@hkg.odn.ne.jp
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TEL.0185-35-3313
E-mail:fujita-const@hkg.odn.ne.jp

■会社の特徴
　昭和５４年４月に設立し、創立４2周年を迎えました。
 地元である男鹿市のみならず、秋田県内から全国各地
 にわたり地域の基盤づくりに携わってきました。
　社訓として掲げている、健康であること・協調の精神を
 もつこと・顧客意識を忘れないこと・自己啓発をはかる
 こと・責任感を強く持つこと、この５つのことを忘れること
 なく、また、お客様・地域の皆様に感謝して日々の業務に
 努めております。
■求める人物像
　「現場」は決して一人では完成させることは出来ません。 ＨＰ「ﾓﾆｭﾒﾝﾄ施工の足あと」是非ご覧ください。
 社員、協力業者、沢山の関係者と苦労や喜びを分かち
 合いながら完成を目指します。多くの人たちとコミュニ
 ケーションを取り、お互いを理解し、協力し合いながら
 共通の目標に向かって仕事が出来る人材を求めています。
■その他
　社員の健康第一を確保するために、インフルエンザ予防
 接種・感染症予防を実施し、国の認めている 健康経営
 優良法人２０２1の継続認定を受けました。秋田県版健康
 経営優良法人もR3.9月継続認定受けました。

　毎年地域貢献活動を実施しています。
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細やかな気遣いでそのサポートをしている先輩方を間近で見て
自分も少しでも力になれればと思い、日々仕事をしています。
　男性従業員に負けないくらいパワフルに働く女性従業員もいる
会社です。是非一緒にお仕事しましょう！

〒010-0341 男鹿市船越字内子294-1616
TEL.0185-35-3313 FAX.0185-35-3701
URL　　http://www.akita-fujitakensetsu.co.jp/
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■休日休暇／　隔週休二日制、休日カレンダーあり
■年間休日数／　100日　　　
■福利厚生／　社会保険、雇用保険、中退共、養老保険（会社全額負担）
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63 むつみ建設（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

潟上市

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp
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■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp

■会社の特徴
現状に満足することなく一つ一つ丁寧に進化し続ける会社として、
地域と共に歩んで2020年12月で半世紀を迎えました。
百年先まで繋ぐ和・信頼・技術を目指し、住宅、公共施設、
商業施設並びに福祉施設等、あらゆる生活にかかわる
建設工事を手掛けています。

ワーク・ライフ・バランス（次世代法、女活法）、
男女共同参画職場づくり、SDGsに取り組み
社員が働きやすい様に福利厚生面の環境も整えています。

■求める人物像
①明るく元気に働ける方
②仕事に対する向上心と好奇心が旺盛な方
③何事にもポジティブに仕事が出来る方

仲間意識が強く、老いも若きも和気あいあい

どの立場の社員でも
上司や社長に意見できる社風です

　　
工事部　工事課　平成31年入社

佐々木　海斗

仕事で思い悩んだ時でも
先輩や上司に気軽に聞ける雰囲気の良い会社です。
建設業へ興味があるあなた！
まずは会社見学に来てみては？
そして私たちと一緒に仕事をしましょう(^^)/

　むつみけんせつ

　むつみ建設 株式会社

〒010-0201 潟上市天王字北野256番地
TEL.018-878-5050 FAX.018-878-5001
URL　　http://www.mutsumi-ken.co.jp/

■主な業種／　総合建築業（土木・建築・管）
■創立／　昭和45年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　13人（男10人　女3人）
■休日休暇／　第2・4・5土曜日・日曜日・祝日
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、資格取得支援
■諸手当／　資格手当、子ども手当、交通手当、車輛借上手当、業務手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒･専門卒158,000円　高卒145,000円

総務課　課長・皆川
TEL.018-878-5050
E-mail:m-soumu@rhythm.ocn.ne.jp



64むつみ造園土木（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ
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秋田市

■会社の特徴
多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園

■主な事業内容
造園土木工事の設計・施工・監理業務全般
企画・デザイン・設計・積算
造園土木工事（現場管理、工事、緑地管理、現場施工）、指定管理業務

　　　　　　　秋田市千秋久保田線道路

■求める人物像
建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく

むつみ造園土木 株式会社

〒010‐0951 秋田市山王5丁目13番3号
TEL.018-863-2011 FAX.018-864-1316
URL　　http://www.mutsumi-l.co.jp

■主な業種／　造園・土木工事、緑地維持管理
■創立／　昭和44年
■資本金／　3,500万円
■売上高／　26.3億円(R2)
■従業員数／　106人（男72人　女34人）
■休日休暇／　　日祝、第2・4土曜日、夏期・冬期　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、育児休暇

■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

本社総務部　（役職）　総務部長　・　（氏名）　本間廣喜
TEL.018-863-2011
E-mail:k.honma@mutsumi-l.co.jp

■会社の特徴
多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園

■主な事業内容
造園土木工事の設計・施工・監理業務全般
企画・デザイン・設計・積算
造園土木工事（現場管理、工事、緑地管理、現場施工）、指定管理業務

　　　　　　　秋田市千秋久保田線道路

■求める人物像
建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく

むつみ造園土木 株式会社

〒010‐0951 秋田市山王5丁目13番3号
TEL.018-863-2011 FAX.018-864-1316
URL　　http://www.mutsumi-l.co.jp

■主な業種／　造園・土木工事、緑地維持管理
■創立／　昭和44年
■資本金／　3,500万円
■売上高／　26.3億円(R2)
■従業員数／　106人（男72人　女34人）
■休日休暇／　　日祝、第2・4土曜日、夏期・冬期　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、育児休暇

■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

本社総務部　（役職）　総務部長　・　（氏名）　本間廣喜
TEL.018-863-2011
E-mail:k.honma@mutsumi-l.co.jp

■会社の特徴
多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園

■主な事業内容
造園土木工事の設計・施工・監理業務全般
企画・デザイン・設計・積算
造園土木工事（現場管理、工事、緑地管理、現場施工）、指定管理業務

　　　　　　　秋田市千秋久保田線道路

■求める人物像
建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく

むつみ造園土木 株式会社

〒010‐0951 秋田市山王5丁目13番3号
TEL.018-863-2011 FAX.018-864-1316
URL　　http://www.mutsumi-l.co.jp
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独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園
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建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
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自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。
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多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園

■主な事業内容
造園土木工事の設計・施工・監理業務全般
企画・デザイン・設計・積算
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建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく
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■主な業種／　造園・土木工事、緑地維持管理
■創立／　昭和44年
■資本金／　3,500万円
■売上高／　26.3億円(R2)
■従業員数／　106人（男72人　女34人）
■休日休暇／　　日祝、第2・4土曜日、夏期・冬期　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、育児休暇

■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

本社総務部　（役職）　総務部長　・　（氏名）　本間廣喜
TEL.018-863-2011
E-mail:k.honma@mutsumi-l.co.jp

■会社の特徴
多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園

■主な事業内容
造園土木工事の設計・施工・監理業務全般
企画・デザイン・設計・積算
造園土木工事（現場管理、工事、緑地管理、現場施工）、指定管理業務

　　　　　　　秋田市千秋久保田線道路

■求める人物像
建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく

むつみ造園土木 株式会社

〒010‐0951 秋田市山王5丁目13番3号
TEL.018-863-2011 FAX.018-864-1316
URL　　http://www.mutsumi-l.co.jp

■主な業種／　造園・土木工事、緑地維持管理
■創立／　昭和44年
■資本金／　3,500万円
■売上高／　26.3億円(R2)
■従業員数／　106人（男72人　女34人）
■休日休暇／　　日祝、第2・4土曜日、夏期・冬期　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、育児休暇

■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

本社総務部　（役職）　総務部長　・　（氏名）　本間廣喜
TEL.018-863-2011
E-mail:k.honma@mutsumi-l.co.jp

■会社の特徴
多くの公共及び民間造園工事に携わっております。緑地管理においては、
公共公園施設・民間の外構緑地や庭園等多数の委託を受け、多くの造園
技能士を有し伝統技能の継承と技術の研鑽に努めております。公園緑地・
競技施設の芝生管理については自社機械を導入し、他社に差別化した
独自の管理体制を構築し、質の高い美しい芝生づくりに取り組んでいます。
指定管理業務も行っており、きれいで安心な管理はもちろん、公園をより
楽しく快適な空間にするよう努めております。        石巻復興記念公園
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企画・デザイン・設計・積算
造園土木工事（現場管理、工事、緑地管理、現場施工）、指定管理業務

　　　　　　　秋田市千秋久保田線道路

■求める人物像
建設業の中で唯一、生命のある植物を主に取り扱うので、「緑」を使って、癒しや豊かな時間を過ごせる空間を
作ることができる！緑の大切さや素晴らしさを伝えることができる人！
自然や緑が好きで、業務理解や学ぼうとする意欲・姿勢・積極性がある人！を求めております。

　　
所属 県北営業所
何年入社 令和1年入社
出身校 盛岡農業高校
メッセージ 自然や緑が好きで、造園業に興味をもち、入社しました。

毎日、先輩の言葉に注意しながら技術を学んでいます。
自分の仕事が形として残り、植栽した樹木は日々成長、
継続的に変化をしていくので、その後の手入れ、剪定、
など維持管理もやりがいのある仕事です。

     むつみぞうえんどぼく
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〒010‐0951 秋田市山王5丁目13番3号
TEL.018-863-2011 FAX.018-864-1316
URL　　http://www.mutsumi-l.co.jp

■主な業種／　造園・土木工事、緑地維持管理
■創立／　昭和44年
■資本金／　3,500万円
■売上高／　26.3億円(R2)
■従業員数／　106人（男72人　女34人）
■休日休暇／　　日祝、第2・4土曜日、夏期・冬期　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、育児休暇

■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

本社総務部　（役職）　総務部長　・　（氏名）　本間廣喜
TEL.018-863-2011
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65 山岡工業（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

秋
田
中
央

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋田市

■会社の特徴
　1951年創業で今年で70周年となります。
　秋田市、秋田県内の上下水道や、公共施設の空調設備などを施工
・点検調査・維持管理業務を行っております。
　誰もが安全安心して使用できる『あたり前の幸せ』をモットーに快適な
生活環境を築き、大切なライフラインを守り育て、人の、地域のお役に
たてる仕事です。

■求める人物像
　◆地域環境を大切にし地域貢献したい方
　◆ﾁｰﾑﾜｰｸを大切にし仲間を大事にする方
　◆新しい事に挑戦し自己成長したい方
　未来の秋田を守る新しい仲間を
　募集しております

■備考
職種は多数あり、土木・水道施設関係、管工事関係、下水道・水処理関係など。大型、大型特殊免許など
社員が、やりがいを感じ成長するために必要な資格取得、講習会費用は会社負担です。

やまおかこうぎょう

山岡工業 株式会社

〒010‐1415 秋田市御所野湯本二丁目1番5号
TEL.018-826-1616 FAX.018-826-1565
URL　　http://www.yamaoka-ind.co.jp/

■主な業種／　総合建設業(土木・上下水道・管工事・水処理)

■創立／　昭和26年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　110人（男100人　女 10人）
■休日休暇／　4週3休　　　
■年間休日数／　107日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円

　　水処理部　 平成30年入社　秋田中央高校卒

嶋津　祥一朗

　 私は会社説明会で先輩方が情熱を持って楽しく仕事をしている事が
伝わり、この会社を選びました。自分のためではなく、地域の誰かのた
めに行動することが必要であると考えています。　業務を行っている
際、近隣の住民の方々に感謝の言葉を頂いた時にやりがいを感じて
います。

総務部総務課　常務取締役・伊藤　正人
TEL.018-826-1616
E-mail:m.ito@y.email.ne.jp

■会社の特徴
　1951年創業で今年で70周年となります。
　秋田市、秋田県内の上下水道や、公共施設の空調設備などを施工
・点検調査・維持管理業務を行っております。
　誰もが安全安心して使用できる『あたり前の幸せ』をモットーに快適な
生活環境を築き、大切なライフラインを守り育て、人の、地域のお役に
たてる仕事です。

■求める人物像
　◆地域環境を大切にし地域貢献したい方
　◆ﾁｰﾑﾜｰｸを大切にし仲間を大事にする方
　◆新しい事に挑戦し自己成長したい方
　未来の秋田を守る新しい仲間を
　募集しております

■備考
職種は多数あり、土木・水道施設関係、管工事関係、下水道・水処理関係など。大型、大型特殊免許など
社員が、やりがいを感じ成長するために必要な資格取得、講習会費用は会社負担です。

やまおかこうぎょう

山岡工業 株式会社

〒010‐1415 秋田市御所野湯本二丁目1番5号
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URL　　http://www.yamaoka-ind.co.jp/
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■年間休日数／　107日　　　
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■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円
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嶋津　祥一朗

　 私は会社説明会で先輩方が情熱を持って楽しく仕事をしている事が
伝わり、この会社を選びました。自分のためではなく、地域の誰かのた
めに行動することが必要であると考えています。　業務を行っている
際、近隣の住民の方々に感謝の言葉を頂いた時にやりがいを感じて
います。

総務部総務課　常務取締役・伊藤　正人
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E-mail:m.ito@y.email.ne.jp
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　◆地域環境を大切にし地域貢献したい方
　◆ﾁｰﾑﾜｰｸを大切にし仲間を大事にする方
　◆新しい事に挑戦し自己成長したい方
　未来の秋田を守る新しい仲間を
　募集しております

■備考
職種は多数あり、土木・水道施設関係、管工事関係、下水道・水処理関係など。大型、大型特殊免許など
社員が、やりがいを感じ成長するために必要な資格取得、講習会費用は会社負担です。
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２
Ｒ１ 1 2

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬



66ユナイテッド計画（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

秋
田
中
央

秋田市

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、従業員持株会制度、インフルエンザ予防接種、制服貸与　等

　　＜事業内容＞

　　＜経営理念＞

■会社の特徴
〇社風 高校～大学新卒の若手社員から長岐にわたって現場で活躍する

ベテラン社員まで、幅広い年齢層の社員が活躍できる職場です！

〇魅力 各種研修・講習会への参加を通じ、社会人としてのマナーに加えて
業務に必要な技能や知識、資格や免許などを会社負担で取得可能
自身のスキルアップが図れます！

多くの人との出会いや経験を大切にしてください。
たとえ挫折することがあっても、それもまた、自分を成長させる大きな経験と
なるはずです。
皆さんの就職活動が成功することを祈っています！

〒011‐0904 秋田市寺内蛭根3丁目24-3
TEL.018-865-3776 FAX.018-865-3778
URL　　http://www.united-k.jp/

■主な業種／　総合建設業・産廃処理リサイクル業　
■創立／　昭和４０年
■資本金／　１億円　
■売上高／　３０億円
■従業員数／　８５人（男　　74人　女　　11人）
■休日休暇／　週休二日制（技能職は4勤2休）　　　
■年間休日数／　１０５日（技能職は156日）　　　
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒205,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒141,000円～

土木・舗装・解体工事
産業廃棄物処理・リサイクル事業
再生可能エネルギー開発事業

　　～知恵をしぼり最善を尽くせ
それは常に可能である～　

旧金萬ボウリングセンター解体工事

 産廃収集運搬車 (株)秋田放送旧本社社屋解体工事

経営管理部　経理・財務グループ

小野　智貴 (2021年4月入社  秋田大学国際資源学部 卒業)

平均年齢 　　　　　　38.9歳
平均勤続年数 　　　　　　7.1年
有給休暇平均取得日数 7.9日/年
月平均残業時間 　　　　　　14.9Hr/月

数
字

分

会
社

経営管理部　人事・総務グループ　佐々木 優吏
TEL.018-865-3776
E-mail:jinji@united-keikaku.co.jp

ゆないてっどけいかく
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　　＜事業内容＞

　　＜経営理念＞

■会社の特徴
〇社風 高校～大学新卒の若手社員から長岐にわたって現場で活躍する

ベテラン社員まで、幅広い年齢層の社員が活躍できる職場です！

〇魅力 各種研修・講習会への参加を通じ、社会人としてのマナーに加えて
業務に必要な技能や知識、資格や免許などを会社負担で取得可能
自身のスキルアップが図れます！

多くの人との出会いや経験を大切にしてください。
たとえ挫折することがあっても、それもまた、自分を成長させる大きな経験と
なるはずです。
皆さんの就職活動が成功することを祈っています！

〒011‐0904 秋田市寺内蛭根3丁目24-3
TEL.018-865-3776 FAX.018-865-3778
URL　　http://www.united-k.jp/

■主な業種／　総合建設業・産廃処理リサイクル業　
■創立／　昭和４０年
■資本金／　１億円　
■売上高／　３０億円
■従業員数／　８５人（男　　74人　女　　11人）
■休日休暇／　週休二日制（技能職は4勤2休）　　　
■年間休日数／　１０５日（技能職は156日）　　　
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒205,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒141,000円～

土木・舗装・解体工事
産業廃棄物処理・リサイクル事業
再生可能エネルギー開発事業

　　～知恵をしぼり最善を尽くせ
それは常に可能である～　

旧金萬ボウリングセンター解体工事

 産廃収集運搬車 (株)秋田放送旧本社社屋解体工事

経営管理部　経理・財務グループ

小野　智貴 (2021年4月入社  秋田大学国際資源学部 卒業)

平均年齢 　　　　　　38.9歳
平均勤続年数 　　　　　　7.1年
有給休暇平均取得日数 7.9日/年
月平均残業時間 　　　　　　14.9Hr/月
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