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①㈱内山プレス工業
TEL.0248-83-2231
岩瀬郡天栄村大字柿之内字沖内 1 8

②㈲エスク
TEL.0248-41-1110
福島県西白河郡矢吹町一本木 162-3

③㈱こばり製作所
TEL.0248-43-2396
福島県西白河郡矢吹町中畑南 199

④㈲佐藤フライス
TEL.0248-43-2852
福島県西白河郡矢吹町中畑南 185-20

⑤㈱大協製作所　福島工場
TEL.0248-44-5817
福島県西白河郡矢吹町井戸尻 489-1

⑥ティエフオー㈱　福島工場
TEL.0248-44-2100
福島県西白河郡矢吹町西長峰 550

⑦㈲藤井製作所
TEL.0248-45-2524
福島県西白河郡矢吹町神田南 230

⑧アネスト岩田㈱　福島工場
TEL.0248-42-4855
福島県西白河郡矢吹町丸の内 227-1

⑨ケミコン東日本㈱　福島工場
TEL.0248-42-4101
福島県西白河郡矢吹町丸の内 185-1

⑩昭和電器㈱　矢吹事業所
TEL.0248-45-2211
福島県西白河郡矢吹町中野目西 362

⑪協栄サーキットテクノロジ㈱
TEL.0248-42-3151
福島県西白河郡矢吹町堰の上 305-2

⑫㈱緑マーク　福島工場
TEL.0248-45-2216
福島県西白河郡矢吹町牡丹平 150

⑬㈱未来制御
TEL.0248-51-1145
福島県西白河郡矢吹町根宿 230-3

⑭矢吹精密宝石㈱
TEL.0248-44-2715
福島県西白河郡矢吹町新町 271-5

⑮㈱大和三光製作所　福島工場
TEL.0248-42-5601
福島県西白河郡矢吹町堰の上 351

⑯㈱エースパック　福島矢吹工場
TEL.0248-41-2660
福島県西白河郡矢吹町堰の上 259-75

⑰㈱天乃屋　矢吹工場
TEL.0248-43-2511
福島県西白河郡矢吹町中畑南 55-1

⑱㈱ケーイーティ
TEL.0248-41-2252
福島県西白河郡矢吹町赤沢 665-1

矢 吹 町 企 業 マ ッ プ

⑲㈱黒龍堂　福島工場
TEL.0248-44-4151
福島県西白河郡矢吹町赤沢 861

⑳ JX 金属髙商㈱
TEL.0248-43-2731
福島県西白河郡矢吹町上敷面 220
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㉕㈱日建　福島工場
TEL.0248-21-9951
福島県西白河郡矢吹町上宮崎 128-1

㉖山形印刷㈱
TEL.0248-43-2323
福島県西白河郡矢吹町中畑南 81

㉗バルサン㈱
TEL.0248-43-2211
福島県西白河郡矢吹町中畑 464

㉘レンゴー㈱　福島矢吹工場
TEL.0248-41-2072
福島県西白河郡矢吹町諏訪の前 115-1

㉙大竹運送㈱
TEL.0248-44-2258
福島県西白河郡矢吹町赤沢 850

㉚㈲小針運送
TEL.0248-45-2006
福島県西白河郡矢吹町沢尻 101-1

㉛鮫川運送㈱
TEL.0248-44-2171
福島県西白河郡矢吹町赤沢 500

㉜丸永運送㈱
TEL.0248-44-3456
福島県西白河郡矢吹町北町 68-1

㉝矢吹運送㈲
TEL.0248-44-3331　
福島県西白河郡矢吹町田町 36-1

㉞㈲矢吹タクシー / 矢吹交通
TEL.0248-21-6878　
福島県西白河郡矢吹町赤沢 855

㉟天昇電気工業㈱矢吹工場
TEL.0248-42-2100
福島県西白河郡矢吹町牡丹平 203-6

㊱田村工業株式会社
TEL.0248-41-1250
福島県西白河郡矢吹町赤沢 880

㊲㈱福島銀行　矢吹支店
TEL.0248-42-3911
福島県西白河郡矢吹町本町 10-2

㊳白河信用金庫
TEL.0248-44-2711
福島県西白河郡矢吹町曙町 384

㊴㈱東邦銀行　矢吹支店
TEL.0248-42-3131
福島県西白河郡矢吹町八幡町 534-1

町 内 の 銀 行

㉑㈱大輝　矢吹工場
TEL.0248-29-8580
福島県西白河郡矢吹町大久保 248-3

㉒㈱高木ミンク　福島工場
TEL.0248-41-1811
福島県西白河郡矢吹町赤沢 455-2

㉓イワタニセントラル福島㈱
TEL.0248-42-3412
福島県西白河郡矢吹町赤沢 831

㉔㈱ペイントプラス矢吹
TEL.0248-44-3971
福島県西白河郡矢吹町赤沢 870

㊵矢吹町役場
TEL.0248-42-2119
福島県西白河郡矢吹町一本木 101

㊶矢吹町商工会
TEL.0248-42-4176
福島県西白河郡矢吹町中町 290

町 役 場 ・ 商 工 会



金
属
加
工

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

- 6 -

・人種、性別、年齢を問わず「ものづくりに興味を持って取り組める」方。

・失敗や間違いをしても「そこから何かを学びチャンスに変える」という考え方ができる方。

お客様に満足される商品を提供するため、日々努力していきます。

・社員一人一人の希望に合った働き方を尊重し
ます。ワーク・ライフ・バランス、人権を尊重
し能力を最大限に発揮できる職場を目指してい
ます。　特に安全・衛生の確保を最優先し工場に勤務する人が、安
全に働き、ご家族や周辺地域の皆様にも安心いただける環境を維持
します。

・入社理由
　会社見学をした際に、初めて見た大きい機械
で精密な製品を作っているところを見て「スゴ
イ」と思い入社を希望しました。
・仕事の魅力など
　実際に仕事をすると、大変な時もあるけど努力をして乗り越える
と自分の実力に変わる事。そしてものを作り出す原動力になり、何
にでも挑戦できる力になる事。

・図面 1枚あれば何でも作っちゃいます。
・NC工作機械、レーザー加工機、各種プレス機械、
　3D測定器を総動員して精密部品を提供しています。

設　　立� 1986 年 6月 3日
代 表 者� 内山　浩
資 本 金� 1,000 万円
従業員数� 30 名

事業内容� ・精密プレス金型・治工具製作
・各種プレス加工、　・板金・製缶加工
所在地� 福島県岩瀬郡天栄村大字柿之内字沖内 18番地
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-83-2231�FAX：0248-83-2375�内山まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-83-2231�FAX：0248-83-2375�内山まで

株式会社 内山プレス工業
http://www.uchiyama-press.jp/

本社工場

あり

・プレス金型設計者及びNC機械（ワイヤー
カット、マシニングセンター）オペレーター

・NC板金機械（レーザー複合機、ベンダ）
オペレーター

・プレス作業、タップ作業、溶接作業技術者
・その他、検査・梱包・補助作業者

テクニカルコミュニケーションが私たちの使命です
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　エスクの設備は、大掛かりな設備はありません。しかし、その設備で製造される製品は、

他社では出来ない製品が多いのです。その理由は、働く人たちの創意工夫により成し得て

いるものです。これこそが企業の財産だと思っています。

「他社では出来ない特殊なパイプの製造」でオンリーワンを目指し2000年に創業。以来、様々な分野で弊社の製品が使用され、お客様より高い評価を戴いています。

　弊社は、他社では加工出来ない難加工材の
細いパイプを製造しており、様々な分野から
注目されています。それが達成できている理
由とは、難題にもチャレンジする気持ちと様々なものに興味を持つ
ことが重要だと考えています。例えば、お客様から難加工材質の細
いパイプが出来ないかと問い合わせが来た時にお断りするとそのお
客様からは次のお話は戴けません。何よりも挑戦することが大事で
す。これからも様々な挑戦を続けていきます。

・入社理由
　元来、モノづくりが好きで、実際に工場で
自分の手で製造に携わりたいと思いました。
(2009 年光南高校卒業生）
・仕事の魅力など
　少量多品種、他社では製造出来ない難加工材の製造が主なので、
常に様々な寸法、材質の製品に触れながら加工することで知識の向
上やスキルアップが図れることです。

　エスクの製造する細いパイプは、様々な装置に組み
込まれ、世界中で使用されています。自衛隊の潜水艦
の部品、自動車 ABS 部品、宇宙産業、医療機器など
多岐に亘って使用されており、特に医療機器では内視
鏡部品、狭窄した血管を拡張するステント用パイプな
どを製造しています。また、医療機器分野では海外
10 か国以上との取引を行なわれており、エスクにし
か製造できないパイプを供給しています。

設　　立� 2000 年 8月
代 表 者� 高畠　伸幸
資 本 金� 1300 万円
従業員数� 35 名

事業内容� 金属精密パイプの製造及び販売

所在地� 福島県西白河郡矢吹町一本木 162-3
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-1110�FAX：0248-42-5512�総務担当�髙橋
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-1110�FAX：0248-42-5512�総務担当�髙橋

http://www.e-s-q.jp
有限会社　エスク

福島県西白河郡矢吹町一本木162-3

なし

　パイプ及びパイプ二次加工の製造

高品質な金属精密パイプ製造技術の
　　　　飽くこと無き追及を目指しています
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http://sato-furaisu.co.jp
有限会社佐藤フライス

高品質、高精度、高付加価値なものづくり

　つねに向上心を持ち、相対する人が何を求めているかなど、物事の先読みをできる人。

精密部品加工のプロフェッショナルを目指して

　当社は平成 2年に精密部品加工会社として設
立されました。現在は医療機器部品、光学関係
部品、音響機器部品、通信機器部品などを中心
に、お客様から頂いた図面をもとにプログラムを作成をして工作機
械を使用し製造しており、「高品・高精度・最短納期対応・お客様
の求めるそのひとつさきを」のもと、全社員が一体となり、日々技
術向上に取り組んでおります。

・入社理由
　小さい頃、工場見学させていただいた時に、自
在に動く機械を見て「自分でプログラムを作って
動かしている」というの知って興味を持った事が入社の理由です。
・仕事の魅力など
　金属の塊が自分の作成したプログラムで製品になって行き、世に
出て行き、実用されているのを確認した時、とても達成感を得られ
ることです。

　当社は、外観精密部品を得意としており、現在当社
の製品は世界中で使用されております。
　特に音響機器部品の外観部品においては、当社の製
品が外観部品ということもあり直接目にふれる機会も
多く、高評価を頂いており一流ブランドメーカー様か
ら信頼を頂いております。

設　　立� 平成 2年
代 表 者� 相笠　光明
資 本 金� 300 万円
従業員数� 6 名

事業内容� 精密部品加工

所在地� 福島県西白河郡矢吹町中畑南 185 番地 20
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-43-2852�FAX：0248-43-2861
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-43-2852�FAX：0248-43-2861

福島県西白河郡矢吹町中畑南185
番地 20

なし

　工作機械を使用して、精密部品加工をお任
せします。スキルアップにより専属プログラ
マーのチャンスもあります。
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　工場業務では交代勤務を行っておりますのでチームワークを大切にできる方を特に歓迎

します。生産管理・品質管理業務では日々の生産計画の立案や生産された品質の評価を行

う仕事となります。また設備保全業務では各設備の修理・メンテナンスを行うことで日々

の安定した生産を下支えしております。

金属熱処理加工では国内トップクラスの扱い量（月産約8,000トン）を誇ります。

　神奈川県横浜市に本社工場がある 1959
年創業の金属熱処理加工専門会社です。　　　　　　　
モノづくりで有名な東京都大田区にも拠点があ
り、矢吹町には 2008 年に東北地域での新たな拠点として福島工場
を稼働させました。金属熱処理加工とは、材料を加熱及びその後の
冷やし方で鉄鋼材料の性質を変化させることができる加工で、材料
を硬化させるための「焼入れ」を中心に、様々な製品の強度を変化
させることで、付加価値を高めることが目的です。

・入社理由
　学校で「焼入れ」の言葉は聞いたことがありましたが、工場見学
時に目の前で真っ赤に加熱された製品が焼入れされるのを間近で見
て迫力を感じ、自分も携わってみたいと思いました。
・仕事の魅力など
　乗用車などの身近な製品から、国内では見ることができない超大
型の建設機械向け部品まで、自分が生産に携わった製品があらゆる
ところで重要な役割を担っていることで誇りを感じます。

　本社工場・京浜島工場・福島工場の 3拠点で月産
合計約 8,000 ｔの製品に熱処理加工を施しておりま
す。これは国内ではトップクラスの扱い量であり、様々
な設備を有してあらゆるニーズにこたえてきた実績が
あります。それらで培われた技術と経験がさらに我々
の財産として蓄積されており、さらにこれらを優秀な
人々が運用することで同業他社との差別化が図られて
おります。

設　　立� 1956 年 12 月
代 表 者� 田村　大輔
資 本 金� 4900 万円
従業員数� 120 名

事業内容� 金属熱処理加工
� ショットブラスト加工
所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 880
本社所在地� 神奈川県横浜市鶴見区元宮 2-3-20

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-1250�FAX：0248-51-1251�総務部まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-1250�FAX：0248-51-1251�総務部まで

http://www.tamura-kougyo.co.jp
田村工業株式会社

福島県矢吹町

なし

・設備オペレーター：熱処理設備および付帯設備の操
作を担い熱処理加工を担当します。

・生産管理：日々から月次の生産計画立案を主として
進捗管理や人員の配置など生産に関わる業務を担い
ます。

・品質管理：検査結果の確認や新規品の方案作成、測
定機器類の校正・管理などを担います。

・設備保全：昼夜稼働するあらゆる設備のメンテナン
スを担います。

- 9 -

強く、輝く、あしたを創る
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株式会社大協製作所
http://www.daikyo-inc.co.jp/

『表面処理で未来を描く』

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

　積極的に物事にトライする挑戦心を持っている人を募集しています。『ものづくり』に

興味があり、自分を成長させたいと思う人にはぴったりな会社だと思います。是非、応募

お待ちしております。

環境に配慮した最新鋭の生産設備で高品質の表面処理を実現します。

　弊社は 1954 年に金属表面処理メーカーとし
て神奈川県横浜市で創業し、今年で 66 周年に
なります。福島県では 1995 年に生産をスター
トし、今年で 25周年になります。現在では、金属の防錆を目的と
して、亜鉛めっきやカチオン電着塗装を施しています。電気めっき
上に電着塗装を施すような難易度の高いダブルコートも量産してい
ます。次世代のスタッフを育てたいと思い募集しています。

・入社理由
　希望すれば様々な仕事に挑戦させてもらえ、
役員と社員の距離が近く、アットホームな社風
を感じたからです。
・仕事の魅力など
　若い社員にも様々な業務を任せてもらえ、やりがいのある仕事が
できます。また、自分の意見や考えを発表したり、実際に実現した
りできる環境があります。

　創業より金属表面処理加工一筋、お客様より高い評
価を頂いてきた結果、66 年間操業してくることが出
来ました。弊社で処理された製品は、自動車、トラッ
ク、オートバイ、建築資材等、とても身近で使用され
おり、実際に目にする機会も数多くあります。下地に
電気めっきを施し、その上に電着塗装を施すような技
術的に難しいダブルコートも量産しており、お客様に
高い評価を頂いております。

設　　立� 1954 年 11 月�
代 表 者� 栗原　識
資 本 金� 4,100 万円
従業員数� 60 名

事業内容　　金属表面処理加工（亜鉛めっき、カ
チオン電着塗装、亜鉛ニッケル合金めっき）
所在地� 福島県西白河郡矢吹町井戸尻 489-1
本社所在地� 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町 1125

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-5817�FAX：0248-44-5888�業務管理課�総務担当まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-5817�FAX：0248-44-5888�業務管理課�総務担当まで

福島県西白河郡矢吹町

あり

　製造技術職（生産ラインの責任者）業務で
す。設備のメンテナンス、生産計画の作成、
素材や完成品の運搬、在庫管理等々になりま
す。先輩社員が丁寧に教えるので初めての人
でも心配はありません。
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工

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種
勤務地

仕事内容

インターンシップ
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"鍛造（たんぞう）"のティエフオー

http://www.tfo-corp.co.jp
ティエフオー株式会社

会社概要

・ものづくりが好きな方

・粘り強く取り組める方

・地元福島で長く働きたい方

実は光南高校のすぐ近くで操業しています！

　福島県内では珍しい " 鍛造（たんぞう）"と
いう製造技術によって自動車やバイクなどの輸
送用機械の部品の生産を行っています。
　鍛造とは鉄などを熱して金型でプレスすることによって成形する
技術であり、非常に強度が優れた製品を製造することができます。

・入社理由
　元々製造業に興味があり、工場見学の際に実際
に見た鍛造の現場に興味を持ったことと、地元で
の就職を希望していたので入社しました。
・仕事の魅力など
　自分が生産に携わった製品が社会の役に立っていることを感じる
ことができるのは、製造業でしか味わえない面白味や達成感だと思
います。

　鍛造技術の強みを生かして、特に高い耐久性と信頼
性が必要な自動車の心臓部にあたるエンジン部品（ク
ランクシャフト）を主力製品として生産しています。
　よくテレビで CMをやっているような有名な車種
にも弊社の製品が搭載されており、もしかしたらあな
たの家の車のエンジンにも福島工場で製造された部品
が使用されているかもしれません！

設　　立� 1930 年 5月
代 表 者� 戸谷�鐵太郎
資 本 金� 7800 万円
従業員数� 173 名

事業内容
自動車やバイクなどの輸送用機械部品の製造

所在地� 福島県西白河郡矢吹町西長峰 550
本社所在地� 東京都北区赤羽2-16-4�セキネビル5F

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-2100�FAX：0248-44-2104�総務ブロックまで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-2100�FAX：0248-44-2104�総務ブロックまで

福島工場　西白河郡矢吹町西長峰
550

なし

・鍛造グループ　　
　・・・主に鍛造プレスの操作（オペレー
ター）を担当
・金型グループ　　
　・・・主に工作機械を使用した金型の製作
を担当
・検査グループ　　
　・・・主に製品の目視外観検査を担当
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有限会社　藤井製作所
http://www.fujii-seisakusyo.co.jp/

人づくり ものづくり 気配り 目くばり 心くばり

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

　ものづくりが好きな方、体力自慢な方、いろいろな人材を募集しています。技術や体力

を求められる仕事ですが、ISO に基づく教育プログラムがありますので未経験からでも問

題ありません。

創業 50年の信頼と技術

　当社は昭和 40 年に創業し、おもちゃ製造に
て始まりその後、自動車部品製造にて発展、今
では精密板金加工及び精密プレス加工の両看板
で日々社会に貢献しております。試作品から量産品まで細やかな
ニーズにお応えしお客様にご満足いただける製品・サービスを提供
し続けていきたいと考えております。今後とも、ご支援ならびご指
導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

・入社理由
　物作りに前から興味があり細かい作業が好き
な自分の能力を生かせると思い入社しました。

・仕事の魅力など
　とてもやりがいがあり、自身のスキルが向上して幅広く活躍でき
る場所です。

　空調設備や制御盤、OA機器部品と様々な板金技術、
また設計段階でのご相談にも対応できるノウハウがあ
ります。ぜひご活用ください。

設　　立� 1965 年 4月
代 表 者� 藤井　義男
資 本 金� 700 万円
従業員数� 23 名

事業内容� 精密板金加工　精密プレス加工

所在地� 福島県西白河郡矢吹町神田南 230
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町神田南 230

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-45-2524�FAX：0248-45-2360�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� 同上

所在地と同じ

あり

　生産管理から始まり CADによるデータ作
成、マシンを駆使した、抜き・曲げ・溶接加
工など本人に適した業務を経験の有無関係な
く募集します。
　新しい生活様式に対応するパーテーション
も制作を始めました。お問い合わせ、随時承っ
ております。
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会社概要

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種
勤務地

仕事内容

インターンシップ
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　モノづくりが好き！モノづくりに興味がある！「誇り」を感じる仕事がしたい、新しい

ことを学んで成長したい、アットホームな職場で働きたい・・・。アネスト岩田はそんな

思いを持った人に活躍いただけるフィールドがあります。そして何より社是である【誠心

(まことのこころ )】に共感いただける「誠実な人」をお待ちしております。	

「真のグローバルワン・エクセレントメーカ」を目指して、世界のモノづくりに貢献してまいります。

　神奈川県横浜市港北区に本社を置きながら、
海外 20カ国以上（拠点：30以上）へグローバ
ルに事業展開。空気圧縮機（コンプレッサ )、
真空機器、塗装機器・設備を製造・販売し続けて、
まもなく創業 97年目を迎える老舗メーカです。
　自動車や電化製品など身の回りにあるモノの多くは、当社製品を使って製
造されており、社名の由来のとおり、「常に生き生きとした活力と新規性のあ
る技術力を持った開発型の企業」として世界のモノづくりに貢献しています。

・入社理由
　入社前の工場見学時に会社説明を聞き、福利
厚生が整っており、残業時間も少なく終業後な
ど自分の時間を多く取れると思ったからです。
・仕事の魅力など
　魅力は社内イベント等が多く、普段関わりが少ない方 と々もコミュニケー
ションが取れるので、仕事がしやすい環境を作れるところです。また、
入社直後でも仕事を任せていただき、とてもやりがいを感じています。

　国内外で 500 件以上の特許を持ち、塗装機器（ハ
ンドスプレーガン）は国内シェア 1位（70%以上）、
推定世界シェア 2位 (欧米で約 30%) です。小形空気
圧縮機は国内推定 2位（約 30%）、特に潤滑油を使わ
ないオイルフリー空気圧縮機に強みを持っています。
また世界で初めて開発したオイルフリースクロール型
の真空ポンプ（600ℓ /min 以下のタイプ）は、国内シェ
ア約 50%です。アメリカのNASA にも技術力を認め
られ、国際宇宙ステーションなどで使用されています。

創　　業� 1926 年 5月
代 表 者� 深瀬　真一
資 本 金� 33 億 5,435 万円
従業員数� 全体：1,733 名
国内：621 名（35％）海外：1,112 名（65％）

事業内容　　　各種空気圧縮機（コンプレッサ )、
真空機器、塗装機器・設備並びに液圧機器・設備
を製造・販売
所在地� 福島県西白河郡矢吹町丸の内 227-1
本社所在地� 横浜市港北区新吉田町 3176 番地

お問い合わせ先　会社に関すること　　TEL：045-591-9344�FAX：045-591-9398�IR 広報室まで
　　　　　　　　採用に関すること　　TEL：045-271-5577�FAX：045-593-1532�人事総務部まで

アネスト岩田株式会社 福島工場

Active & Newest Technology

https://www.anest-iwata.co.jp/

福島県西白河郡矢吹町

あり

　コンプレッサ、真空ポンプの製造に関わる仕
事です。
　例えば、マシニングセンター等の各種工作機
械を用いた空気圧縮機の機械加工・製品組立・
実験・検査等を行います。また、製品の生産
管理業務や出荷・物流などに関する事務的な仕
事もあります。先輩社員がしっかり丁寧に教えま
す！ご安心ください！

レシプロ組立課　藤井奎汰
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会社概要

勤務地

仕事内容
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　当社は高い信頼性と技術力を保有しており、誇りを持って活躍できる場です。常に成長

を目指し、周りと協力し、コミュニケーションを取りながら業務を進めることができる方

を募集しています。

製造から検査まで一貫した管理体制により安定した品質の製品をお届けしております。

　弊社は、協栄産業株式会社（東証一部）の
１００％出資の関連会社であり、あらゆるエレ
クトロニクス製品に不可欠なプリント配線板の
製造を行っております。老舗のプリント配線板メーカーとして培っ
た技術とソリューションでエレクトロニクス製品の進化を支えてい
ます。親会社の規則に準じ、子育て支援、介護支援などの福利厚生
も充実しています。

・入社理由
　会社見学に行き、社内の雰囲気が明るく人の良さが感じられまし
た。元々細かい作業が好きだったので検査業務が合っていると思っ
たのも理由の一つです。
・仕事の魅力など
　私は製品の検査業務をしています。キズや異物付着、剥がれなどが無いか
目視で確認する作業です。検査は出荷前の最終工程で、間違えられない重要
な工程ですが、入社当初は先輩に色々教えて貰いながら仕事を覚えました。

　当社が製造しているプリント配線板は、最先端技術
を使い自動車、医療機器、通信機器等に使用されてい
ます。製造から検査まで一貫した管理体制により安定
した品質の製品をお届けしており、今後も更なる需要
が見込まれます。研修や資格取得制度があり、仕事を
しながら色々なことを学べる環境です。

設　　立� 1984 年 6月
代 表 者� 溝口�邦治
資 本 金� 30000 万円
従業員数� 151 人

事業内容� プリント配線板製造

所在地� 福島県西白河郡矢吹町堰の上 305-2
本社所在地�

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-3151�FAX：0248-42-2784�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-42-3151�FAX：0248-42-2784�総務課まで

https://www.kyoei.co.jp/kct/index.html

協栄サーキットテクノロジ株式会社

福島県西白河郡矢吹町堰の上305-
2

なし

・製造：生産ラインに入り、機械を扱い製品
を製造します。

・検査：完成した製品を目視検査、若しくは
機械で検査します。

エレクトロニクス業界発展の一翼を担う！
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　常に前向きな姿勢のあるチャレンジ精神旺盛な人材を求めています。

社内・社外研修や自己啓発支援制度が充実。未経験者でも安心して働けます。

　弊社母体の日本ケミコン株式会社は1931年の創業以来、アルミ電解
コンデンサを事業の柱に据えて、さまざまな電子部品の開発に取り組み、
業容を拡大してまいりました。先端産業を支える一員として、その発展に
寄与できましたことに、大変大きな喜びを感じています。
　これからも、ものづくりへの情熱を絶やさず、時代が求める価値を創造し、
クオリティの高い製品を供給することでソリューションを提供していきます。
　日本ケミコンは、電子部品の開発を通じて、豊かな社会を創造するた
めの挑戦を続けてまいります。

・入社理由
　工場見学をして職場の雰囲気が良かった事と
福利厚生が充実しているのが理由です。
　入社前に不安だった機械操作等、困った時に先
輩に気軽に相談出来るので安心して働いています。
・仕事の魅力など
　機械操作や整備作業を一人で出来る様になった時、自分に自信が持てた。仕事が楽しいと感じた。
　今では、機械整備の知識を趣味に活用しています。

　東証一部上場企業で、アルミ電解コンデンサ世界
シェア№１企業です。生産設備や材料を自社で開発・
製造する事により材料からの一環生産を実現していま
す。材料から開発・製造している企業は当社が世界で
唯一です。

設　　立� 昭和 51 年 6月 1日
代 表 者� 香川　寿得
資 本 金� 4 億円
従業員数� 280 名

事業内容
� 電子機器用大型アルミ電解コンデンサ製造
所在地� 福島県西白河郡矢吹町丸の内 185-1
本社所在地� 宮城県大崎市田尻沼部字加良屋敷 100-1

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-4101�FAX：0248-44-2041�管理グループまで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-42-4101�FAX：0248-44-2041�管理グループまで

http://www.chemi-con.co.jp/

ケミコン東日本株式会社 福島工場

勤務地：福島県西白河郡矢吹町

あり

　アルミ電解コンデンサ自動製造機の運転業
務・保守及び整備、品質管理、生産管理、生
産設備設計・製造、製品設計業務等の管理業
務

豊かな社会を創造するために。
『環境と人にやさしい技術への貢献』それが企業理念です。



電
気
・
機
械
製
造

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

- 16 -

　明るく元気で自分の夢を持ち諦めないで継続して努力できる人、又組織の一員として協

調と協力で共通の目標を達成できるまで頑張れる人を待っています。

一貫生産で成形、金型、金属加工、組立等のモノづくりで顧客に信頼されるパートナー企業を目指します。

　当社は昭和 7年に創業して８８周年を迎えた
歴史ある会社です、本社は東京です。モノづく
りが中心で主要部品は計量器、特にガス・水道
メーター等に使用されます。�計量器のメーカーであるアズビル金
門様から永きに渡り注文を頂き、信頼される部品・組立品をお届け
しており、品質最優先に日々努力を重ねています。

・入社理由
　小さい頃から工作が好きで完成した時の喜びを
感じ、社会人になったらモノづくりで生活の中で
必要とされる品物を作りたいと思っていたから選びました。
・仕事の魅力など
　計量器（ガス・水道メーター）に使用される様 な々部品・組立品を作ることが出来、
その部品・組立品の働きを知ることが出来る。又自分達の作った部品が組立られ
一つの製品となり人々の生活を支えていること、良き仲間が多いことです。

　プラスチック部品や製品を図面作成から金型製作・
試作・量産に至るまで一貫生産でモノづくりが社内で
管理できることが高品質、低コスト、納期の確保を可
能にします。又金属加工（アルミダイキャスト、鋳
物、ステンレス等）も材料手配から加工・検査迄の
対応が出来ます。�特に生産技術力を駆使して自働化、
省力化設備等を製作するノウハウを有し、顧客へのソ
リューションを提案します。

設　　立� 昭和�7 年 12 月
代 表 者� 滝澤　規雄
資 本 金� 3,500 万円
従業員数� 183 名

事業内容　ガスメーター、水道メーター用各種部品の成形及
び組立・検査（プラスチック射出成形、圧縮成形、金属加工等）。
所在地� 福島県西白河郡矢吹町中野目西 362
本社所在地� 東京都板橋区

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：03-3966-9551�FAX：03-3966-2887�営業課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-45-2211�FAX：0248-45-2164�業務課まで

昭和電器株式会社 矢吹事業所
https://www.showa-precision.co.jp

福島県西白河郡矢吹町

あり

　プラスチックの成形及び金型製作、組立、検査、
各種金属加工等のモノづくりをします、セル生産
方式で一人で責任を持って作ることでやり甲斐が
あります。�又生産に関わる管理部門（生産管理、
生産技術、品質管理等）がモノづくりのサポート
をします。得意な分野で能力を発揮しています。�
モノづくりの楽しさと職場の安全・安心を感じて
個 の々スキルアップを図れる場所を提供します。

一貫生産で高品質が顧客満足度を高めます。
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　若いバイタリティーの有る人材を求めています。男女を問わず積極的に意見を出し合い、

共に成長できる環境を整えています。自分の能力を伸ばし、技術を習得してレベルアップ

を図ってみませんか。

「信義」を旗印に、信頼性の高い製品をお客様に提供することにより、広く社会に貢献いたします。

　エレクトロニクス関連部品に関して、各種
製品の”軽・薄・短・小”化に不可欠な電子
機器はもとより、事務機器、家電製品、ＦＡ
機器、セキュリティ製品、防災機器、医療・介護機器に至るまで幅
広く利用されています。当社では徹底した品質管理と量産体制の完
備により、つねに安定した信頼性の高い製品の供給で、新しいニー
ズにもお応えしています。

・入社理由
　私たちの生活の身近なところで使用されてい
る製品作りに興味が有り、今までの経験を生か
してお役に立ちたいと志望致しました。
・仕事の魅力など
　機械のオペレーターや貼合わせ加工などいろんな業務を担当して
いて、責任感あふれる仕事に従事しています。もの作りの実感が味
わえる会社だと思います。

　スクリーン印刷の技術で、どんな製品でも対応でき、
いろんな分野への部品提供をしています。高度で機能
的なエレクトロニクス関連製品を開発・提供していく
ことが、当社の使命と確信しています。

設　　立� 1984 年 9月
代 表 者� 緑川　國夫
資 本 金� 6,400 万円
従業員数� 41 名

事業内容　　　スクリーン印刷による、ITOタッ
チパネル、メンブレンスイッチ、静電ｽｲｯﾁの製造
所在地� 福島県西白河郡矢吹町牡丹平 150
本社所在地� 埼玉県川口市並木 4-19-15

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-45-2216�FAX：0248-45-2059�管理課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-45-2216�FAX：0248-45-2059�管理課まで

http://www.midorimark.co.jp/

株式会社 緑マーク 福島工場

福島県西白河郡矢吹町牡丹平150

なし

　印刷オペレーターは、自分で印刷した製品
の物作りの喜びを感じたり、印刷補助員及び
検査員は、目視での外観上の検査や電気的な
検査を行い責任と誇りを持って作業に従事し
ています。特に女性が多く活躍しています。
主に炊飯器や電子レンジのスイッチや石油
ファンヒーターの銘板を製造している会社で
す。

ハイテクプリントの未来を築く
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　「私たちに変えられることが二つある。一つは自分自身。もう一つは未来だ。」野口英世

博士の言葉です。未来制御の従業員として自らの力で、自身と会社の未来を切り拓く希望

力のある人。多くの、ものづくり工場を支えて行く仕事です。どれだけ好きになれるか！！

自然界と産業界の共存共栄でオンリーワンのものづくり

　電気・機械・食品・医療関係の工場で製品を
生産するために、装置・ロボットの機能を活用
して、自由自在に製品を加工・組立・搬送・検
査などを実行する自動制御の開発・設計・製作をする会社です。
　従業員一丸となり向上心を持って、計画・実行・評価・改善のサ
イクルで仕事を展開しております。

・入社理由
　加工・組立機械・ロボットを利用してのもの
づくりではなく、手作りのものづくりに興味が
あり入社しました。
・仕事の魅力など
　入社から４年目。ある程度の工程もまかされ、積極的に後輩の指
導も行っています。日々努力する事で成長し、ものづくりの楽しさ
や、やりがいを実感できます。

　いつも笑顔で前向きな行動を心がけ、ものづくりの
素晴らしさを伝え、未来を担う人財を仕事を通して育
み、お客様・地域社会から認められ・感謝され・必要
とされる「未来制御人（じん）�」の育成を目指してお
ります。

設　　立� 1994 年 5月 26 日
代 表 者� 水戸　勘十
資 本 金� 1,000 万円
従業員数� 30 人

事業内容　　　・自動制御設計製作　・画像処理
　　　　　　　・ロボット制御　　　・遠隔制御
所在地� 福島県西白河郡矢吹町根宿 230-3
本社所在地� 福島県矢吹町

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-51-1145�FAX：0248-51-1135�総務部�総務担当まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-51-1145�FAX：0248-51-1135�総務部�総務担当まで

http://miraiseigyo.com
　　株式会社　未来制御

福島県矢吹町

あり

　自動制御の開発・設計・製作・工程管理部
門にわかれており、電気回路図設計と制御盤
の組み立て配線の仕事が主です。数多くの製
品をつくるのではなく、様々な種類で少数の
製品をつくる仕事が中心となります。

制御からデザイン確かなものづくりで未来を拓く
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　未来を創造し、技術・人材・製品の全てにおいて、最高品質の会社を目指します。

“Quality【品質】.Cost	【コスト】.Delivery【納期】
できないものは、できるまで考える。　そういう会社でありたい

　精密加工・各種成形を基礎とした光通信、
半導体製品の部品製造工場

・入社理由
　地元で製造業に携わりたいという思いがあり、精
密部品の製造をしている弊社に興味、関心を持ち働
きたいと思い入社しました。
・仕事の魅力など
　所属部署では半導体部品の製造に携わっています。
　多くの人が日常的に使用しているスマホや車に搭載される部品を
作っている事に喜びとやりがいを感じています。

💎 工業宝石　（ルビー、サファイア）ミク�
　　ロン単位での内径、外形加工技術
💎 光通信部品、半導体部品の少量多品種の
　　オーダーメイド加工

設　　立� 1964 年 11 月
代 表 者� 小林　宏介
資 本 金� 1,000 万円
従業員数� 100 名

事業内容
� 工業用宝石、セラミック精密加工の部品製造
所在地� 福島県西白河郡矢吹町新町 271-5
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-2715�FAX：0248-42-3583�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� 同上

yabukiseimitu@tiara.ocn.ne.jp
矢吹精密宝石株式会社

福島県西白河郡矢吹町新町271-5

あり

・加工機械のオペレーター
・双眼鏡検査
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　ものづくりが好きな方で、協調性があり、人の話を聞くことができ、きちんと受け答え

ができる方。

100年の時を超えて世界40ヵ国以上で業界最高レベルの乾燥・熱処理技術を提供しています。

　大和三光製作所は、創業 1915 年から 100 年
以上の間、工業用乾燥機・熱処理装置・焼却装
置・及びその関連プラントなど、常にそれぞれ
の時代に応じた最新の技術をもって提供し続けてきました。これら
の装置は食品をはじめとして、最先端の産業製品にいたるあらゆる
製品の生産装置として広く採用されています。

・入社理由
　モノづくりに興味があり、技術者として幅広い
仕事が経験できることに魅力を感じ入社しました。
・仕事の魅力など
　大和三光製作所では装置の設計から製作、組立まで様々なことを行っています。そのため、受注
から納品まで色々な仕事に携わることができます。未経験の人に対しては、経験豊富な先輩達が仕
事や装置のことを丁寧に教えてくれますので安心して下さい。又、装置を納品した際は大きな達成
感を得られ大変やりがいのある職場だと思います。ものづくりが好きな人なら誰でも大歓迎です！

　当社は 100 年を超える歴史の中で、世界 40カ国以
上の国々に乾燥機を輸出してきた企業です。
最初の海外進出は、1936 年ウズベキスタン向けの輸
出でした。
　その後、中国、アフリカ、ヨーロッパ、中東、アメ
リカ方面と輸出実績は多く、世界各地で商談・据付工
事を進めています。
　これからも、様々な国々のお客様のご要望にお応え
できる製品づくりを目指していきます。

設　　立� 1915 年 10 月
代 表 者� 大和　輝明
資 本 金� 60,000 千円
従業員数� 100 名

事業内容　工業用乾燥機・熱処理装置・焼却装置
及び関連プラントの設計・製作を行っています。
所在地� 西白河郡矢吹町字堰の上 351
本社所在地� 東京都新宿区西新宿 2-1-1

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-5601�FAX：0248-42-5602�業務部まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-42-5601�FAX：0248-42-5602�業務部まで

株式会社  大和三光製作所
http://www.yamato-sanko.co.jp

福島県西白河郡矢吹町

あり

　工業用乾燥機・熱処理装置・焼却装置およ
び関連プラントの板金・溶接・組立技能士。
　具体的には、当社の設計部門から出図され
た図面を基に部品製作を行い製作した部品を
組立、大型の乾燥機を完成させます。

乾燥・熱処理技術の専門メーカー
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　より良い商品を作り、それをお客様の元へお届けする事を目標としておりますので、物

作りが好きな人・興味のある人、また先輩たちと一緒により良い製品を作っていきたい！

そんな気持ちでやってみたい人を歓迎いたします。

ぴったり！を仕立てるをモットーに、顧客と消費者の視点に立って製造しています。

　我が社は、大手スーパーやコンビニエンスス
トアで扱われている食品容器パック・トレイを
製造している会社です。金型・素材・生産工程
によって、機能・デザイン・形状などを変え、スイーツや地元のお
菓子など、それぞれの特徴が引き立つような『ぴったり！な容器』
を製造しています。

・入社理由
　会社を見学しに行った際に、何千種類という数の
製品を生産しているという事に興味を持ち、自分も
作ってみたいと思い入社しました。
・仕事の魅力など
　自分の作った製品が、世の中に出ていってお客様に使って頂いて
いるという事でとてもやりがいを感じています。

　2001 年に工場開始以来、地元の高校卒業者の採用
が多く、平均年齢は２６歳の明るい職場であります。
またぴったり！を仕立てるをモットーに、材料調達・
生産から在庫管理・出荷業務まで生産管理システムを
駆使して行っております。お客様の要望に沿った製品
を提供できるのが強みであります。

設　　立� 1973 年 7月
代 表 者� 廣川　信也
資 本 金� 9000 万円
従業員数� 400 名

事業内容　流通産業の基幹業態であるスーパー、ＣＶＳの
商品売場で大活躍の食品軽量プラスチックパッケージの製造
所在地� 福島県西白河郡矢吹町堰ノ上 259-75
本社所在地� 大阪府大阪市天王寺区

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-2660　FAX：0248-42-5282
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-2660　FAX：0248-42-5282

https://hirokawa.holdings/hirokawa/acepack/

株式会社エースパック
福島矢吹工場（廣川グループ）

福島県西白河郡矢吹町堰ノ上
259-75

なし

　食品容器の製造、それに伴う機械オペレー
ション、品質検査、出荷業務など。

ぴったり！を仕立てるぴったり！を仕立てる
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　高い目標を設定し挑戦する人、前向きで何事にも積極的に立ち向かっていく人、チーム

ワークを大切にして仕事をしたいと考える人、日々地道に取り組むことができる人、現状

に満足せずより良い環境づくりに協力できる人。

向上心にあふれ、高いポテンシャルを秘めた	皆さんとの出会いを楽しみにしています。

　金型設計から製造販売までワンストップでで
きるプラスチックの総合メーカーです。プラス
チックコンテナから、医療廃棄物容器まで多種
多様なオリジナル製品を製造しています。プラスチックという材料
を知り尽くしその特性を最大限に生かしきる。この一点に情熱を注
ぎ込んだ最高品質へのこだわりは、数々のベストセラーを生み、生
産の現場や医療の最前線で役立っています。

・入社理由
　会社見学に行った際に自分が見たことのある
製品を作っていたり、工場を案内してくださっ
た先輩が優しく応対してくださったので入社を決めました。
・仕事の魅力など
　入社したばかりの頃は慣れない手つきで失敗もありましたが先輩
方のご指導により今では印刷作業を任されるようになりました。勉
強や努力した分結果に繋がりとてもやりがいを感じます。

　「ミッペール」は、医療機関で使用され、臭い漏れ
や液漏れなどに対応した設計となっており、注射針な
どを通さない強度になっています。また、「医療廃棄
物容器登録認定制度」に国内・海外で初めて合格した、
ＴＥＮＳＨＯオリジナル製品です。

設　　立� 昭和 11 年 5月
代 表 者� 代表取締役社長　石川�忠彦
資 本 金� 12 億 8百万円
従業員数� 約 560 名 ( 全体 )�42 名 ( 矢吹工場 )

事業内容　・産業用プラスチック資材
　　　　　・土木資材及び医療関係プラスチック
所在地� 福島県西白河郡矢吹町牡丹平 203 番 6号
本社所在地� 東京都町田市南町田五丁目3番 65号�天幸ビル

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-2100�FAX：0248-42-3400�管理課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：042-788-1555�FAX：042-796-6333�本社総務人事部

http://www.tensho-plastic.co.jp/
天昇電気工業 株式会社

福島県西白河郡矢吹町牡丹平203
番 6号

あり

　プラスチック成型品の製造に携わっていた
だきます。成形機で生産されたプラスチック
製品の検査・梱包を行う作業とその製品への
印刷が主な仕事となります。また、2020 年
9 月に同一敷地内に既存工場の２．５倍の大
きさの矢吹第２工場が稼働を開始しました。
それに伴う業務が拡大されました。

プラスチック業界のパイオニア
ＴＥＮＳＨＯ



　

その他

食
品（
米
菓
）　

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

- 23 -

　食品とは文字通り人の食べ物であり、小さいお子さまからお年寄りの方までが口にする

ものです。常に安全に留意した管理体制のもと、安心して召し上がっていただける商品を

提供することは、私たち食品メーカーに課された社会的義務であると考えます。当社は、

全てにおいての満足を追求ができる人材を求めています。

「3つの笑顔（お客様・取引業者様・従業員）」「感謝の気持ち」を大切にしています

　当社は、商品の開発、製造、営業販売まで行って
いる会社です。日々、商品開発に力を入れ、お客さ
まへ高品質の商品をお届けするため、当社ならでは
のおいしさを追求するために、原材料は常に厳選さ
れたものを使用しています。信頼ある仕入れメーカーや卸問屋に対
しても随時、詳細な規格を確認した後に仕入れ、また規格外品や法
律の未認可物質が混入することのないよう、常に細心の注意を払い、
安定した商品を提供できる体制を整えています。

・入社理由
　小さい時に祖父母から貰ったお煎餅が、歌舞
伎揚と知りました。以前、祖父が天乃屋で働い
ていたと聞き、私もぜひ働きたいと思ったのがきっかけです。
・仕事の魅力など
　自分が携わった製品が、お店などに陳列されているのを見た時や、
天乃屋の煎餅を美味しいと食べてくれる人を想像する事が、今では
とても楽しみです。

　当社の顔である歌舞伎揚、歌舞伎といえば日本伝統
的な古典演劇。そして、煎餅は、日本独特の菓子であり、
古くから親しまれてきました。両方の伝統文化を伝え
ようと、煎餅の包装袋に歌舞伎で使用されている定式
幕の模様を取入れ、煎餅の一枚一枚にも歌舞伎の家紋
をデザインしたものを刻印し「歌舞伎揚」と命名。伝
統文化の素晴らしさを伝えるとともに、こだわりある
商品を数多く生産し、歌舞伎揚は、製造から 60年経っ
ても、売上が伸び続けております。

設　　立� 1953 年 7月
代 表 者� 代表取締役社長　大砂信行
資 本 金� 9126 万円
従業員数� 420 名

事業内容� 米菓製造販売

所在地
本社所在地� 東京都武蔵村山市伊奈平 2-17-2

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-43-2511　FAX：0248-43-2512　総務経理課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-43-2511　FAX：0248-43-2512　総務経理課まで

株式会社天乃屋
https://www.e-amanoya.co.jp/

福島県西白河郡矢吹町中畑南
55-1

あり

製造業務
米菓（当社製品）の製造・生産に関わる業務
益々拡大する市場・ニーズ・トレンドに対応
するために最大規模の新工場で長く勤められ
る方を大募集

◆愛され続けて 60 年◆天乃屋の歌舞伎揚
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　世の中に必要な人間となれ世の中に必要なものこそ栄える。イワタニグループの企業理念

である、この言葉を胸に私たち社員全員が社業に取り組んでいます。「お客様が本当に必

要なもの」を提案し、「お客様の安心と安全な暮らし」をサポートし笑顔を作っていくことで

す。そんな私たちの仕事スタイルを共有していきたいと思われる方を募集しています。

「えがおをつくるしごと」

　当社は２０２０年４月 1日より、旧イワタニ
福島㈱、旧福島セントラルガス㈱が統合しイワ
タニセントラル福島㈱として生まれ変わりまし
た。プロパンガスや電気の販売、太陽光発電や水素ステーションな
ど現在の生活に欠かせないエネルギーをを取り扱う会社となってい
ます。

・入社理由
　ガスや電気等、エネルギー業務に興味が有り、
人の役にたつ仕事がしたいと思い当社に入社し
ました。
・仕事の魅力など
　社会に不可欠なインフラのひとつであり、ガスや電気等のエネル
ギーは生活に欠かせないものです。「人のため、社会のため」とい
う誇りを持って仕事が出来る職場です。

　ＬＰガスのＮＯ．1ブランドを安心の一貫供給体制
でお届けします。世界と結び、エネルギーの安定供給
を支えるイワタニ。ＬＰガス供給で我が国のトップで
あることはもちろん、水素、太陽光発電など多彩なク
リーンエネルギーの先端技術でも確かな実績を誇りま
す。

設　　立� 1985 年 11 月
代 表 者� 鈴木　毅
資 本 金� 25 百万円
従業員数� 148 名

事業内容　ＬＰガス関連、石油関連、生活関連品
　　　　　の販売　リフォーム、増改築、空調機器
所在地� 矢吹町赤沢 831
本社所在地� 福島県郡山市駅前２丁目 5番 12号

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-3412�FAX：0248-44-2091�白河支店まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：024（933）8333　　　　　　　　　担当小池まで

https://www.iwatani － hukusima.co.jp/

イワタニセントラル福島株式会社

福島県内

なし

　私たちイワタニセントラル福島の仕事は
「お客様が本当に必要なもの」を提案し、「お
客様の安心と安全な暮らし」をサポートし、
お客様の笑顔を作っていくことです。
　主には、お客様へ、機器や商品の提案、販
売や、ガス設備の安全管理を行っています。

地域密着のサービス
で安心をお届けします。
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　会社の経営理念に共感が持てる方　≪経営理念≫関わりあうすべての人の幸福を常に意識し行動

する地域社会…企業の透明性を図るとともに、地域社会発展のため積極的かつ永続的な貢献活動を

行う顧客・取引先…長期的な取引を目的としたクリーン・安心・安全の提供。廃棄物業界全体のイメー

ジアップに貢献する。ケーイーティ・社員…恒久的に生活向上を目指せる職場環境を作り出す

高度な廃棄物処理コンサルティングと安心・安全・確実な収集運搬

　須賀川市で会社を設立後、2007 年、矢吹町
に移転しました。
　当社は様々な廃棄物について、リサイクル化
を前提とした最も適切な処理方法をご提案して
います。
　「循環型社会への貢献」をテーマに、環境に負荷を与えないリサイク
ル「自然にやさしいリサイクル」を目指し、環境保全に向けての技術を
グローバルな視野で捉え、貢献していきたいと考えています。

・入社理由
　他業界・業種から転職しました。産業廃棄物の
ことは一切分からずに入社しましたが問題ありませ
んでした。他先輩達もほとんどが未経験者です。興味があれば大丈夫。
・仕事の魅力など
　他業界に比べ産業廃棄物業界はまだまだ未熟です。
　新しい発想、技術がどんどん生まれてくる発展的なマーケットで
活躍しませんか？

　社員間コミュニケーションを重要視しています。そ
のため年 6回のイベント（社内行事）があります。
ホームページに写真を掲載していますので、一度ご覧
になってみてください。

設　　立� 2000 年 7月
代 表 者� 川田�裕
資 本 金� ３００万円
従業員数� 17 名

事業内容
資源循環コンサルタント及び産業廃棄物収集運搬
所在地　福島県西白河郡矢吹町赤沢６６５番地１
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-2252　�FAX：0248-44-5551
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-2252　�FAX：0248-44-5551

産業廃棄物のスペシャリスト

 http://ket-japan.co.jp
株式会社ケーイーティ

福島県西白河郡矢吹町赤沢６６５
番地１

なし

・コンサルティング営業
　…産業廃棄物の処理方法・処理先の提案
・ドライバー
　…産業廃棄物の収集及び運搬
・オフィスワーク
　…管理・事務処理
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　110 年以上の歴史を持つ ｢薬用クリーム黒龍｣ をはじめ、高い品質は多くの
方々から愛され、確かな技術と信頼の上に、薬用化粧品のパイオニアとしての
評価をいただいております。
　化粧品 GMP に基づいた医薬部外品、化粧品の製造 ･ 品質管理を実施し、
より良い製品作りに取り組んでいます。

”素肌美の追求”をコンセプトにしています。

　皮膚医学をルーツにスタートし、急速に進
歩する医学・薬学など総合生物科学に基づい
た、素肌美づくりの研究開発を続け、当社な
らではの優れた商品作りを行っています。
　お客様が本当に必要とする商品を製造し、徹底的に
安全性を追及した商品の提供を目指しています。

・入社理由
　化粧品が好きで、化粧品に携わる仕事をしたいと思いました。
職場見学にて会社の雰囲気がとても良かったので
入社を決めました。
・仕事の魅力など
　自分が検査した製品がお店に並んでいるところを見ると、
責任をもって仕事をしている実感が湧き、やりがいを感じます。

　当社は「世のため、人のため」という企業理念に
基づき、磨かれた個性と美しい心をもって商品を
作り続けています。1907 年にあかぎれやしもやけ
で悩む患者のために「黒龍クリーム」の基になる
皮膚病の薬が開発されました。
　薬用クリーム黒龍を代表とする様々な商品は
TV や動画投稿サイトでも多数紹介されています。
また、子どもからご年配の方まで幅広い年齢層
から支持されております。

設　　立� 昭和 24 年 3月
代 表 者� 宮崎　修平
資 本 金� 3,150 万円
従業員数� 53 名

事業内容� 化粧品事業

所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 861
本社所在地� 東京都港区芝公園 2-6-15

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-4151�FAX：0248-44-4157��庶務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-4151�FAX：0248-44-4157��庶務課まで

株式会社 黒龍堂 福島工場
http://www.kokuryudo.co.jp

福島県西白河郡矢吹町赤沢 861

なし

化粧品の製造業
(医薬部外品、化粧品の製造や出荷、
品質管理 )

進化を続ける 100 年企業



　

その他

会社概要

先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

非
鉄
金
属

リ
サ
イ
ク
ル
業

- 27 -

お客様目線で、どんなに小さなことにも真剣に取り組む姿勢。

想像力豊かで積極的に行動できる人。

グローバルなリサイクルコーディネーターとしてお客様と共に社会貢献していく。

　1974 年の設立以来、私たちは廃棄物の再利
用や金・銀・銅といった金属の再生利用を主力
とした�循環型リサイクルシステム構築の先駆者
として事業を確立し、廃棄物の再資源化に取り組んでまいりました。���
　2015年より JX金属グループの一員となり、�廃棄物排出ゼロ実現
のため、グループの力を集結し、�安全にかつ適切に資源のリサイク
ルと地球環境の保護に貢献しています。

・入社理由
　スマートフォンやパソコンに内蔵されているプリント基板のリサ
イクルの先駆けとして、廃棄物を排出しない姿勢に感銘を受けたた
め。
・仕事の魅力など
　当社の環境リサイクル事業が社会貢献につながるので、責任を
もって仕事に取り組むことができる。

　スマートフォンやパソコンに内蔵されているプリン
ト基板のリサイクル事業の中核として、金・銀・銅と
いった金属の回収を担って参りました。今ではプリン
ト基板製造に関わる全ての廃棄物について再資源化が
可能となりました。収集したリサイクル原料は当社白
河工場で素材ごとに分別・破砕後、JX 金属グループ
を中心に、幅広い製錬所に原料供給されております。

設　　立� 1974 年 5月
代 表 者� 代表取締役社長　松浦明一郎
資 本 金� 3,000 万円
従業員数� 47 名 (2022 年度）

事業内容� 非鉄金属のリサイクル
産業廃棄物の中間処理および収集運搬

所在地� 福島県西白河郡矢吹町上敷面 220
本社所在地� 東京都中央区日本橋 3-2-5 毎日日本橋ビル 2F

お問い合わせ先　会社に関すること　TEL：03-6433-6900�FAX：03-3241-4484�総務経理部まで
　　　　　　　　採用に関すること　TEL：03-6433-6900�FAX：03-3241-4484�総務経理部まで

リサイクルを通じて社会貢献する会社

www.takasho-recycle.co.jp
JX 金属髙商株式会社

＜白河工場＞福島県西白河郡矢吹
町上敷面 220

あり

白河工場での、原料選別・破砕業務・製品管
理業務・トラック運送業務を行う。
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　指示を待つだけではなく、自ら考え積極的に行動できる社員となってほしいです。

　失敗を恐れず間違ったことは反省し自分の成長の糧に、成功したことは自分を褒めて

　自分自身を成長させるような努力を惜しまない人物を目指しましょう。

ダンボールの加工ならお任せください

　包装することで商品を守る役割や物流に
は欠かす事の出来ないダンボールの加工を
主に行っております。安全、品質を最優先し、
お客様から信頼される企業を目指し技術の向上を図っています。レ
クリエーション活動などもあり顧客満足度とともに従業員満足度の
向上も追求しています。

・入社理由
　生活に身近なダンボールがどのような工程を経て出来ているのか
興味を持ち入社しました。

・仕事の魅力など
　同じ作業でも状況や材質が変わると上手くいかないこともあり、
そういう問題点を解決したり効率を上げ生産枚数が以前より増加し
たとき、自分の成長を実感出来、やりがいを感じます。

　ダンボールのシートから各工程を経て、箱にするま
で一通りの工程を工場内で行います。
　ロット数や内容を問わずお客様の要望に応え、臨機
応変な対応が可能です。
　各工程間の連絡を密にとり、スムーズな仕事の流れ
を心がけています。

設　　立� 2001 年 4月
代 表 者� 影山　敏宏
資 本 金� 1,000 万円
従業員数� 38 名

事業内容� 段ボールの製造加工

所在地� 西白河郡矢吹町大久保 248-3
本社所在地� 福島県郡山市田村町金屋字川久保 102-1

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：024-941-5699�FAX：024-944-0016�総務部まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：024-941-5699�FAX：024-944-0016�総務部まで

株式会社大輝　矢吹工場

福島県西白河郡矢吹町

あり

　段ボールを加工する業務に従事していただ
きます。
　断裁・プレス打抜・接合部分ののり貼り、
カス取り、穴あけ、組仕切、検品、結束、梱
包等。
　機械または手作業での業務となります。

会社にたずさわる人たちの幸せを追求する
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　現状に満足することなく積極的に学び続ける、探究心と向上心のある人。何事も諦めず

最後までやり遂げる、情熱と責任感のある人。互いの価値観を尊重し合い、柔軟な発想と

対応ができる人

アパレルやセレクトショップなどのトレンドを取り入れた商品の企画・デザイン・製造を行っています。

　当社では、毛皮製品のOEM及びODM製造
を行っております。中国にも工場を持ち、ヨー
ロッパやアメリカなどから良質の毛皮を調達す
る事が可能です。製品の原材料調達から生産・納品までお客様のご
要望に応じて対応させていただきます。

・入社理由
　私が高木ミンクに入社したきっかけは、幼い
頃から図工が得意で、ものづくりの仕事に興味
があったからです。
・仕事の魅力など
　自分が作った商品、自分が売った商品が世の中に�出ていくこと
です。

　当社では、大手アパレルメーカー様との長年の取引
の中で得たデザイン力と、自社工場で、ものづくりに
取り組んできた技術力をあわせた商品の企画・デザイ
ン・製造が可能です。
　また、毛皮の商品づくりで培ったノウハウを活用し、
天然石を使ったアクセサリーの企画・デザイン・製造
も行っております

設　　立� 2005 年 8月
代 表 者� 高木　公義
資 本 金� 1000 万円
従業員数� 120 名

事業内容� 毛皮製品製造・卸

所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 455-2
本社所在地� 岐阜県養老郡養老町飯田 1372

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-1811　FAX：0248-41-1812
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-1811　FAX：0248-41-1812

株式会社 高木ミンク 福島工場
http://www.tgv.jp

福島県西白河郡矢吹町

なし

　営業職、アパレルメーカーのＯＥＭ受注と、
自社商品の提案営業。ＯＥＭでは有名ブラン
ド等に対して新しい商品の形を提案。自社商
品の提案営業は小規模のブティックなどに、
自社商品を販売します。

毛皮商品を中心とした企画・デザイン・製造
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・協調性・行動力・積極性・やり抜く力

大型筐体や大ロットの塗装が得意分野です。

　通信機器やアミューズメント系など様々な金
属製品に錆止め・腐食防止・美観等の目的とし
塗装をする塗装会社です。

・入社理由
　地域の人々の縁の下の力持ち的な役割を担い
たっかたので入社しました。

・仕事の魅力など
　色々な素材が目的や用途によって塗装され命が吹き込まれたよう
に変化するのが魅力の一つです !!

　大小問わず様々な製品をお客様のニーズに応えられ
る設備、処理が可能です。

設　　立� 2015 年 4月
代 表 者� 増子　信也
資 本 金� 300 万円
従業員数� 12 人

事業内容� 金属塗装

所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 870
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-3971�FAX：0248-44-3975
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-3975�FAX：0248-44-3975

pp.yabuki@ever.ocn.ne.jp

株式会社ペイントプラス矢吹

福島県西白河郡矢吹町

なし

・パーカー処理　・焼付塗装　・メラミン塗
装　・ウレタン塗装　・アクリル塗装

技術で彩ろう
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　先輩たちが培ったノウハウを身につけ、また発展させられるよう努力する姿勢を会社は

求めます。2019年 7月から工場が新しくなりました。新しい工場で一緒に働こう。

素直、熱意、地頭の良さをキーワードに！

　2019 年に新しく工場を建てたことにより、
設備も新しくなっています。新しい設備は多く
のセンサーを取り付け、計算によりラミネート
加工を制御しています。
　当社でラミネート加工された化粧板が住宅設備会社さんへ納品さ
れ、室内ドアやシステムキッチンへ加工されます。

・入社理由
　普段から身近にあるものを製造する仕事に就
きたいと思いました。また、工場が新しくなり、
よりよい環境で作業できるという所に魅力を感じました。
・仕事の魅力など
　現在は製造された製品を検査する仕事に取り組んでいます。体力
を使う仕事ですが、効率良く作業をこなす事ができた時や、任せて
いただける仕事が増えた時には責任感と共にやりがいを感じます。

　当社では個人の能力を高める為、会社が認めた講習
や資格取得を全額補助しています。過去には、労務や
人事などの通信教育や職長教育などの講習を実施して
います。また、当社ではフォークリフトや大型トラッ
クを使用しています。これらの免許取得も全額補助し
ていただきました。

設　　立� 1975 年 4月
代 表 者� 田渕　安洋
資 本 金� 4,870 万円
従業員数� 26 名

事業内容� インテリア建材用のラミネート加工

所在地� 福島県西白河郡矢吹町上宮崎 128-1
本社所在地� 東京都中央区築地

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-21-9951�FAX：0248-21-9952�業務部�石井まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-21-9951�FAX：0248-21-9952�業務部�石井まで

株式会社 日建 福島工場

福島県西白河郡矢吹町

なし

　化粧シートと木質ボードのラミネート（貼
り合わせ）加工
・インテリア建材用の化粧板の製造
・キッチン及び洗面化粧室用の化粧板の製造

お客様の発展を支え、社会に貢献し続ける
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　我々の仕事は、人と人とのコミュニケーションが大切な職場です。

　その為、社内においても、常に明るく、楽しい職場作りを心掛けております。

　『人とお話するのが大好き』、『明るいのが取り柄！』という方も大歓迎！

　もちろん経験無くとも、優しく教えますので大丈夫です！

お客さまに『笑顔』を届ける仕事なので、笑顔溢れる職場作りを行っています！！

　当社は1941年にタクシー会社として始まり、長年に渡って、
矢吹町の皆様の生活の交通手段として努めてまいりました。
　現在は、貸切バス業も事業展開しており、矢吹町の皆様、
大手旅行会社等を通じて、多くのお客さまにご利用いただき、信頼を得ております。
　又、町内の幼稚園・小学校及び高校のスクールバスも運行しており、地域の皆様の移
動手段として活躍しております。
　今後もより一層『安全』を重視し、多くのお客さまにご利用していただきたいと思ってお
ります。

・入社理由
　子供を育てる中で子供達の想い出を運んでくれ
たバス屋さん。もっと身近に傍でたくさんの笑顔
が見れるお手伝いをと事務職の経験も考慮し志願いたしました。
・仕事の魅力など
　事務所はアットホームな雰囲気で、各部署はグループの協力体制
がしっかりしており、一つの課題や目標に皆で意見を出し合い、成
し遂げる頑張り屋さんが多いのが魅力だよ！

　当社は、タクシーはもちろんのことながら、貸切バスも
大型バスからマイクロバスまで、多種多様に揃えており、
お客さまの様々なご要望に対応することが出来ます。取
引先は、大手旅行会社や学校関係等、多岐に渡っており、
東北地方を中心に当社のバスが活躍しております。
　また、『安全性評価認定制度』を取得しており、当
社の『安全』への取組が認められております。これに
懲りることなく、これからも『安全』を第一に取り組ん
でまいります。

設　　立� 1941 年 2月 4日
代 表 者� 舘　秀幸
資 本 金� 1,000 万円
従業員数� 47 名（男 38名�女 9名）

事業内容� タクシー、観光バス

所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 855
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町中町 246

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-21-6878�FAX：0248-21-6886�採用担当まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-21-6878�FAX：0248-21-6886�採用担当まで

有限会社矢吹タクシー
http://www.yabukikotsu.com/

福島県西白河郡矢吹町赤沢

なし

　事務所での事務作業になります。
　パソコンを使ってのデータ入力等を行って
いただきます。

『 安心　安全　感動 』 を笑顔と共に．．．。
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　明るく笑顔で会話のできる人。そして相手が何を求めているのかをいち早く理解し臨機

応変に対応できる人が一番求められます。それには、上司、先輩、同僚との連携を密にし

て知識を吸収する努力が重要です。失敗を恐れず積極的に行動できる様に日々鍛錬し成長

する人物を求めています。

商売は商いとも言い、飽きず頑張る事が大切です、そんな経営者を商工会は一生懸命に支援します。

　商工業を営む方が会員となって公益法人と言
う非営利団体です。予算は、県や町村からの補
助金と会費等で運営されています。仕事は、商
工会法に基づいた経営改善普及事業という小規模事業者への経営改
善指導を行っています。商工業を営む上で様々な諸問題を解決する
お手伝いをしています。それから、地域の伝統文化を守り受け継ぐ
事業や地域振興のために、お祭りや商店会の連合売り出しの企画等
様々な仕事を行っています。

・入社理由
　昔、商店街は活気があり、皆がお祭りやイベントで
一生懸命に賑わいを創り、楽しく活動していた事を思
い出し、自分も一緒になって商工業の活性化を図りたいと思い入社しました。
・仕事の魅力など
　商工業者の持続的経営のため、様々な相談への対応や課題解決の
方法を関係機関や専門家と協力しながら解決する、自分自身も勉強
しながらスキルアップが図れます。

　商工業者の皆さんと伴走して経営の維持発展に努め
ている。各企業の金融、税務、労務、取引などあらゆ
る諸問題に対し、行政機関、金融機関、弁護士、税理
士等あらゆる関係先と連携し解決しています。国や県
の中小企業施策を普及させ経営環境の向上に努めてい
ます。経営計画書の作成指導、各種補助金の申請事務
指導などマルチな業務を行っています。

設　　立� 1960 年 9月
代 表 者� 太田�美男
資 本 金� なし
従業員数� 6 名

事業内容� 商工業者の経営相談支援

所在地� 矢吹町中町 290
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町中町 169-3

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-4176　FAX：0248-44-2087
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-42-4176　FAX：0248-44-2087

矢吹町商工会

福島県全域

なし

　福島県商工会職員採用試験が年２回行われ
ます。試験合格後、名簿順位で各商工会欠員
補充での採用となります。職種は経営指導員
が商工業者の経営相談指導業務を行います。
また、経営支援員は経営指導員の補助や商工
業者の事務代行等の業務を行います。

元気が一番！　
「笑顔の経営」応援します。
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　矢吹町では、「与えられた仕事をそつなくこなすだけの人材」ではなく、●常に問題意識

を持ち、改善できる人材●主体的、自律的に行動し、組織の目標達成に貢献できる人材です。

　時代や環境の変化に迅速・柔軟に対応することができ、町の将来を担う意欲と情熱を持っ

ていると自信のある人財を求めています。

自分のやりたいこと、成し遂げたいこと、未来を拓く開拓者として、矢吹町を盛り上げていきましょう！

　矢吹町は日本三大開拓地の１つとして、現在
も広大な美田を有する町です。
　開拓という言葉には「広い可能性を秘めた」
という意味が込められています。人口減少や少子高齢化、地方創生、
震災からの復興など社会が大きく変化しようとしている今、私たち
は、未来を拓く開拓者として、希望にあふれた明るい未来を創造し、
矢吹町民のフロンティア精神で、「町民」「行政」「議会」が一体となっ
たまちづくりを進めていきたいと考えています。

・入社理由
　生まれ育った矢吹町の発展のために、少しでも貢献できるような
仕事がしたいと考えたからです。

・仕事の魅力など
　業務を通じて日々成長することができ、行った事業が住民の皆様
の役に立つことにやりがいを感じます。

　矢吹町役場は、「矢吹町新人材育成基本方針」に基
づき、社会情勢の変化に伴う多様な住民ニーズに敏感
に対応でき、組織の目標達成に貢献できる職員を目指
して、職員の能力開発及び向上を図るため、町独自の
研修や研修所への派遣研修等を実施しています。
　また、自治体の経営の効率化を推進することを主眼
に、最小の経費で最大の効果をめざし、財政運営の健
全化を図り、地域における資源を最大源活用した事業
を展開しています。

設　　立� 昭和 30 年
代 表 者� 町長　蛭田　泰昭
資 本 金� 公共機関のためなし
従業員数� 156 名

事業内容� 地方行政一般

所在地� 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-42-2111�FAX：0248-42-2138�総合窓口課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-42-2117�FAX：0248-42-2587�企画総務課まで

http://www.town.yabuki.fukushima.jp
矢吹町役場

福島県西白河郡矢吹町一本木101
番地

なし

　福祉、医療、環境、子育て、教育、まちづ
くり、防災など、町民の皆様が住みやすい安
心安全なまちづくりを進めています。
　また、その多様なニーズにこたえるために
様々な事業を展開しています。

日本三大開拓地の町、矢吹へ
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　長期勤続によるキャリア形成を図る観点から 35歳以下の募集。印刷・製本工程前後の

工程での業務もありますので、次の 100年を目指し、新しいアイデアをお持ちの方は是

非ご応募ください。

大手メーカー様からの取扱説明書を中心に商業印刷物などの印刷サービスを提供してます

　当社は 1906 年創業の YAMAGATA 株式会社
の製造部門として、主に大手メーカー様の取扱
説明書の印刷を行っております。その為、厳し
い品質や多様な仕様に柔軟に対応してきた実績が御座います。印刷
から製本まで一貫生産はもちろん、製本、折りなど一部工程のご依
頼もお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。

・入社理由
　色々な説明書などを印刷製本していて、その
ような身近な物で社会を支えられる仕事をした
いと思い入社しました。
・仕事の魅力など
　取引先に大手メーカーが多く、安定性があることや完全週休 2
日制と休みが多い職場です。また ISO14001 認証を取得していて
クリーンな職場環境となっております。

　歴史と実績を誇る YAMAGATA グループの印刷関
連会社です。YAMAGATAグループでは、東南アジア
と中国の制作と印刷拠点を中心に翻訳拠点をヨーロッ
パに置いて、世界 9カ国にグローバル展開していま
す。その中で当社は、自動車、家電、AV機器など日
常生活に身近な製品の取扱説明書を総合的に扱ってい
ます。大手メーカー様の求める高度な品質に対応した
製品づくりで信頼を得て実績を積んでおり、安定した
お取引をさせて頂いています。

設　　立� 昭和 59 年 6月
代 表 者� 代表取締役　山形　隆司
資 本 金� 5 百万円
従業員数� 51 名

事業内容� 印刷・製本業

所在地� 福島県西白河郡矢吹町中畑南81番地
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町中畑南81番地

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-43-2323�FAX：0248-43-2508�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-43-2323�FAX：0248-43-2508�総務課まで

山形印刷株式会社
http://www.yamagata-corp.jp/

福島県西白河郡矢吹町中畑南 81
番地

あり

　当社は、印刷物（取扱説明書等）を作って
いる会社です。大きく分けて印刷と製本とい
う作業に分かれて、その中で役割分担を決め
て作業しています。一人でコツコツとやる作
業から、チームで 1台の機械を動かす作業
まで様々です。

印刷物のことならぜひYAMAGATAへ！
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　まずは明るく、やる気が人一倍ある方。やり遂げる責任感を持っている方。仕事に情熱

をもって、日々努力できる方。以上のいずれかに少しでも当てはまる方を求めております。

皆さまの暮らしの様々なシーンで“くらしをまもるバルサン”を従業員一丸となって生産しています！

　当社は、“激落ちくん”を代表商品とする
レックグループの一翼を担う生産拠点とし
て、技術力を駆使し、高品質で信頼性の高い
医薬品、家庭用および業務用製品生産をしております。使いやすさ
と安全性を最優先に、品質の向上に日々努めております。
　また、隅々まで行き届いたきめ細かい生産管理による、一貫した
生産システムで優良な製品をお届けしております。　　

・入社理由
　ものづくりにとても興味があり、機械を操作
したりすることが大好きで入社いたしました。

・仕事の魅力など
　自分たちが生産した商品を身近なドラッグストアなどで目にする
ことができ、喜びとやりがいを感じる仕事です。日々試行錯誤しな
がらものづくりにチャレンジしています。

　加熱により有効成分を煙状の粒子で拡散する「くん
煙技術」を使用した殺虫剤という製造している会社が
全国でも数少ない特殊な製品を約 50年にわたり製造
しております。
　近年では同技術による防カビ剤も加わりましたが、
お客様にご迷惑をお掛けしないよう毎年、製品の品質
苦情ゼロを目指しております！

設　　立� 1976 年 10 月
代 表 者� 青木　光男
資 本 金� 18,000 万円
従業員数� 95 名

事業内容　　　　　医薬品、医薬部外品、化粧品、
日用雑貨品、化学品等の製造

所在地� 福島県西白河郡矢吹町中畑 464 番地
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町中畑 464 番地

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-43-2211�FAX：0248-43-2659�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-43-2211�FAX：0248-43-2659�総務課まで

バルサン株式会社
https://varsan.jp/

福島県西白河郡矢吹町

あり

①生産オペレーター、②倉庫管理業務

お客様が感動する商品を一生懸命生産します
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　レンゴーは社員こそが企業の財産であると考え、社員の成長をサポートしていきます。

入社時には会社、および工場の概要や社会人としての基本を学ぶ導入教育を実施します。

その後は各職場にて OJT を通じて実践的に業務を身につけますので、特別な技能や経験

が無くても大丈夫です。

当社は日本の段ボールの創業メーカーであり、国内シェアのトップを誇ります。

　人にも環境にもやさしい軽薄炭少（ＣＯ２
削減）エコ段ボール生産を目指しています。
レンゴー株式会社　福島矢吹工場は２０１０
年の開設以来、福島県全域をはじめ、栃木
県北部の皆様に、段ボールを中心とした包装のトータルサービスをお
届けしてまいりました。たゆみないイノベーションを通じて包装の新た
な価値を創造し、「ゼネラル・パッケージング・インダストリー（ＧＰＩ）」
として、あらゆる産業の全ての包装ニーズにお応えします。

・入社理由
　小学生のころ、親の手伝いで野菜を入れる段
ボールを組み立てた際、平らな段ボールが様 な々
形の箱に出来る凄さを知り、興味を持ちました。
・仕事の魅力など
　世の中の製品のほとんどが、一度は段ボール箱に入って運ばれて
行きます。物流に無くてはならない段ボール箱を製造することに
よって、社会に貢献している実感があります。

　一般的な段ボールから、流通現場の効率化を実現す
るレンゴー�スマート・ディスプレイ・パッケージン
グをはじめ、耐水・鮮度保持・防錆などの機能をプラ
スした機能性段ボール、カラフルな印刷で販売効果を
高める美粧段ボールまで、常に段ボールのイノベー
ションをリードしています。

設　　立� 1920 年 5月
代 表 者� 川本　洋祐
資 本 金� 31,066 百万円
従業員数� 3,818 名

事業内容
� 段ボールシート・ケースの製造及び販売
所在地� 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前 115-1
本社所在地� 大阪府大阪市北区中之島 2-2-7

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-41-2073�FAX：0248-41-2066�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-41-2073�FAX：0248-41-2066�総務課まで

レンゴー株式会社 福島矢吹工場
https://www.rengo.co.jp/

福島県西白河郡矢吹町諏訪の前
115-1

なし

　原紙を貼り合わせて段ボールシートを製造
する貼合工程、段ボールシートに印刷・糊付
け・型抜きなどの加工を施して箱にする製凾
工程があります。それぞれの工程の機械操作・
材料投入・仕上がった製品の検品などを行い
ます。製造現場は２直体制となっており、１
週間交代で昼勤・夜勤シフトが入れ替わる勤
務シフトが基本となります。

パッケージングで、暮らしを支え、未来をつくる
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○責任をもって自分の仕事に取り組める人

○向上心があって目標に向かって頑張れる人

当社は、輸送と倉庫保管を主とした会社です

　中型車、大型車による一般貨物及びトレー
ラーによる海上コンテナを輸送しております。
倉庫についても一般貨物保管の他に定温倉庫、
更に保税蔵置場を利用した輸出入通関を行うことが可能です。地域
の皆様、企業の方々の様々なニーズにお応えできるようスタッフ、
設備の充実を図り地域のトータル物流ネットワークの構築を目指し
ています。

・入社理由
　勤めている知り合いに誘われて入社しまし
た。

・仕事の魅力など
　ドライバーは基本、一人で行動することが多いので自分のペース
で働けます。仕事だけど色々な場所に行けるのが自分に合ってます。

　当社は、ドライバー、倉庫オペレーター、事務員と
大きく 3つに分けられますが、勤続年数 10年以上の
社員が 7割を超えており長く勤められる会社です！
また、今まで色々なことが有りましたが乗り切ってき
ました。ここぞという時のチームワークもスゴイで
す！

設　　立� 1984 年 6月
代 表 者� 大竹　徳一
資 本 金� 2,000 万円
従業員数� 50 名

事業内容
一般貨物自動車運送事業、倉庫業、太陽光発電事業
所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 850
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 850

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-2258�FAX：0248-44-2288�管理課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-46-3925�FAX：0248-46-3928�業務課まで

http://ootake-unso.com/
大竹運送株式会社

福島県矢吹町

なし

　ドライバーは、主に関東方面へ荷物を運び
ます。
　倉庫オペレーターは、フォークリフトで荷
物の出し入れ保管作業を行います。

輸送から保管迄トータル物流サービス提供
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　幅広い年齢層が活躍する会社です。ドライバー同士の交流も多い職場です。

協力性・積極性のある明るい方、趣味を持って家族を大切にする方を求めます。

ドライバー未経験の方でもOK。　実戦経験を積み、一緒にプロドライバーを目指しましょ

う。

車好き、運転好きな人が集まった明るい職場です！

　当社は 1986（昭和 61）年 3月に一般貨物自
動車運送事業として設立しました。
　現在は運送業の他、営業倉庫として海上コン
テナのデバン・バンニング作業も行っています。

・入社理由
　2トン車で営業ドライバーの仕事をしていた
が、大型車の運転に興味が移り、大型車の免許
を取得して入社しました。
・仕事の魅力など
　大型車で色々な荷物を積み、行ったことがない土地や場所への輸
送、日本の物流の血液として日々満足感が得られる事が魅力です。

　当社は、大型ウィング車�10 台�・�大型平ボディー車�
6 台�・�7t ユニック車�1 台�・�4t ウィング車�16 台�・�4t
平ボディー車�4 台�・�2t ウィング車�1 台がフル稼働し
ています。
　営業倉庫面積�6,043㎡を持ち、保管・管理の上でも
お客様から信頼を得ています。

設　　立� 1986 年 3月
代 表 者� 小針　幸蔵
資 本 金� 1250 万円
従業員数� 45 名

事業内容　　　　�・一般貨物自動車運送事業
　　　　　　　　�・営業倉庫（保管・入出庫業務）
所在地� 矢吹町沢尻 101-1
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-45-2006�FAX：0248-45-2166�常務：中田まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-45-2006�FAX：0248-45-2166�常務：中田まで

有限会社　小針運送

福島県西白河郡矢吹町　　
本社営業所

なし

　大型・中型・2ｔ車のドライバーとして、
県内�・�近県�・�関東方面へをメインとした輸
送

お客様に『安心』と『安全』を提供いたします。



運
送
業 先輩からのメッセージ

当社は、こんな会社です！ うちの会社のスゴイとこ

募集職種

会社概要

勤務地

仕事内容

インターンシップ

- 40 -

　社訓でもある「俺がやらなきゃ誰がやる　今やらなきゃいつ出来る」の精神に則り、経

験やスキルよりもやりきる覚悟とやってみる実行力を重視します。人任せではなく「まず

自分が」という人材を男女問わず求めています。

時代の先を読み、ネクストステージへ果敢な挑戦を。

　「俺がやらなきゃ誰がやる　今やらなきゃい
つ出来る」という創業者の心意気のもと、馬車
一台でスタートしました。当社は東北地方を中
心に、総合物流業に取り組む会社です。東北 6県に 13拠点を構え、
地域の物流ネットワークを支えています。主軸となっている輸送事
業と倉庫事業のほか、物流拠点としての土地利用を提案する物流不
動産業、物流業界の充実を図る 3PL 事業、物流に関わるスタッフ
を派遣する人材支援事業にも取り組んでおります。

・入社理由
　日常生活を成り立たせる上で、なくてはなら
ない物流に興味があり、会社訪問したときの社
長の物流に対する熱い想いに感銘を受けて入社を決めました。
・仕事の魅力など
　配車担当業務は決められたルールのもと何をどこまで運ぶのかを考
える仕事です。自分が考えた運行プランで無事に商品がお客様のもと
に納品され、ドライバーが元気に帰ってきたときに喜びを感じます。

　「物流」を進化させ必要とされる会社になるという
経営理念の下、直近では関東にも進出を果たすことが
できました。
　しかし、我々は更なる飛躍を求めています！発展と
仕事のやりがいとが直結・リンクするアグレッシブな
会社です。
　社内トレーニングジムやお子様のお預かり制度もあ
り、充実したビジネスライフが送れると思います。

設　　立� 昭和 35 年 7月
代 表 者� 芳賀　篤徳
資 本 金� 4800 万円
従業員数� 576 名

事業内容�一般貨物自動車運送事業、第一種利用運送事業、第二種利用運送事業、
倉庫業、一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業、石油類販売、自動車修理・販売
所在地� 福島県西白河郡矢吹町赤沢 500
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-2171�FAX：0248-44-2144�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-2171�FAX：0248-44-2144�総務課まで

http://www.samegawa.com/
鮫川運送株式会社

福島県矢吹町

あり

運転手・・・・・・トラックで日本の経済を
運びます（運転免許の取得制度あり）
倉庫作業員・・・・お客様の商品をお預かり
し、管理します
自動車整備士・・・最新設備の工場で自社の
トラックをメンテナンスします

俺がやらなきゃ誰がやる　今やらなきゃいつ出来る
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　当社はほとんどの方が中途採用です。同業種は勿論ですが、多くは様々な業界出身の方です。経験

がなくても、やる気と前向きな姿勢があれば安心して勤めることができます。勿論、新卒の方も同様です。

　真面目に物事に取り組める方であれば、先輩社員が優しく教えてくれますので、少しでも物流業界

に興味がある方はご応募ください！

生活を陰で支える物流業に一緒にチャレンジしてみませんか？

　当社は平成 29 年 6 月で創立 50 年を迎えた
安定した運送会社であり、本社は国道 4号線に
隣接しており恵まれた立地です。現在は同町内
に矢吹中央物流センター、宮城県村田町に仙台支店を置き、物流の
全域をカバーできるよう努めています。
　社風は真面目で穏やかなアットホームな会社です。10代から 60
代まで幅広く勤務しています。
　最近では新卒倉庫作業員、女性ドライバーも活躍しています。

・入社理由
　人々の暮らしを支えている物流に興味があ
りました。
　また、フォークリフトの操作を、学んでみたいと思って応募しました。
・仕事の魅力など
　指定された位置に丁寧に荷役運搬作業が出来るようになってきた
ことや、自社の社員は勿論、他社の運転手ともコミュニケーション
が取れる力が付いてきたことです。

　自社トラック輸送は勿論、各種コンテナ輸送等の手
配も行っています。
　また自社倉庫 10 棟において、保管業務、検品、各
種物流加工等幅広く営業をしています。
　運送部門、倉庫部門で協力し合い、お客様のニーズに
応える努力をしています。その成果もあり、主要荷主の
監査では「模範倉庫」と称して頂き、表彰状も頂きました。
　当社はＩＳＯ9001をはじめ、各種認定を取得してお
り、特に「安全、品質、環境」に力を入れています。

設　　立� 1967 年 6月
代 表 者� 北畠　修司
資 本 金� 2000 万円
従業員数� 87 名

事業内容� 一般貨物自動車運送事業
� 倉庫業
所在地� 福島県西白河郡矢吹町北町 68-1
本社所在地� 福島県西白河郡矢吹町

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-3456�FAX：0248-42-3203�総務課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-3456�FAX：0248-42-3203�総務課まで

丸永運送株式会社
http://www.marunagaunso.com/

福島県西白河郡矢吹町

あり

・倉庫部門…倉庫管理及び作業全般となりま
す。①現場での入出庫管理業務②フォークリ
フトによる荷物の移動作業③保管・検品・開
梱作業等 (手作業もあります)
・運送部門…4tトラック又は大型トラックに乗
車してもらいます。①荷主先での積み下ろし作
業②関東近辺への輸送業務
※必要な資格・免許等は入社後でも取得できます。

物流の全域をカバーする「総合物流企業」
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まじめで何事にも一生懸命取り組める人、経験問わず歓迎致します。

　当社は 1957 年（昭和 32 年）、オート三輪 1
台から創業した企業になります。
　現在は円滑に運送を行えるよう完全一車一人
制とし、アサヒビール、ダンロップタイヤ、段ボール、資材関係な
どを県内・関東・東北一円の輸送を行っています。
　少人数ながらも元気が絶えない、アットホームな雰囲気で営業し
ております。

・入社理由
　定着率がとても高く、どの方も長く勤められている環境です。
　自分も務めて 10年になりますが、これからも続けていきたいと
思っております。
・仕事の魅力など
　大きなトラックに乗って、今まで行ったことのない場所に行くこ
とが出来ます。色んな道を覚え、様々な土地柄を知ることは、大き
な社会経験に繋がります。

　永年勤続者が 30 年以上、40 年以上と長く働いて
くれています。
　チームワークもとても優れており、例えば急な休み
になってしまっても、仲間が自発的に仕事を助けてく
れます。
　どんな状況でも、仕事をスムーズに進めていける環
境です。

設　　立� 昭和 44 年 10 月
代 表 者� 伊勢野　信一
資 本 金� 500 万円
従業員数� 14 名

事業内容� 一般貨物自動車運送事業

所在地� 福島県西白河郡矢吹町田町 36–1
本社所在地� 同上

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-44-3331�FAX：0248-44-3332
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-44-3331�FAX：0248-44-3332

矢吹運送有限会社

福島県西白河郡矢吹町赤沢 70

なし

　2 ｔ、4 ｔ、10 ｔ車に寄る荷物の輸送を
関東から東北まで行っております。

若者からベテランまで楽しく働こう！
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　ふるさと福島のために、お客さまの成長のために、失敗を恐れず、何事にも主体的にチャ

レンジする勇敢な若い力を待っています！

コーポレートメッセージ「すべてを地域のために」のもと“ふくしま”の復興・更なる成長のため力を尽くします。

　当行は 1941 年に設立され、2021 年 11 月におかげさまで 80周
年を迎えました。「地域社会の輝く未来へ～ 80 年間支えて頂いた
皆さまへの恩返し～」をスローガンに掲げ、“地域・お客さま”の
成長のために力を尽くしています！
　これまでも、そしてこれからも地域経済・社会の発展に貢献する
ことを使命とし、ふるさと「ふくしま」とともに歩みつづけます！

・入社理由
　「私を育ててくれた地元“ふくしま”のために恩返しがで
きないか」この想いが私の就職活動の柱でした。東邦銀
行ならこの想いを実現できると確信し、入行を決意しました！
・仕事の魅力など
　銀行業務は、個人に対する資産運用やローン・法人に対する融資
やコンサルティング業務等、とても幅が広いです！だからこそ「様々な
人に寄り添い、役に立てる」。それが東邦銀行での仕事の魅力です！

　当行は「人を大事にする経営」を基本理念とし、働
き方大改革や人材育成制度の拡充に積極的に取り組ん
でいます！働き方大改革としては、「完全フレックス
タイム制」の導入や、ICT（情報通信技術）を活用し
た「テレワーク」の導入など、柔軟で多様な働き方の
実現に取り組んでいます！人材育成制度としては、当
行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」を
充実させるなど、一人ひとりの成長と活躍を全力でサ
ポートしています！

設　　立� 1941 年 11 月
代 表 者� 佐藤　稔
資 本 金� 235 億 19 百万円
従業員数� 1,980 名

事業内容� 普通銀行業務

所在地� 福島県福島市大町 3番 25号
本社所在地� 福島県福島市大町 3番 25号

（2021 年 9月 30 日現在）

お問い合わせ先　会社に関すること　　　　　　　　　　 TEL：024-523-3131
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：024-523-3137　人事部人事課まで

http://www.tohobank.co.jp/
株式会社　東邦銀行

福島県、宮城県、山形県、茨木県、
栃木県、新潟県、東京都

あり

「窓口業務」・・・預金の入金・出金や振込み、税
金の支払い、各種変更手続きなどを担当する業務
「資産運用業務」・・・多岐に渡る運用商品の中か
ら、お客さまに合った商品情報を提供する業務
「融資業務」・・・個人向け（住宅資金等）事業者
向け（設備資金等）融資を担当する業務
「渉外業務」・・・お客さまを訪問し、課題やニー
ズを発見し、その解決策を提案する業務

すべてを地域のために
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　お客様からも身近に相談できる銀行員として人と接することが好きな方が活躍できま

す。	話ができるだけでなく、「聴く」ことも大切なこと、コミュニケーション能力が発揮

されます。	また、ニーズも多様化しており、お客様のニーズを把握し、お客様のより高

い満足を目指します。そのためにも果敢に挑戦する人材を求めています。

福島の人々の人生を豊かにするお手伝いをするために、社員全員の熱い気持ちが溢れています。

　当行は2022年11月に100周年を迎えます。
創業当初から掲げている、庶民金融、地域と共
にある金融機関としてこれからも地域に根差し、
お客様のため、福島のために全力で取り組んでいきます。
　当行は現在、新中期経営計画「ふくぎん福島創生プロジェクト」を策
定し、お客さまへの「本業支援」や「資産形成」に全力で伴走支援して
いきます。

・入社理由
　私は、地元に戻り、お客様と接する仕事をしたいと考え
ていました。入社の決め手はお客様と接する行員の方を見
てお客様と距離が近く、信頼が厚いと感じ、先輩行員を目指し、入社を決めました。
・仕事の魅力など
　お客様の夢や悩みの解決の手助けになったときにお客様から「あ
りがとう」と感謝されることが私の仕事のやりがいです。

　当行は 2022 年 11 月に創立 100 周年を迎えます。
　当行は 100 年という長い歴史の中で、地域、お客
様と共に歩んできました。
　これからも福島の力強い成長を実現させていくこと
が我々の使命です。
　福島銀行で理想の自分、これからの福島を一緒に創
りましょう。

設　　立� 1922 年 11 月
代 表 者� 加藤　容啓
資 本 金� 186 億円
従業員数� 669 名

事業内容� 普通銀行業

所在地� 福島県内全域及び仙台、黒磯、水戸、大宮
本社所在地� 福島県福島市万世町 2-5

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：024-525-2978�FAX：024-536-5338�人事総務部人事研修課まで
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0120-19-2940�FAX：024-536-5338�人事総務部人事研修課まで

株式会社　福島銀行
https://www.fukushimabank.co.jp/

高卒（地域限定職：自宅から通える
範囲の支店）例）県南地区の営業店

なし

　福島県内のお客様を中心に、お金に関する
様々なサポートをする仕事です。
　入行 1年目は、預金・融資・為替などの
営業店内で行う「窓口業務」を担当します。
　2年目以降は、自転車やバイク、車でお客
様を訪問する「渉外業務」を含め、ジョブロー
テーションにより担当を決定します。

福島銀行は地域創生の為、
企業や個人のお客様をサポートしています。
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　金融機関は一般的に堅いイメージがありますが、実際は和気あいあいとして働きやすい

職場環境です。仕事に関しては厳格ですがやりがいの感じられる職場であり、意欲のある

方の応募をお待ちしております。

　当金庫は、福島県南地区（12店舗）、栃木県北地区（３店舗）を
営業エリアとする地元企業・地域住民のための協同組織金融機関で
す。地域住民並びに中小零細企業の専門金融機関として、その役割
と責任を果たすため、顧客ニーズを把握し「サービス提供」と「利
便性向上」に努めることで、地域経済の発展に貢献しております。

・仕事の魅力など
　「積極的健全経営と和協を旨とし」「地域社会の幸福と繁栄のため」
「金融を通じ真心をもって奉仕する」の基本方針のもと、地域の皆
様に寄り添いながら金融サービスの提供を行うことで、大きなやり
がい・達成感を感じられる仕事です。

設　　立� 大正 14 年 1月 7日
代 表 者� 牧野　富雄
出 資 金� 1,097 百万円
従業員数� 151 名

事業内容� 預金・融資等の金融業務全般

所在地�
本部所在地� 白河市新白河 1丁目 152

お問い合わせ先　会社に関すること� TEL：0248-23-4511�FAX：0248-22-3579�総務統括部�人事教育グループ
　　　　　　　　採用に関すること� TEL：0248-23-4511�FAX：0248-22-3579�総務統括部�人事教育グループ

http://www.shirakawa-shinkin.jp/
白河信用金庫

福島県南地区、栃木県北地区

なし

預金～預金の受入・払出・公金収納・金融商
　　　品の販売等
融資～融資の相談・提案・受付・審査・事務
　　　手続等
渉外～融資の相談・提案・受付・定期預積金
　　　の勧誘
　　　金融商品の勧誘販売等

矢吹東支店
矢 吹 支 店
※矢吹支店は店舗内店舗として矢吹東店内で
　営業しております。
住　　所　　～　　西白河郡矢吹町曙町384
Ｔ Ｅ Ｌ　　～　　0248-44-2711

「今日も明日も幸福つないで」



や ぶ き 経 営 懇 話 会 会 員 名 簿 （令 和 ４ 年 ４ 月 現 在）
企　　　　業　　　　名 所在地 電話番号 備考

1  アネスト岩田株式会社　福島工場  丸の内 227-1 ４２－４８５５
2  株式会社天乃屋 矢吹工場  中畑南 55-1 ４３－２５１１
3  株式会社エースパック 福島矢吹工場  堰の上 259-75 ４１－２６６０
4  ケミコン東日本株式会社  丸の内 185-1 ４２－４１０１ 副会長
5  株式会社黒龍堂 福島工場  赤沢 861 ４４－４１５１
6  昭和電器株式会社　矢吹事業所  中野目西 362 ４５－２２１１
7  株式会社大協製作所 福島工場  井戸尻 489-1 ４４－５８１７
8  株式会社大和三光製作所 福島工場  堰の上 351 ４２－５６０１
9  JX 金属髙商株式会社  上敷面 220 ４３－２７３１

10  ティエフオー株式会社 福島工場  西長峰 550 ４４－２１００
11  協栄サーキットテクノロジ株式会社  堰の上 305-2 ４２－３１５１
12  株式会社緑マーク 福島工場  牡丹平 150 ４５－２２１６
13  矢吹精密宝石株式会社  新町 271-5 ４４－２７１５ 副会長
14  バルサン株式会社  中畑 464 ４３－２２１１
15  有限会社Ｅ．Ｓ．Ｑ　　（エスク）  一本木 162-3 ４１－１１１０
16  大竹運送株式会社  赤沢 850 ４４－２２５８
17  鮫川運送株式会社  赤沢 500 ４４－２１７１
18  株式会社こばり製作所  中畑南 199 ４３－２３９６
19  丸永運送株式会社  北町 68-1 ４４－３４５６
20  レンゴー株式会社　福島矢吹工場  諏訪の前 115-1 ４１－２０７２
21  イワタニセントラル福島株式会社　白河支店  赤沢 831 ４２－３４１２
22  株式会社大輝 矢吹工場  大久保 248-3 ２９－８５８０
23  有限会社小針運送  沢尻 101-1 ４５－２００６ 副会長
24  株式会社内山プレス工業  天栄村柿之内字沖内 18  0248-83-2231
25  株式会社福島銀行 矢吹支店  本町 10-2 ４２－３９１１
26  白河信用金庫 矢吹・矢吹東支店  曙町 384 ４４－２７１１
27  株式会社東邦銀行 矢吹支店  八幡町 534-1 ４２－３１３１ 監事
28  株式会社高木ミンク 福島工場  赤沢 455-2 ４１－１８１１
29  株式会社ケーイーティ  赤沢 665-1 ４１－２２５２ 監事
30  株式会社未来制御  根宿 230-3 ５１－１１４５ 会長
31  有限会社藤井製作所  神田南 230 ４５－２５２４
32  有限会社佐藤フライス  中畑南 185-20 ４３－２８５２
33  株式会社ペイントプラス矢吹  赤沢 870 ４４－３９７１
34  山形印刷株式会社  中畑南 81 ４３－２３２３
35  有限会社矢吹タクシー  赤沢 855 ２１－６８７８
36  矢吹運送有限会社  田町 36-1 ４４－３３３１
37  株式会社　日建  上宮崎 128-1 ２１－９９５１
38  天昇電気工業株式会社　矢吹工場  牡丹平 203-6 ４２－２１００
39  田村工業株式会社　福島工場  赤沢 880 ４１－１２５０
40  矢吹町商工会  中町 290 ４２－４１７６ 顧問
41  矢  吹  町  一本木 101 ４２－２１１９

事務局
 矢吹町商工推進課  矢吹町一本木 101 ４２－２１１９
 矢吹町商工会  矢吹町中町 290 ４２－４１７６
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