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Aターン者採用企業の紹介

トヨタカローラ秋田株式会社
本社／秋田市寺内字神屋敷295-37
　　　TEL 018-880-1500（代）　FAX 018-862-8965　
URL   http://toyota.mediagalaxy.ne.jp/corolla/C079/kaisya/index.html

会社設立 ／ 昭和37年
代 表 者 ／ 代表取締役社長　伊藤哲之
資 本 金 ／ 1億円
従業員数 ／ 360名
事業内容 ／ 新車・中古車・輸入車の販売及び
  点検、整備、修理、自動車リース、
  損害保険代理店業務、
  生命保険代理店業務、通信機器、
  福祉介護用品販売・レンタル
事 業 所 ／ 本社秋田市
  T-UPニュートン ： 車買取専門店
  ケータイSHOP ピッピ ： 携帯電話取扱
営 業 所 ／ 秋田市内6店舗、秋田市外10店舗、ほかマイカーセンター2店舗
グループ会社 ／ ○DUO秋田株式会社 ： Volkswagen車輌取扱
  ○株式会社シーエーコーポレーション ： 車輌リース・車輌リペア
  ○シーエーカークラフト ： BP事業部
  ○株式会社ティーシーエー ： 不動産事業
  ○株式会社セスタ秋田 ： 介護用品取扱
  ○株式会社Seeds ： 広告代理店業務福祉介護ショップ「セスタ秋田」

車買取専門店「Ｔ-UPニュートン」
ケータイSHOP「ピッピ」

トヨタカローラ秋田

エフエム秋田で放送中の
「はい、カローラおばこです。」
四季折々の秋田の空気や、店舗情報などを
声の絵顔で発信中！

お客様が『また来たくなる』お店づくりをめざした
本社ショールーム。

全県に広がっているスタッフの
「生の声」、「言葉の温度」を感じるため、
社長自らも年間60数回におよぶ
オフサイトミーティングに参加しています。

トヨタカローラ秋田グループの核ともいえる。
新車・中古車の販売を行う。

DUO秋田
フォルクスワーゲンブランドの販売を行っている。

本社カローラプラザ
本社に隣接する、中古車販売部門の中心的存在。
県内最大規模の250台の展示スペース。

お客様の喜びを求めて

発想の原点は、
自分が「お客様だったら」。

来店型営業。
車を買っていただくだけではなく、様々なカタチでお客様とふれあいたい。
そんな気持ちを大切にしながら、お客様が
『また来たくなる』お店づくりを目指した

「Let’s find it! 気付こう日々の仕事
にテーマは眠っている」を合言葉に、
「気楽に真面目な話」を「本音」で語る
に重点をおき、全県に広がっているスタッフの「生の声」を取入れ、改革、改善
を続けながら、トヨタカローラ秋田グループ全体の成長を目指しています。

オフサイトミーティング

融資対象者 金　　利 融資限度額 償還期間

①県外から県内に住民票を移動して在住している方
で、移住してから３年以内に申し込んだ方 2.1％

（1.95％）注1）
ただし、11年
以降は3.0％

500万円 25年以内
注2）②融資契約を締結するまでに、県外から県内に住民票

を移動し、在住できる方

融資対象 条　　　　　件

注文住宅（新築）
◦住宅部分の床面積が80㎡以上であること
◦併用住宅の場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上のこと

建売住宅　
分譲住宅（新築）

◦次の①及び②を満たすこと
①申込日時点で、建築基準法に基づく完了検査に合格してから２年以内の住宅であ
ること　
②人が住んだことのない住宅
　
◦戸建住宅は、住宅部分の床面積が70㎡以上、かつ敷地面積が165㎡以上あること

マンション購入
（新築）

◦上記の①及び②を満たすこと　
◦住宅部分の延べ床面積が1棟で1000㎡以上、かつ１戸あたり専有床面積が50㎡
以上あること

中古住宅購入　
中古マンション
購入

◦建築年数
①耐火構造の住宅である場合は、申込日時点で住宅が築20年以内であること
②耐火構造以外の構造の住宅である場合は、申込日時点で築15年以内であること

◦住宅の規模
①戸建て住宅は、住宅の床面積が60㎡以上、かつ敷地面積が100㎡以上であること
②マンションは、１戸あたりの専有床面積が50㎡以上あること

土地購入

◦次の①～③をすべて満たすこと
①都市計画法、建築基準法、その他土地に関する法律などに抵触せず、住宅が建設で
きる土地であること

②１宅地の面積が165㎡以上であること
③取得後３年以内に住宅建設を行うこと



意外といいかも！秋田の居心地

秋田県内で行われる６月・7月のイベント
男鹿半島
「食の祭典　鯛まつり」
日程／5月15日（金）～6月30日（土）
会場／男鹿市内のホテル・旅館・飲食店等、加盟15施設
交通／男鹿温泉郷：ＪＲ羽立駅から車で20分
　　　門前：ＪＲ男鹿駅から車で20分
　　　戸賀・加茂：ＪＲ男鹿駅から車で30分
お問い合わせ／男鹿観光協会
TEL 0185-24-4700

芍薬まつり
日程／6月1日（月）～6月30日（火）
会場／秋田県湯沢市小野字飯塚97小町芍薬苑
交通／須川ICより国道13号を山形方面へ
　　　車で約13分
　　　雄勝こまちICより国道13号を秋田方面へ
　　　車で約3分
お問い合わせ／小町芍薬苑　TEL 0183-52-2199

まほろば唐松薪能公演
日程／6月6日（土）
会場／まほろば唐松能楽殿
　　　大仙市協和境字唐松岳
交通／ＪＲ奥羽線「羽後境町」下車徒歩15分 
　　　駅から送迎あり
　　　羽後交通境営業所から送迎車あり
お問い合わせ/大仙市協和市民センター｢和ピア｣
大仙市教育委員会協和分室 TEL 018-892-3820
まほろば唐松能楽殿 TEL 018-892-3500]

小町まつり
日程／6月13日（土）～14日（日）
会場／湯沢市小野「小町堂」
交通／湯沢横手自動車道湯沢ＩＣより車で20分
　　　東北自動車道古川ＩＣより車で120分
お問い合わせ／小町まつり実行委員会
TEL 0183-73-0145

北秋田市米代川花火大会
日程／7月１１日（土）
会場／米代川河川敷（北秋田市鷹巣地区）
交通／JＲ鷹巣駅から車で５分
　　　秋田内陸縦貫鉄道　西鷹巣駅より徒歩5分
お問い合わせ／北秋田市米代川花火大会
実行委員会（北秋田市役所商工観光課内）
TEL 080-1835-6184

バラフェスタ“初夏を彩る”
日程／6月12日（金）～7月20日（月）
会場／秋田県立農業科学館　バラ園
交通／JR大曲駅下車(大曲駅より6.0km)、タクシーで15分
　　　羽後交通大曲バスターミナルより
　　　｢小出沢行｣、農業科学館下車、(乗車約20分)
　　　秋田自動車道大曲ICより直進2分
お問い合わせ／秋田県立農業科学館
TEL 0187-63-2300

本荘マリーナ海水浴場海開き
日程／7月18日(土)　会場／本荘マリーナ海水浴場
交通／無料駐車場1200台
お問い合わせ/由利本荘市観光協会本荘支部  TEL 0184-24-6349

第22回 矢島カップ Ｍｔ．鳥海バイシクルクラシック
日程／7月25日（土）～7月26日（日）　会場／矢島地区内～鳥海山五合目祓川
交通／由利高原鉄道矢島駅より徒歩5分
お問い合わせ／由利本荘市矢島総合支所産業課  TEL 0184-55-4953

第7回 能代港まつり花火大会
日程／7月18日（土）　会場／能代市下浜ふ頭
交通／能代駅から車で約１０分。ＪＲ能代駅、東能代駅等からシャトルバス運行
　　　（交通規制により、会場付近は車両通行止め）
　　　能代駅（午後10時過ぎ頃）から秋田駅まで臨時列車運行予定。
お問い合わせ/能代港まつり花火大会実行委員会能代市元町１１番７号
（能代商工会館内） TEL 0185-52-6341

　秋田の食料自給率は全国第２
位。県全体で174％という数値の
高さです。農家の人口比率が全国
第１位だから当然のこと、と思われ
るかもしれませんが、秋田県民は家
庭菜園も大好き。これまた全国第１
位の持ち家率という環境をいかし
て、庭で季節の収穫を楽しんでい
ます。県庁所在地の比較では、秋田
市の食料品は日本一の安さです。

　チャレンジ精神旺盛な秋田の農
家のお母さんたち。じっくり手塩に
かけて作った食べ物をゆとりある
環境の中で味わう時間を楽しんで
ほしいと、県内には約34箇所の農
家レストランや、日本初となった
『JAンビニ（ジャンビニ）』（地元の
農業協同組合が地元で採れた新鮮
な食材を使って作ったお弁当や惣
菜を販売するコンビニ）があります。

　有名ななまはげや竿灯だけでなく、秋田には数多くの文化
財が存在します。日本三大囃子の花輪囃子、日本三大盆踊り
の西馬音内盆踊りなど、長い時間をかけて洗練された秋田の
行事。重要無形文化財の件数でも全国１位です。

　公立の小・中学生の校地面積、そして
屋外運動場の広さが第１位の秋田。大
きな校舎でのびのびと勉強することが
できるからでしょうか、不登校（年度間
通算30日以上欠席）の生徒も日本で最
も少なく、小・中学生を対象に実施した
全国学力テストでこの２年間はトップク
ラスを維持しています。

全国第　位！食料自給率 ２全国第　位！1農村女性起業数

全国第　位！1重要無形文化財

各学年・教科で
トップクラス小・中学生の学力

全国第　位！3
風力発電と地熱発電

　秋田は石油に代わる代替エネ
ルギーの導入にも力を入れていま
す。日本海側に面するという地の
利を生かした風力発電の導入量
で全国第３位、そして地熱発電の
出力量でも第３位です。秋田県湯
沢市の栗駒フーズは、日本で初め
て地熱エネルギーを利用して低温
殺菌牛乳とヨーグルトなどの乳製
品の生産、販売を始めました。

雄大な自然に囲まれて、すくすく育つ元気で
勉強熱心な子どもたち。海、山、川の豊富な食
材と環境をいかしてビジネスチャンスをつか
む農業企業家。少子高齢化や所得の地域格差
はありますが、データから見る秋田には、こん
なポジティブな姿が浮かんできます。全国47
都道府県で比較した、私たちの大好きな秋田
を紹介します。

写真提供 ： 農家民宿「星雪館」　
秋田花まるっ グリーンツーリズム推進協議会

写真提供 ： 栗駒フーズ

写真提供 ： 市民風車の会

昭和・平成

必要事項をご記入の上個人情報保護シールを記入欄の上に貼りご投函ください。


