
　　参加予定企業（58社）／秋田印刷製本㈱、㈱住建トレーディング、㈱瀧神巧業、㈱オールフロンティア、㈱三栄機
械、㈱ヤマダフーズ、㈱五洋電子、山二システムサービス㈱、㈱マルシメ、（福）相和会、㈱えがお、オリジナル設計㈱東日本支

店秋田事務所、昭和化学工業㈱、㈲カントリーガーデン、ヨコウン㈱、㈱タカヤナギ、㈱シグマソリューションズ、㈱
UNIWORX、㈱アイ・クリエイト、日立オートモティブシステムズ㈱、（福）秋田けやき会、秋田指月㈱、秋田協同印刷㈱、㈱ロイヤルパ

ソコンシステム、秋田工営㈱、㈱ファストコム、㈱三協運輸、㈱テクノス秋田、由利工業㈱、㈱ドリームリンク、㈱Birth47、インスペック㈱、㈱エス・エフ・
ティー、公立大学法人国際教養大学、秋田活版印刷㈱、㈱秋田ルミナ、㈱秋田銀行、センコン物流㈱秋田営業所、㈱池田グループ、秋田精工㈱、二ツ井パネ
ル㈱、㈱ファーマックス、秋田ノーザンハピネッツ㈱、住友不動産㈱、㈱Ｖ・Ｔエナジーマネジメント、能代運輸㈱、㈱オールホンダ大曲、㈱渡敬グループ、イン
ターフェイス㈱、住鉱テック㈱、ＪＵＫＩ産機テクノロジー㈱、猿田興業㈱、秋田製錬㈱、㈱三共グループ、本荘電気工業㈱、㈱ジェイテクトIT 開発センター秋
田、秋田基準寝具㈱、三菱マテリアル電子化成㈱　（順不同）

Aターンフェアを開催しますAターンフェアを開催します
ご夫婦やお子様連れ歓迎！

秋田の企業が集結！ 参加無料・服装自由

参加企業の募集職種は
ホームページで公開中！

Aターンフェアin東京
■日時：平成 30 年７月 29 日（日）11：30 ～ 16：40
■場所：浅草橋ヒューリックホール（JR 浅草橋駅西口より徒歩１分）
■対象：Ａターン希望者（社会人及び学生）7/29

2018
A-turn Fair

in Tokyo

8/12
2018

A-turn Fair

in Akita

＜内容＞
・企業ブース　　　　　　Ａターン者の採用に積極的な県内企業がブースを設け、会社説明や個別面談を行います
・市町村移住相談ブース　県内に移住する場合の仕事・住居など様々な情報を提供します
・業界研究ブース　　　　就活を始める前にいろんな業界を研究したい方にオススメです
・各種相談コーナー　　　Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、ハローワーク相談、インターンシップ相談
　　　　　　　　　　　　（※ハローワーク相談は秋田会場のみ）
・職業適性診断コーナー　パソコンであなたの職業適性を調べてみませんか？
・セミナー　　　　　　　Ａターンに役立つセミナーを開催
・パンフレットコーナー　県内企業やAターン関連のパンフレットが一度に集められます
・求人情報コーナー　　　フェア参加企業の求人票及び全県の求人一覧を設置します

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

　　　　　　参加予定企業（47社）／パワーテックテクノロジー秋田㈱、（福）ファミリーケアサービス、ニプロファーマ㈱大館工
場、㈱ホクエツ秋田、㈱トクミツ建築企画、㈲熊谷機械設計、㈱エスツー、ＡＬＳＯＫ秋田㈱、ユナイテッド計画㈱、㈱タニタ秋田、㈱エイジェック、アイ・エム・
サービス㈱、㈱トラパンツ、鴻池メディカル㈱秋田営業所、秋田土建㈱、大洋ビル管理㈱、㈱松美造園建設工業、大森建設㈱、三国商事株㈱、㈲道儀商店、㈱
日本ハウスホールディングス秋田支店、秋田エプソン㈱、㈱プレステージ・インターナショナル、㈱伊徳、リコー ITソリューションズ㈱、㈱ウェブインパクト、
TDK㈱、エコシステム秋田㈱、東邦技術㈱、㈱アイネックス、㈱日情秋田システムズ、秋田県商工会連合会、㈱秋田平野製作所、（福）横手福祉会、㈱秋田住宅
流通センター、（医）正和会、比内時計工業㈱、㈱プライムアシスタンス、㈱グランドパレス川端、リネシス㈱、秋田製錬㈱、㈱三共グループ、本荘電気工業㈱、㈱
ジェイテクトIT 開発センター秋田、秋田基準寝具㈱、三菱マテリアル電子化成㈱　（順不同）

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～
■日時：平成 30 年 8 月 12 日（日）11：3０～ 15：00
■場所：アトリオン　イベント広場（地下 1 階）
■対象：秋田県内で就職を希望する全ての方、またはそのご家族、知人
　　　　※県内・県外・一般・学生・生徒問いません

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

秋田出身でUターン希望の方も、
Iターン希望の方も、みんな秋田に
来てくださいとの願いを込め、
オールターン（All Turn）の“A”と
秋田（Akita）の“A”をかけ

『Aターン』と総称しています。
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秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！

あきたごえん 検 索

インターンシップの動画は こっちゃけ 検 索

あきた日和

■ Aターンフェアはこう活用しよう！ 
　Aターンフェア活用法
■ Aターン者の声
■ 企業の魅力を
　　　　教えてください！
■ Aターンフェアを開催します 
　 7月29日 東京
　 8月12日 秋田

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

平成30年度
Aターンフェア
スケジュール

INFORMATION OF 
A-TURN

Ａターンフェアin仙台

Ａターンフェアin東京

Ａターンフェアin秋田

Ａターンフェアin東京

TKPガーデンシティ仙台

浅草橋ヒューリックホール

秋田拠点センターアルヴェ

浅草橋ヒューリックホール

50社

55社

40社

55社

 2018 / 2019
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参加企業
（予定）

Aターンフェアでは企業、市町村、業界研究の各ブースのほか、各種セミナーを計画しています
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昨年度は703名の方が来場されました。
来場された方は、それぞれ複数のブースを訪問されていました。また、
多数のご夫婦・ご家族連れの方が一緒にブースを訪問されていました。

Aターンフェアはこう活用しよう！ Aターン者の声

Aターンフェア活用法Aターンフェア活用法 Ａターンするまでに苦労したことや、Ａターン後に困ったことは何ですか？Q
就職先。やはり、一番に考えることだと思
う。職種や給与など、言い出せばきりがな
いが、ここの折り合いがつけば、伴ってほ
かは何とでもなるような気もする。自分の
場合は、本当に幸運なめぐり合わせがあ
り、トントン拍子でＡターンが決まった。

30代・男性

妻の理解（関東出身なので、雪国暮らし
や環境の変化、友人知り合いがいないこ
となど、誰しも不安になることだと思う
が、やはり決心してもらうまでは時間がか
かった。）　　　　　　　　  30代・男性

在職中の就職活動だったので、職場に秘
密裏に行動するのに苦労した。

30代・男性

情報収集が大変でした。Ａターン後は、車
がないと生活にいろいろ制限が出るなと
感じました。　　　　　　　30代・女性

A

好きな街で、好きな仕事に就けたので、ス
トレスがなくなりました。　　30代・男性

両親の住んでいる場所が近くなり、家族
と食事する機会が多くなった。都市部に
比べて周辺地域の騒音が少なくなった
為、日常生活が改善された。　

30代・男性

電車の本数が少ないので車移動が多く
なった。夜中に出掛ける事がほとんど無く
なった。　　　　　　　　　30代・男性

仕事が毎日定時で終了できるため、自分
のための時間を確保し、一定の生活リズ
ムを構築できるようになった。

20代・男性

通勤時間が短くなり、仕事以外の自分の
時間が多くなった。今は資格取得のため
の勉強をしています。また、車通勤になり、
歩く機会が減ったので、体重が増えてし
まいました。　　　　　　　 30代・女性

A
Q Ａターンして、暮らしはＡターン前と、どう変わりましたか？

「やりたい事が秋田にあるのか？」「実現
したい生活が秋田にあるのか？」以上２
点がクリアできるのならＡターンすれば
良い。住居については「仕事」「買い物」

「通学」「公共交通」あらゆる面を検討して
決定した方が良い。道路状況が良いとは
言えないので。　　　　　　40代・男性

東京にいると気付けないことや、自分が
やらなくても何とかなるな…と思えること
が、秋田では大きな意味を持っていたり、
たくさんの人の力になることができます。
また、皆人柄が良く、都会に疲れていた自
分にとってはものすごく過ごしやすいなと
思える環境です。同じような人がいたら、
ぜひ一度住んでみてほしいです。

30代・男性

案ずるより、産むが易し。何事もそうだ
が、本当に望むなら、やはり行動すること
かと思う。行動する前に“タラレバ”で二の
足を踏むのは、気持ちがその程度かな。と
も思う。でも、自分が、うまく回り始めたが
故の結果論かな。実際、大学時代からす
でに確立されたライフスタイルの中で、家
族がいて、仕事があって、何十年も離れた
街に戻って再スタートするというのはそ
れなりのモチベーションが必要なのかも。

30代・男性

交通費の助成制度は必ず利用すべし。給
料が安すぎるのは論外だが、給料よりも
自分が秋田に戻って何に貢献したいかに
重きを置いた方がいい。　　 30代・男性

職歴にもよると思いますが希望職種でな
かなか採用されない場合、一旦こだわり
を捨てて自分にできそうな職種を探して
みるのも一つの手です。私もそうして今の
会社に就職できました。また、Ａターンが
決まった後「秋田移住定住総合支援セン
ター」に登録しておけば、Ａターン後様々
な支援が受けられるのでお得ですよ。

30代・女性

A
Q これからＡターンする方へ、Ａターンした立場でアドバイスを一言お願いします。

地元に帰ってきて、家族と一緒にいる時
間が長くなった。　　　　　 30代・男性

規則正しい生活ができるようになった。
家族と過ごす時間が増えた。気持ちにゆ
とりができた。旧友との再会。海、山、川が
近い。食べ物がおいしい。四季がある。

30代・男性

あちこちの温泉に行く回数が増えた。同
級生との飲み会に行くようになった。地
元に帰ってきたんだという安心感を得ら
れた。　　　　　　　　　   30代・男性

元々好きだった秋田の人々に関わる仕事
ができている点、また、秋田の人達の温か
さに助けられている所　　　30代・男性

実家で生活できているため、Ａターン前
の悩みであった金銭的な部分が解消さ
れている。また、スラックラインというス
ポーツのインストラクターであることを利
用して、毎週末、矢島町で体験会を開催
することができるようになった。（参考  
http://yashima-slacklines.com/）

20代・男性

A
Q Ａターンして良かった点は？

for来場者

気になったブースはとにかくのぞいてみましょう。テーマパークを廻
るイメージで、最初に目的のブース、次に人気ブースを廻り、残った
時間で気になるブース・知らなかった企業ブースを廻るのがオススメ
です。

1. まずは積極的にブースを訪問しよう。

Ａターンフェアには企業ブースの他、市町村ブース（様々な助成制度について
聞くことができます）、業界研究ブース（秋田県の業界全体の状況を聞くことが
できます）、各種相談コーナー（Ａターン就職相談・移住相談・インターンシップ相
談・学生就職相談・ハローワーク相談や仕事の探し方など、様々な相談ができます）、
職業適性診断（キャリアコンサルタントがわかりやすく解説します）等できることは様々。
何を聞きたいかある程度イメージして来場すると聞き逃しを防止できます。

2. 前もって聞きたいことを考えておこう。

多数の企業情報を一度に集められるＡターンフェア。Ａターン者を積極的に採用している企業のＡターン求人票や、県
内Ａターン求人、その他出展していない企業のパンフレットも多数ご用意しています。

3. 企業情報をトコトン集めよう。

あなたは秋田の企業をどれくらい知っていますか？秋田には魅力的な企業がたくさんあります。
企業から声がかかったら、とにかく話を聞いて見てください。
その他、当日配布する資料には、出展ブースの「求人票には載ってない」魅力が満載。帰ってからもじっくりと企業研
究ができます。

4. 知らなかった企業を発掘しよう。

百聞は一見にしかず。実際企業担当者と会ってみて話すと、自分の考えが企業風土に向いているかが見つかるかもしれ
ません。どんどん質問してみましょう。

5. その企業で働いている人の雰囲気を掴もう。

Ａターン者アンケートより



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

株式会社 ジェイテクトIT開発センター秋田

【（株）ジェイテクト：トヨタグループ主要13社の1社】
自動車の「曲がる」「止まる」を担う、重要な機能部品
（電動パワーステアリング）の「世界シェアNo.1」を

誇ります。

● 事業内容
自動運転社会実現に向けた、次世代自動車向けステアリ
ングシステム、およびドライブライン製品・システムに
おけるソフトウェアの受託開発・組込みソフトウェアの
開発（設計～評価）・コントローラの仕様（ソフトウェ
ア）の策定・機能安全設計（ISO26262など）

● 会社紹介
開発する電動パワーステアリングは世界シェアNo.1を
誇る、ジェイテクトのコア技術開発業務を担う、ソフト
ウェア開発「上流工程」の重要拠点として2017/11に
新設。年間休日121日。親会社であるジェイテクトと同
様の、技術教育講座、階層別教育等、充実の研修制度を
整えています。異業種からジョブチェンジされたエンジ
ニアも多数活躍しており、若い企業であるため、社員全
員で会社を創り上げようという意識が高いです。

● こんな方を求めています
製品全体の制御仕様の策定、システム設計、制御モデル
の構築、MATLAB/Simulinkを用いたモデルベース開発
経験者も大歓迎です。また異業種からのジョブチェンジ
も応援いたします。

株式会社 ジェイテクトIT開発センター秋田
〒010－0001　秋田市中通4丁目2－7
日本生命秋田中央通ビル3F
https://www.jtekt-ita.com/

ふるさと秋田で、世界最先端の技術を駆使した仕事に従事でき、
うれしいかぎりです。近い将来、「この車のステアリングのソ
フトは、自分達が作ったんだ」と胸を張って言えるように日々
頑張っております。そして、この頑張りが秋田の発展につなが
るものと信じております。
また、職場の雰囲気もたいへん満足しております。個性ある社
員の集まりですが、それぞれの経験を活かしつつ、率直に意見
を交換できる風通しの良い雰囲気です。
この会社に入社できて本当に良かったと思います。

開発課　高橋　征彦

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
株式会社 むつみワールド

『毎日、笑顔で街づくり』
当社の一番の商品は社員、
「あなた」のことです。

● 事業内容
新築住宅建築、空き家などの中古住宅販売、リフォー
ム、賃貸仲介、管理など、すべてが地域の価値向上につ
ながる仕事をしています！

● 会社紹介
当社は社員が皆、唯一無二の魅力を持っており、そんな
社員のことを応援できる会社です！そしてむつみワール
ドが”いいお仕事”を続けられるのは社員それぞれが持つ
『大好き』な気持ちや地域に対する真摯で純粋なエネル
ギーを生かしているからです。
社内のあたたかい雰囲気、それをつくる一人一人の社員
が当社の魅力であり一番の強みです。また、餅つき、大
工教室、むつみサンタ、感謝祭etc…、社外にも広く繋
がりのある様々なイベントがあるのも特徴です！
あなたも、わたしたちと一緒に未来の秋田を創る仕事を
しませんか？

● こんな方を求めています
「秋田の未来を真剣に考えている」「自分だけの強みや
個性を持っている」「社会に役立ちたい」、そんな人材
を当社では求めています。また社員が人生を通じて達成
したい目標や感性なども重視しています。

株式会社 むつみワールド
〒010－0973　秋田市八橋本町三丁目18－33
http://www.mutumi-w.co.jp/

東京で就職活動をしていましたが、秋田に戻りたい気持ちが強
く地元就職を決意。高価格・高価値な買い物をお手伝いする仕
事にやりがいを感じ入社しました。創業50年と非常に歴史のあ
る会社で、お客様の“住まい”に関して、部門が連携しながらワ
ンストップサービスを提供できることが強みです。
また、歴史ある会社ですが堅い雰囲気はありません。社員の平
均年齢も若く先輩、後輩関係なく気さくに会話がはずむような
会社です。どんな社員がいるかはぜひホームページのブログを
ご覧いただきたいです！

不動産流通事業部　千葉　大輝

KocchAke!

＜ 秋田市 ＞
株式会社 See Visions

デザインとアイディアで、笑顔をつくる。
私たちに関わる全てのモノを、

ポジティブにする。

● 事業内容
グラフィックデザイン、ウェブデザイン、建物のリノ
ベーション、店舗デザイン、書籍の発行・編集、イベン
トの企画・運営

● 会社紹介
弊社は幅広い分野の事業をおこなっており、ホームペー
ジ制作から店舗デザインまで、デザインにおけるトータ
ルプロデュースが可能です。また、秋田の住まいにス
ポットをあてた「住宅情報誌JUU」は、編集から発行
までを自社で手掛けており、関連するウェブページの運
用や家づくりEXPOの実施など、すべてのセクションで
連携しながら取り組んでいます。また近年では、トーク
イベントやマルシェの企画・運営など、地域住民の方と
の交流の場を積極的に作り、地域に根ざしたデザイン事
務所を目指しています。

● こんな方を求めています
想像力や行動力のある方。
一緒に面白いことをしたいと思う、意欲的な方。

株式会社 See Visions
〒010－0011 秋田市南通亀の町4－15 ヤマキウビル
http://www.see-visions.com

シービジョンズには私が所属するリノベーション設計部門の他
にも、グラフィック、ウェブ、編集、イベント、と様々な分野
のデザイナーがおり、日々他業種からも刺激を受けられる、意
欲的で楽しい職場となっています。帰郷してからもこうした刺
激的な職場で仕事ができる事をうれしく思っています。また、
姉妹会社ではバルやカフェを経営しており、スタッフも利用し
やすい環境が整っています。私もよく利用しており、公私とも
に在京時より充実した生活を送っています。

リノベーション設計部門　小野　琢也

＜ 秋田市 ＞
藤村機器株式会社 秋田営業所

工事店様経由で商品販売となりますが、設置いただいた
商品への高評価が次の商売に繋がっていきます。

人と人とのつながりからなる信頼が生まれ、
より強固なものとなっていきます。

● 事業内容
東北地域全体を視野に入れた管工機材卸売・各種住宅設
備品・空調設備機器・衛生設備機器・上下水道資材の専
門商社です。

● 会社紹介
当社では、30年以上勤務が13名、20年以上30年未満
の勤務が25名で勤続３年以内の離職率が０％、平均勤
続年数が18.5年と長く働きやすい会社です。安定した
雇用条件と健康保険・厚生年金・労働保険（雇用労
災）・退職金・確定拠出年金（DC）・財形貯蓄・従業
員持株制度・永年勤続表彰・海外研修旅行制度など充実
した福利厚生で、働きやすい環境になっております。

● こんな方を求めています
自分なりの考えを持ち、かつ自分自身に負けない前向き
な気持ちと活力を持ち合わせ、進化を楽しめる人。

藤村機器株式会社　秋田営業所
〒010－1633　秋田市新屋鳥木町1－131
http://www.fmkk.co.jp/

地元企業で働きたい、という気持ちが強く、健全な財務内容・
自由闊達な社風に惹かれました。見積物件（商品）を受注した
時、特に競合他社がいる中での当社受注が決まった時は本当に
うれしいです。また、当社よりも同業他社のシェアが高いお客
様からの注文を頂いた時も達成感があり、注文をもらえる様に
なるまでの自分の姿を認めてもらえたような気がします。

秋田営業所　営業部　北山　智幸

KocchAke!

＜ 秋田市 ＞

気になる企業が見つかったら、Ａターン求人情報やＨＰ内
「企業ＰＲコーナー」をチェックしよう。Ａターンフェアに出展
する企業も多数掲載。直接担当者と話をしてみませんか？



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

株式会社 トクミツ建築企画

建設業でも仕事と家庭の両立を！

● 事業内容
・各種施工図の作成
・設計・設計協力
・工事監理・現場派遣

● 会社紹介
施工図の作図を主業務として、設計から工事監理まで幅
広い業務を請け負っています。社員は30代が中心と
なっており、日増しに世代交代が進んでいる活気ある職
場です。また、資格の取得や子育てへのバックアップ体
制も整っており、何よりも「個人の家庭」を大切に考え
る社風があります。“忙しい”というイメージのある建設
業において、家庭と仕事を両立したいと考えている方に
はぴったりな職場です。

● こんな方を求めています
新旧の技術の吸収に意欲的な方、疑問を持ったことに対
してとことん追求できる探求心のある方、そして何より
「建築が好きな方」は大歓迎です！ 

株式会社 トクミツ建築企画
〒010－0973　秋田市八橋本町六丁目11－14
http://www.tokumitsu-arch.co.jp/

前職では建築の細部まで考える事が少なく、それを指導しても
らえる先輩にも恵まれませんでしたが、当社に入社し経験豊富
な先輩方から指導をしてもらったり自分から調べたりと、建築
というものを多方面から考えられるようになりました。会社か
らスキルアップへの後押しもあり、一級建築士試験にも合格す
ることができました。また、就労時間や福利厚生もしっかり
整っており、公私ともに充実していると感じられるようになり
ました。

熊谷　天志

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
秋田製錬株式会社

モノづくりは人づくり、
自律自走の社風で地域社会に

貢献します。

● 事業内容
日本一の生産量と世界一の品質で車のボディ等様々な所
で鉄等の金属をサビから守る性質をもつ亜鉛を生産して
います。

● 会社紹介
当社は、労働局の制度の一環であり労働環境等を評価さ
れるユースエールを県内第１号として認定されました。
また、厚生労働省のグッドキャリア企業アワード2017
にて従業員のキャリア支援の取り組みを評価いただき、
人材育成統括官賞となるイノベーション賞を受賞するな
ど、従業員を支援する取組に力を入れております。
全国に比べても低い離職率は秋田製錬㈱の特徴でもあり
ます。入社時の経験や知識は必要とせず、入社してから
の教育を大切にし、自律自走をモットーに1人ひとりが
自ら考え行動する事を会社として支援する様々な制度が
あります。

● こんな方を求めています
お迎えしたい方は、多様な人と協力し、共通の目標を達
成しようとする協調力の高い方。好奇心と遊び心があ
り、謙虚に沢山の人の意見を求める事ができる方はぴっ
たりです。

秋田製錬株式会社
〒011－8555　秋田市飯島字古道下川端217－9

入社当時は世界でも有数の安定した企業に入社できた事に喜び
を感じましたが、製造業を通して機械を触りモノ造りをする楽
しさや様々な人材育成の取組みに参加する事で達成感や成長を
感じる事ができるようになりました。また、自分の価値観を理
解して貰い適材適所にローテーションをして貰えた事で更なる
モチベーションアップに繋がりました。少し現実的な話にもな
りますが、賞与も沢山あるので安心して働けて嬉しいです！

生産管理部　伊藤　健輔

PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
パワーテックテクノロジー秋田株式会社

先端技術で秋田から
世界を変える技術革新を提供！ 

● 事業内容
半導体製品先端・特殊パッケージの設計・開発、製造、
販売などの半導体製造後工程サービス

● 会社紹介
2017年にパワーテックテクノロジー秋田へ社名変更
し、新しく生まれ変わりました。半導体後工程サービス
において業界をリードするパワーテックテクノロジーグ
ループの一員として、世界に通用する製品を高度な組み
立て技術をもって実現しています。ここには秋田の地で
働きながら世界レベルの仕事ができる環境があります。
進化するIoTを支える製品から、日進月歩で技術開発が
進む車載用製品まで、パワーテックテクノロジーグルー
プのサービスは時代をリードし、さらなる発展を続けて
いきます。確かな技術と信頼性高い製造ラインを持つ当
社で一緒に未来を創っていきましょう。

● こんな方を求めています
エンジニアや設計・開発者には、新しいことに挑戦し続
けることが求められます。自ら高い目標を設定し、もの
ごとに果敢に取り組むチャレンジ精神を持った方を求め
ています。

パワーテックテクノロジー秋田株式会社
〒010－1222　秋田市雄和石田字山田89番地２
http://www.pti-akita.com/ptiweb/jp/

私の仕事はひとつの課題に対し答えがひとつではなく、これ
だ！という明確な答えがある訳ではありません。
アイディアを出し、実行と評価に多くの時間を要し、生産に影
響がないよう計画的に作業することも重要です。
そして、ベストな状態にするための方法をメンバーで協力して
見つけ出すという面白さがあります。
自分の提案で効果を上げた時は嬉しく、特に製造現場の方から
自分の仕事に「ありがとう」と言ってくださることに喜びを感
じています。

Assembly Process Department　宮崎　雄介

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
株式会社 フィデア情報システムズ

社員が明るく健康で
安心して働ける会社です。

● 事業内容
地方公共団体向けシステム開発・運用を主として、金融
機関向け・アウトソーシング業務・民間企業向け業務・
医療福祉業務等

● 会社紹介
一部上場フィデアホールディングス100％子会社で北都
銀行グループ
厚労省認定「安全衛生優良企業」「ユースエール企業」
「若者応援宣言企業」「技術者研修実施企業」です。
新人から管理職まで社内外研修充実しＩＴスキルポイン
ト実施中
福利厚生面では「敷地内全面禁煙」「完全週休二日制」
「定時退社日設定」「連続・ワークライフバランス休暇
制度」「プレミアムフライデー」「スーパークール・
ウォームビズ」等々充実してます。

● こんな方を求めています
第一印象として「笑顔と清潔感」に溢れている事と自己
表現が出来て何事にもチャレンジ精神旺盛で、夢があり
発展性のある事を重視しています。

株式会社 フィデア情報システムズ
〒010－0951　秋田市山王3丁目4番23号
http://www.fisys.jp/

2015年11月にＡターンで当社に入社する以前は地元から離
れ、主に関東圏で仕事をしておりました。当社にはＡターン登
録していた際にお声がけ頂き、入社致しました。偶々ですが中
学校の同級生がおり、お互いに良い刺激を受けて仕事していま
す。また、自治体がお客様として多い為、システム開発を通じ
た地元貢献を実感しております。県外の職場経験を活かす事が
出来るのでＡターンで一緒に地元を活性化させていきたいです
ね。

システム開発部　課長代理　田口　寛

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

株式会社 エイジェック

『人材の総合プロデュース企業』として
仕事・雇用・教育に関わる事業に

幅広く取り組んでいます。

● 事業内容
アウトソーシング事業
（製造・建設・オフィスワーク・人材紹介・再就職支
援・専門事業　等）

● 会社紹介
エイジェックは全国1,000以上のお取引先(大手優良企
業・官公庁・大学・研究開発機関等)の業務を一部代行
している会社です。現在、15,000名以上の社員が多種
多様なフィールドで活躍しております。また、入社後に
社員が経験とキャリアを積み重ね、資格取得に挑戦して
頂ける様、『エイジェック能力開発センター（秋田県認
定職業訓練コース）』を開設し、キャリアチェンジ・
キャリアアップできる環境をご用意しております。

● こんな方を求めています
地元秋田県での『ものづくり』や『雇用創出』・『社員
育成』で地域貢献したい方。
あらゆることに興味を持ってチャレンジできる方。

株式会社 エイジェック
〒010－0001　秋田市中通2－4－19
商工中金・第一生命秋田ビル9F
https://www.agekke.co.jp/

エイジェックではさまざまな職種や業界で仕事をすることがで
きます。一つに固執せず、自分の可能性にチャレンジできると
ころを魅力に感じ入社を決めました。
また、エイジェックは全国に拠点がある為、自分のライフプラ
ンをサポートしてくれます。私自身、一度は関東で就職致しま
したが、地元秋田で仕事がしたいと思い、現在秋田で充実した
日々を過ごしています。
今後は教育制度を利用し、資格取得にも挑戦していく予定で
す。

秋田雇用開発センター　川尻　和佳

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
株式会社 住建トレーディング

総合建設業として、
お客様の満足と信頼を大切にし、

地域社会に貢献します。

● 事業内容
総合建設業
公共施設、民間住宅等の建築工事及び道路、下水等の土
木工事

● 会社紹介
・公共工事・民間工事、建築工事・土木工事、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。
・現場で一人ひとりが、強い責任と情熱をもって仕事に
取り組んでいます。
・資格取得を会社がバックアップします。

● こんな方を求めています
住建トレーディングでは、明るく情熱を持った人を募集
しています。

株式会社 住建トレーディング
〒010－0029 　秋田市楢山川口境7－19
http//www.sumiken-t.co.jp

・資格取得がしやすい環境が整った職場
　建設業に従事している以上、必要な資格が必須となっていま
す。当社は必要な資格取得に向け、金銭的・時間的に最大限
のバックアップをしてくれます。
・福利厚生が充実
　研修旅行や社員・協力業者との親睦会が多くあります。社員
間等のコミュニケーションに役立ち、働きやすい職場です。

土木部　太田　源

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
秋田住友ベーク株式会社

日本で初めてプラスチックを製造した
住友ベークライト株式会社の

子会社です！

● 事業内容
プラスチック製品の製造・開発・研究
・医療機器の製造、輸入、開発、研究等
・バイオ関連製品の製造
・フェノール樹脂、合板用接着剤の製造

● 会社紹介
チームワークや社内外の連携を重視し、誠実に仕事に取
り組む人材が揃っています。
社内教育機関「SBスクール」では、各階層毎の集合教
育や専門スキルを学ぶ場を設け、社員が継続的に、か
つ、意欲的に成長できる環境を整えています。

● こんな方を求めています
「自分の力を生かして、社会に貢献したい。」
少しでもそんな想いがあるならば、世界を変えていくこ
とが出来ます。
私達と一緒に未来を創っていきませんか。皆さんの想い
を心から待っています。

秋田住友ベーク株式会社
〒010－8510 秋田市土崎港相染町字中島下27－4
http://www.sumibe.co.jp/

自分で考えたものが実物になるという「ものづくり」の楽しさ
と喜びを体感することができる仕事です。
今まで「ものづくり」に関わることがなかったため、知識は皆
無でしたが、先輩や上司が、ひとつずつ丁寧に教育してくださ
るので、安心して仕事をすることができています。
また、当社は福利厚生が整っているため、充実したプライベー
トの時間を送ることができています。

ヘルスケア研究所 メディカル研究開発部
佐々木　雄斗

KocchAke!

＜ 秋田市 ＞
株式会社 松美造園建設工業

家と庭をトータルコーディネート
できる県内随一の会社です。

● 事業内容
一般木造住宅の新築工事等に伴う設計・施工管理
一般住宅の造園・外構工事、土木工事等
土地販売・仲介業務、不動産管理業務

● 会社紹介
創業以来50年間、秋田の気候風土に適した快適な省エ
ネ住宅の開発に取組続け、県内初の『次世代省エネ基準
適合住宅評定』を取得した独自の『ＧＭシステム』の開
発をはじめ、今年度は14帖の家庭用エアコン１台で１
年中快適な室内環境を創りあげたエコモデルハウス『エ
アシス』や、無落融雪システムを搭載した３階建てモデ
ルハウスの開発など、常に新たな技術開発に取組続ける
企業集団です。

● こんな方を求めています
行動力があり新しい商品に対して積極的に勉強し、自社
商品開発への提案等発想が豊かで明るい人。

株式会社 松美造園建設工業
〒010－0023　秋田市楢山本町2-3
http://www.matsuminoie.com

お施主様や協力業者さんとの交流イベントを多く企画し、人と
人との繋がりをとても大切にしている温もりあふれる会社なの
で、沢山の笑顔に触れることができます。また、面白い発想が
次々と出てくる楽しい雰囲気の中で、企画運営力を磨く事がで
き、フットワークの軽さも身に付けることができました。諸先
輩方も明るく優しい方ばかりで、時には厳しく時には楽しく仕
事に取り組むことができる環境です。

お客様サービス室　髙　唯

PRコーナー

＜ 秋田市 ＞

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

本荘電気工業株式会社

電気施工管理士の
プロフェショナル集団企業です。
完工高で県内トップクラスです。

● 事業内容
公共工事を中心に電気設備工事の施工管理

● 会社紹介
当社では公共工事を中心にオフィスビルや学校、トンネ
ル、ソーラー発電所など電気設備工事を中心に、電気通
信工事、機械器具設置工事、消防設備の施工管理及び施
工をしております。当社では業務に活かすため、社員の
資格取得に全力で応援します。電気工事士１種、電気施
工管理１級、２級取得に関しては初回に関しては全額会
社で補助します。１年間の変形勤務体制であるが、年間
休日122日あります。

● こんな方を求めています
協調性があり、コミュニケーション能力及び資格取得に
意欲のある人を求めています。

本荘電気工業株式会社
〒010－0973　秋田市八橋本町３丁目３－３
http://hecic.co.jp/

前職は転勤がつきもので、拠点がアパートでした。現在は実家
を拠点に活動できているので休日は地元の人たちとの交流や、
家事の手伝いができるので充実しています。また秋田県で仕事
をすることで地元地域とのつながりが増え、自分が関わった物
件や業者の方との関係がより密に感じます。仕事を終えた後の
満足感も前職より増しています。
完成した時の達成感を味わえることが前職との大きな違いで
す。

大仙営業所　工事部　藤村　将太

KocchAke!PRコーナー

＜ 秋田市 ＞
株式会社 RBadvance

Beauty for Life
全ての人々と美しく生きる喜びを共有する

● 事業内容
美容室、まつ毛エクステ店の運営
訪問美容の運営
FC事業展開

● 会社紹介
4つの価値観“誠実さ”“情熱”“向上心”“チームワーク”をス
タッフ1人1人が心に持ち、お客様及びスタッフの日々
の生活を楽しく生活する環境をつくっています。
技術者として、沢山のお客様に喜ばれる存在になるカリ
キュラムや、地域の方に必要とされる店舗としての責任
者の育成を行っています。

● こんな方を求めています
美容業が好きで、今後のvision（1年後、5年後、10年
後…）を持っている方。
今まで培った技術、ノウハウを高く評価して欲しい方。
共に秋田の美容業界の発展に協力して頂ける方。

株式会社 RBadvance
〒010－0001　秋田市中通1－3－24
http://rb-advance.co.jp/

帰郷して9年目、入社の決め手となったのが、教育カリキュラ
ム、自分の夢を後押ししてくれる独立支援制度など、自分に
とって凄く魅力的でした。社長の想いである「美容師の待遇を
もっとよくしていきたい」という想いは現場スタッフが1番感
じられているのではないかと思います。一言で言えば「社員想
いの会社」です。社員一人一人の頑張りをしっかり評価してく
れます。社員がより良くなるように、店舗を利用して頂いてい
るお客様、会社に携わっている皆様が幸せになるようもっと盛
り上がるように頑張っていきたいです。

秋田市エリアマネージャー　佐藤　翔平

KocchAke!

＜ 秋田市 ＞
有限会社 コリウス

人や社会の役に立ち、
介護でしか味わえない感動があります！

● 事業内容
○デイサービス（日帰りの介護サービス）
○ショートステイ（短期間の宿泊サービス）
○居宅介護支援（ケアマネジャーによるケアプラン作成）

● 会社紹介
○介護とは「高齢者の【夢】を叶える仕事」です。
当社では未経験の方でも積極的に採用し、これからの社
会を支えてくれる人材を育てたいと考えております。
外部研修への参加や資格取得支援の他、大手スポーツジ
ムと契約し、自由に通うことが出来る環境を整える等、
職員の健康促進にも力を入れております。
また、年金財政の悪化や職員の定年後の生活を考慮し、
職員が長期的に安心して働ける環境を整備するために退
職金制度の他、高年齢者や退職自衛官の雇用促進にも取
り組んでおります。

● こんな方を求めています
私たちが求める仲間は、「思いやりのある優しい人」
「人の話に耳を傾けることが出来る人」「ちょっとした
気遣いが出来る人」です。少しでも介護に興味を持った
方は天職になるかもしれません。

有限会社 コリウス
〒010－1423　秋田市仁井田字大野174－3
https://www.e-caretown.com/05/korius/index.html

介護未経験で入社しました。初めは不安な気持ちもありました
が、介護はチームで取り組むことだと知り、周囲からのフォ
ローやアドバイスをしてもらえる環境をうれしく感じていま
す。利用者様から教えてもらうことも多く、人として成長を実
感しています。
介護は責任のある仕事ですが、「誰かを支えている充実感」や
「他者から必要とされている喜び」を感じることができるとて
もやりがいのある仕事です。

ショートステイ千乃恵　高橋　ひとみ

＜ 秋田市 ＞
秋田エプソン株式会社

お客様の期待を超えるモノづくりの
技術・技能・管理を極める
『最強のモノづくり集団』

● 事業内容
・プリンタヘッド部品の製造
・ウエアラブル機器・部品の製造
・超精密部品・金型治工具の製造加工

● 会社紹介
○秋田エプソンの魅力は、多くの部門が協力して、一つ一つの
製品をつくるという社員同士の総合力だと思います。モノづ
くりへの熱い想いを持って活躍、成長できる会社です。
○アットホームで人と人とが近いところが魅力です。チームで
問題や課題を解決していく機会が多いです。初めて話す人で
も親身に相談に乗ってくれます。3日としないうちに、昔か
らの知っているような感覚になるほどですので、チームに馴
染めないなんてことも心配無用です。
○自身の努力・成果が評価され、昇給・賞与に反映されます。
○研修では受入れ教育を始め、階層別教育や他親会社の多様な
研修も受講可能で、外部研修も受講可能です。また、個人の
スキルアップにも力を入れており、自己啓発援助制度もあり
ます。
○フレックス休暇制度があり、1時間単位で休みを取得できる
ため、プライベートやちょっとした用事に有効に使用するこ
とができます。
○部活動や同好会、全社員でのイベントなどコミュニケーショ
ンを図れる場が沢山あり、それが仕事に活きています。（そ
の他福利厚生あり）

※会社概要の詳細についてはHPをご覧ください

● こんな方を求めています
技術者として、経験及び知識を保有している方。
自ら考え（創造）、自ら行動（挑戦）できる方。
失敗を恐れず、果敢にチャレンジできる方。
原理・原則に基づいて考えることができる方。
最後までやり抜く熱意のある方。
秋田をモノづくりで元気にしたい方！

秋田エプソン株式会社
〒012－0801　湯沢市岩崎字壇ノ上1番地
www.epson.jp/company/akitaepson/

Mさん：社歴や年齢に関係なくステップアップの機会があり、福利厚生
や労務管理がしっかりとしており安心して仕事に取り組めることが出
来ます。会社の上司、同僚などと人に支えられることが多いです。仕事
はお互い支え合うこと。私もサポートできればと思います。
Oさん：従業員に優しい会社だと感じました。事業所のいたるところに
ウォーターサーバーがあり、トイレの前には手荷物を置くスペースなど
が用意されており、従業員への配慮に驚かされました。また、小さな会
社ですが、敷地を増設し入り組んでいるため、慣れるまで大変でした。
ただ、表示がしっかりされているため、すぐに慣れました。事業所間が
廊下で繋がっているため、外に出る必要がなく、ストレスフリーです。

KocchAke!PRコーナー

＜ 湯沢市 ＞

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

株式会社 アイ・クリエイト

ペーパー × デジタル ＝ ∞メディア

● 事業内容
広告・印刷事業
Webデザイン・Webコンサルティング事業
ロボティクス・AI事業

● 会社紹介
2009年に㈱赤川印刷と五十嵐印刷㈱がM＆Aにより誕
生した当社も来年で10周年を迎えます。ここ数年は新
卒やAターンを含め、毎年新しい仲間が増え、社内の雰
囲気もよく、2年に1度の社員旅行（1泊コースor日帰
りコース選択制）やBBQなどのイベントもあり、仕事
以外も活気のある会社です。
地域企業のソリューションプロバイダーを目指して、
日々切磋琢磨をしています。

● こんな方を求めています
トレンド感覚に長け、時流に適応でき、クリエイティブ
思考且つ論理的思考で自ら課題を見つけ、改善や課題解
決のために行動できる方。

株式会社 アイ・クリエイト
〒013－0046　横手市神明町5－22
https://ai-create.net/

アイ・クリエイトでは、実践的な技術と知識を身につける事が
できます。お客様がもつ課題に対して、技術と媒体を組み合わ
せて解決策をご提案させていただいていますが、多様な課題に
対応できるのは、新しいデジタル技術のみではなく、紙媒体や
印刷といった成熟した技術が基盤にあり、それぞれを掛け合わ
せることができる会社だからです。相談もしやすく、新しい技
術へも挑戦しやすい環境で、毎日充実したアウトプットを行え
ていることに非常に満足しています。

メディア事業部メディアソリューショングループ
麻生　孝一郎

KocchAke!PRコーナー

＜ 横手市 ＞

KocchAke!PRコーナー

有限会社 トップ技研

私たちは
「よろこびを創る」会社を

めざしています。

● 事業内容
金属部品切削加工
マシニングセンタ－およびＮＣ旋盤を使用して、金属部
品の切削加工を少量多品種生産で行います。

● 会社紹介
私たちはお客様の「安心できる部品」としての評価を大
切にし、「お客様と共に育つ」を合言葉にしています。
また、当社は20代の社員が5名と、これからの飛躍が期
待できます。
基本的な作業や知識はＯＪＴにて指導をしていきます。
横手は、冬期間は雪が多く大変とのイメージを持ってい
る方も多いと思います。そんな中でも暮らしを楽しめる
四季があります。

● こんな方を求めています
仕事を積極的に楽しみにできる方がベストです。
マシニングセンターやＮＣ旋盤の経験がある方は優遇い
たします。
加工部品の測定検査や生産管理経験のある方も必要とし
ています。

有限会社 トップ技研
〒013－0001　横手市杉沢字中杉沢571－1
http://www.topgiken.com/

ものづくりについての知識や技術の向上ができました。
教育（ＯＪＴ）についても丁寧に説明していただき充実してい
ると感じています。
よい環境で、ものづくりの楽しさを感じる仕事ができ入社して
よかったと思います。

製造部　ＮＣ旋盤担当　深沢　寛
（平成30年4月　中途入社）

PRコーナー

＜ 横手市 ＞
ヨコウン株式会社

東北オンリーワンの
総合物流サービス企業

● 事業内容
一般貨物自動車運送事業、利用運送業（通運）、倉庫業（一
般・低温）、 通関業、 製造業、 産業廃棄物収集運搬業

● 会社紹介
ヨコウンは、秋田県と岩手県に13拠点を展開する「総
合物流サービス」企業です。運送、荷役、保管、梱包、
流通加工という5つの物流機能を持ち、さらにリサイク
ル事業やソーラー事業など物流にとらわれない多角的な
事業を展開しています。
またYOKOUN塾やYOKOUNアカデミー等の教育制度も
充実しており、階層別研修会やeラーニングを活用し自
己啓発にも力を入れています。福利厚生では、各種予防
接種や検診、人間ドックなどの補助制度や制服貸与、ク
ラブ活動やスポーツ観戦チケットの優待もあります。

● こんな方を求めています
何事にも興味を持ち、常にチャレンジし続ける意欲のあ
る方を募集しています。「秋田で働きたい」「自宅から
通える会社で働きたい」「今まで培ったことを地元で発
揮したい」など同じ気持ちの方に出会って一緒に働きた
いと思います。

ヨコウン株式会社
〒013－0072　横手市卸町8番14号
http://www.yokoun.co.jp

好奇心旺盛で、何事にも興味を持つという自分の性格を活かせ
る場所で働きたいと考えていました。当社のTry.Challengeの
精神で新しい分野の事業を開拓していく姿勢に魅かれ、「ヨコ
ウンなら自分を活かして働ける」と思い、入社しました。当社
では自分の考えを伝えやすい雰囲気があるので「こういうこと
やってみたいです！」と発信できる風土と、何ごとも挑戦させ
てくれる文化があり、自分らしく働けるところがよかったで
す。

管理部　広報担当　佐々木　悠花

＜ 横手市 ＞

社会福祉法人 相和会

職員が安心して
長く働ける環境が整っています。

● 事業内容
横手市で高齢者福祉施設4施設、保育園2施設を運営し
ている社会福祉法人です。

● 会社紹介
介護職を希望される方は、資格が無くても会社が資格取
得をバックアップします（介護職員初任者研修の取得に
かかる費用を全額負担致します。）
上記の資格取得支援制度に加え、就職支度金制度、２種
類の退職金制度加入、各種手当等も充実しております。
経験豊富な先輩職員からの丁寧な教育体制も整ってお
り、未経験・他業種からの転職された方も多く活躍して
おります。
法人全施設が横手市にあり、地域に根差した運営を心掛
けています。
また、和光保育園は平成30年4月に移転改築し新園舎と
なりました。

● こんな方を求めています
子どもや高齢者の方への支援を通じて、笑顔があふれる
地域作りを目指したい方。また誰かの役に立ち、やりが
いのある仕事をしたい方。

社会福祉法人 相和会
〒013－0821　横手市上境字館133－5
http://sowakai.jp/

【北村】　日頃の子ども達の溢れんばかりの優しさや想いを感
じることができる、すべての場所に立ち会えることを誇りに思
います。全力で駆け寄ってきた笑顔を全身で受け止める幸せと
次への頑張りを感じています。
【仙北谷】　大人になって忘れていたことを沢山思い出させて
くれる子ども達。それは自分の心に大切な記憶として残ると思
います。自分の人生を豊かにしてくれ、毎日ありったけのパ
ワーと元気をくれる素敵な子ども達と出会え、共に過ごせるこ
とが私の何よりの財産です。

和光保育園　保育士　北村　愛麗
和光保育園　保育士　仙北谷　結女

KocchAke!PRコーナー

＜ 横手市 ＞

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない



▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

睦特殊金属工業株式会社
焼結事業部　樹脂事業部

成形技術を軸に
テクノロジーの未来を支えます。

● 事業内容
粉末冶金法によるギア、プーリー、軸受などの金属部品
の製造と樹脂材料による電化製品、自動車部品の製造

● 会社紹介
弊社は焼結事業部と樹脂事業部にて部品製造、販売をし
ております。
横手市の同じ工場敷地内に焼結、樹脂事業部が隣接して
おり、両事業所での金属と樹脂のコラボ製品が実現しま
した。
秋田県南地域の方を多く採用し、地元と密接した職場環
境を整え、世界へと飛躍できるよう、長年培ってきた高
度な技術とノウハウを基に技術、成形、品質保証、生産
計画において未来を見据えたグローバルな人材を育てて
います。国内では東京、秋田、山形、福島に６工場、海
外では中国、香港、ミャンマーに事業を展開しておりま
す。

● こんな方を求めています
プロ意識を持って、仕事を実践する。また、モノ創りの
楽しさ、創意工夫、チャレンジを心がけ、実践できる方

睦特殊金属工業株式会社　焼結事業部　樹脂事業部
〒013－0054　横手市柳田1－1
http://mutsumi-t.co.jp

入社して良かったと感じる事は、サポート体制が充実している
ところです。製造業は未経験でしたが、会社、工場、設備に関
して詳しく教えていただき、さらなる知識向上を目指すため
に、グループ会社への研修や外部講習へ参加させていただきま
した。おかげで、自分なりの考えや意見を持って作業に取り組
め、モチベーションも変わりました。この培った知識と経験を
活かし、良い影響を与えられる先輩になりたいと思います。

品質管理課　柴田　侑斗

＜ 横手市 ＞
ＭＸモバイリング株式会社

お客様を笑顔にする、
次の「うれしい」を提供するために。

● 事業内容
NTTドコモをはじめとする携帯電話事業者の一次代理
店として、全国にドコモショップ等を展開しています。

● 会社紹介
ＭＸモバイリングは、総合商社丸紅グループの一員で、
携帯電話販売の「一次代理店」として業界トップクラス
の会社です。
モバイル業界において、「お客さま満足100％の実現」
を目指し、柔軟に対応していく力を強化していくために
も社員一人ひとりの育成に力を注いでいるのが当社の特
徴です。
社員一人ひとりがそれぞれの現場で、自分らしく活躍で
きるように、教育研修制度や福利厚生制度の充実を図っ
ています。

● こんな方を求めています
人と接することが好き、チームワークを大切にできる
方、チャレンジ精神がある方、なにより私たちの想いに
共感していただける方、私たちと一緒に学び成長してい
きましょう。

ＭＸモバイリング株式会社
〒135－0061　東京都江東区豊洲３丁目2－24
豊洲フォレシア
https://www.mxmobiling.co.jp/

全国に展開している会社なので会議や研修で他県の方と切磋琢
磨出来る事や、社員一人ひとりの成長意欲に応える為の研修制
度が充実している事が嬉しいです。
また、仕事内容だけではなく、社会人としてのマナー等も先輩
社員や上司の方から学ぶ事が出来るので、非常に働き甲斐を感
じています。

ドコモショップ能代中央店　菅原　耕太郎

KocchAke!

＜ 県内勤務地：能代市 ＞

日清医療食品株式会社
北東北支店

未経験者でも教育体制が
確立されておりのびのび働けます！！

● 事業内容
日清医療食品は「食」をテーマにアメニティサービスを
サポートする「おいしく食べて元気に！」をモットー
に、医療・福祉施設・保育に特化した給食業務を受託
（コントラクトフードサービスを）しております。

● 会社紹介
調理師・管理栄養士・栄養士との連携で、ご利用者様に
安全でおいしい食事を提供する食のスペシャリスト。調
理の知識や技術はもちろんのこと、よりベストな献立を
毎日適切に提供する責任感、そしてご利用者様のお気持
ちを考えるケアの心が必要な現場の要として活躍できま
す。
また、教育制度や評価制度も積極的に取り入れ、社員一
人一人が活躍できる舞台を整えております。

● こんな方を求めています
自ら積極的に働きかけてコミュニケーションを取ること
ができる方や、人の役に立ち自分自身の成長を実感した
い方。

日清医療食品株式会社　北東北支店
〒020－0022　盛岡市大通三丁目3番10号
七十七日生盛岡ビル9階
https://www.nifs.co.jp/

食に関わる仕事である為にお客様より「おいしい」「ありがと
う」といった言葉がいただけることが喜びを感じる瞬間です。
厨房業務は一人で行うことは少なく、仲間とコミュニケーショ
ンを取りながら業務を分担し配膳を迎えることで仲間意識が向
上することも魅力の一つです。
私自身はまだまだ経験を積んでいる途中ですが、先輩社員から
の指導もあり業務ができております。今後は自分が先輩から教
えられたことを後輩に指導してよりスキルの向上を目指したい
です。

管理部　井上　渚

＜ 県内勤務地：秋田市・能代市・大仙市・横手市 ＞

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

秋田で面接の際は当財団の
「面接交通費助成」が利用できます。

登録内容に変更があったら
必ずご連絡ください

「住所・メールアドレスが変わった」「自己ＰＲを変更し
たい」「Ａターンしたので登録を取り消したい」など、
登録内容に変更が生じましたら、ふるさと定住機構ホー
ムページ画面右上のお問い合わせフォーム又はお電話で
ふるさと定住機構まで、いつでもお気軽にご連絡くださ
い。登録内容の自己ＰＲ・資格を充実させますと、「た
くさんの企業から声がかかる」、「Ａターンプラザが行う
求人とのマッチングにヒットしやすくなり、求人票の提
供を受けられる」等のメリットがたくさんあります。特
に住所が変わった場合には、情報がお手元に届かなくな
る場合もありますので、速やかにご連絡ください。また、
ふるさと定住機構では、住所・メールアドレス等の変更
により連絡が取れない登録者様にＳＭＳで期限まで回答
くださるようお願いしております。
回答が無い場合は、登録解除となる場合もありますので、
必ずご返信ください。

リクエストには必ずご返信ください
Ａターン登録時、「企業への公開可」を選んだ方には、
Ａターンプラザを通し企業から「応募しませんか？」
と声がかかります。そのリクエストを利用した企業から、
「リクエストしても返信がない」という問い合わせを多
数頂いております。現在は企業からのリクエストを積
極的に頂いておりますが、返信が少ないと、今後企業
が登録者のリクエストに対して消極的になる恐れがあ
りますので、「まだ応募するタイミングではない」「希
望の職種じゃない」といった理由でリクエストを受け
られない場合でも、必ずご返信ください。

登録しているメールアドレスの
受信設定をご確認ください

登録アドレスへメールしても届かないケースがあります。
お持ちのスマートフォン等の受信設定を再度ご確認願い
ます。

登録者のみなさまへ登録者のみなさまへ



　　参加予定企業（58社）／秋田印刷製本㈱、㈱住建トレーディング、㈱瀧神巧業、㈱オールフロンティア、㈱三栄機
械、㈱ヤマダフーズ、㈱五洋電子、山二システムサービス㈱、㈱マルシメ、（福）相和会、㈱えがお、オリジナル設計㈱東日本支

店秋田事務所、昭和化学工業㈱、㈲カントリーガーデン、ヨコウン㈱、㈱タカヤナギ、㈱シグマソリューションズ、㈱
UNIWORX、㈱アイ・クリエイト、日立オートモティブシステムズ㈱、（福）秋田けやき会、秋田指月㈱、秋田協同印刷㈱、㈱ロイヤルパ

ソコンシステム、秋田工営㈱、㈱ファストコム、㈱三協運輸、㈱テクノス秋田、由利工業㈱、㈱ドリームリンク、㈱Birth47、インスペック㈱、㈱エス・エフ・
ティー、公立大学法人国際教養大学、秋田活版印刷㈱、㈱秋田ルミナ、㈱秋田銀行、センコン物流㈱秋田営業所、㈱池田グループ、秋田精工㈱、二ツ井パネ
ル㈱、㈱ファーマックス、秋田ノーザンハピネッツ㈱、住友不動産㈱、㈱Ｖ・Ｔエナジーマネジメント、能代運輸㈱、㈱オールホンダ大曲、㈱渡敬グループ、イン
ターフェイス㈱、住鉱テック㈱、ＪＵＫＩ産機テクノロジー㈱、猿田興業㈱、秋田製錬㈱、㈱三共グループ、本荘電気工業㈱、㈱ジェイテクトIT 開発センター秋
田、秋田基準寝具㈱、三菱マテリアル電子化成㈱　（順不同）

Aターンフェアを開催しますAターンフェアを開催します
ご夫婦やお子様連れ歓迎！

秋田の企業が集結！ 参加無料・服装自由

参加企業の募集職種は
ホームページで公開中！

Aターンフェアin東京
■日時：平成 30 年７月 29 日（日）11：30 ～ 16：40
■場所：浅草橋ヒューリックホール（JR 浅草橋駅西口より徒歩１分）
■対象：Ａターン希望者（社会人及び学生）7/29

2018
A-turn Fair

in Tokyo

8/12
2018

A-turn Fair

in Akita

＜内容＞
・企業ブース　　　　　　Ａターン者の採用に積極的な県内企業がブースを設け、会社説明や個別面談を行います
・市町村移住相談ブース　県内に移住する場合の仕事・住居など様々な情報を提供します
・業界研究ブース　　　　就活を始める前にいろんな業界を研究したい方にオススメです
・各種相談コーナー　　　Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、ハローワーク相談、インターンシップ相談
　　　　　　　　　　　　（※ハローワーク相談は秋田会場のみ）
・職業適性診断コーナー　パソコンであなたの職業適性を調べてみませんか？
・セミナー　　　　　　　Ａターンに役立つセミナーを開催
・パンフレットコーナー　県内企業やAターン関連のパンフレットが一度に集められます
・求人情報コーナー　　　フェア参加企業の求人票及び全県の求人一覧を設置します

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

　　　　　　参加予定企業（47社）／パワーテックテクノロジー秋田㈱、（福）ファミリーケアサービス、ニプロファーマ㈱大館工
場、㈱ホクエツ秋田、㈱トクミツ建築企画、㈲熊谷機械設計、㈱エスツー、ＡＬＳＯＫ秋田㈱、ユナイテッド計画㈱、㈱タニタ秋田、㈱エイジェック、アイ・エム・
サービス㈱、㈱トラパンツ、鴻池メディカル㈱秋田営業所、秋田土建㈱、大洋ビル管理㈱、㈱松美造園建設工業、大森建設㈱、三国商事株㈱、㈲道儀商店、㈱
日本ハウスホールディングス秋田支店、秋田エプソン㈱、㈱プレステージ・インターナショナル、㈱伊徳、リコー ITソリューションズ㈱、㈱ウェブインパクト、
TDK㈱、エコシステム秋田㈱、東邦技術㈱、㈱アイネックス、㈱日情秋田システムズ、秋田県商工会連合会、㈱秋田平野製作所、（福）横手福祉会、㈱秋田住宅
流通センター、（医）正和会、比内時計工業㈱、㈱プライムアシスタンス、㈱グランドパレス川端、リネシス㈱、秋田製錬㈱、㈱三共グループ、本荘電気工業㈱、㈱
ジェイテクトIT 開発センター秋田、秋田基準寝具㈱、三菱マテリアル電子化成㈱　（順不同）

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～
■日時：平成 30 年 8 月 12 日（日）11：3０～ 15：00
■場所：アトリオン　イベント広場（地下 1 階）
■対象：秋田県内で就職を希望する全ての方、またはそのご家族、知人
　　　　※県内・県外・一般・学生・生徒問いません

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

秋田出身でUターン希望の方も、
Iターン希望の方も、みんな秋田に
来てくださいとの願いを込め、
オールターン（All Turn）の“A”と
秋田（Akita）の“A”をかけ

『Aターン』と総称しています。
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秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！

あきたごえん 検 索

インターンシップの動画は こっちゃけ 検 索

あきた日和

■ Aターンフェアはこう活用しよう！ 
　Aターンフェア活用法
■ Aターン者の声
■ 企業の魅力を
　　　　教えてください！
■ Aターンフェアを開催します 
　 7月29日 東京
　 8月12日 秋田

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

平成30年度
Aターンフェア
スケジュール

INFORMATION OF 
A-TURN

Ａターンフェアin仙台

Ａターンフェアin東京

Ａターンフェアin秋田

Ａターンフェアin東京

TKPガーデンシティ仙台

浅草橋ヒューリックホール

秋田拠点センターアルヴェ

浅草橋ヒューリックホール

50社

55社

40社

55社

 2018 / 2019

9/16●
10/28●
12/30●

2/10●

日

日

日

日

参加企業
（予定）

Aターンフェアでは企業、市町村、業界研究の各ブースのほか、各種セミナーを計画しています
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