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立地企業ガイドブック
「めむろ」を探す

「めむろ」で見つける

北海道芽室町 2021 年 4 月版
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企業情報一覧

芽室町には 3 つの工業団地に約 300 社の企業が立地し、農畜産物が豊富に生産される
ことや交通アクセスの優位性から、基幹産業である農業に関連する企業を中心に集積して
います。
この度、町内立地企業による人材確保への取り組みを支援するため、町内の魅力ある企
業を紹介する「企業立地ガイドブック」作成いたしました。
就職活動を控えた皆さまや関係する皆さまにとって、業界や仕事の研究資料として活用
いただければ幸いです。

令和３年４月

北海道芽室町
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こんにちは「めむろ」です

海のある、あのまちではありません。
「木の芽」の「芽」ですって、
説明することもあります。
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めむろって、こんなまちです

基幹産業が農業の町で、作付面積・収穫量とも日本一のスイートコーンを
はじめ、小麦、小豆、てん菜、ばれいしょ等、主要な農産物は全国屈指の
生産量を誇ります。

だから、農業機械の販売や修理、農産物の集出荷、食品関係の企業が数多く
集積しています。

交通アクセスが便利な場所で、町内には２つのインターチェンジがあ
ります。札幌には JR なら１日６便、高速バスは何と１日１０便、直接
アクセスできます。

だから、しっかり働いて、休日はしっかりリフレッシュすることができます。

もちろん、図書館や体育施設等の公共施設も整っており、子育てのサポートも医療体
制も万全ですから、あらゆる世代の方が安心して住むことができる町です。

３

「めむろの良さ」って、なんだろう
芽室町で働く方に「めむろの良さ」を
聞いてみました。
「生活しやすいです！」
車で１０分程度で西帯広の各商業施設に行けることもあり、生活で不便だと思った事はありま
せん。町内でもコンビニが何軒かありますし、22 時まで開店しているドラッグストアもある
ので、買い忘れた物があっても芽室町内で対応できます。

「食べ物がおいしいわ！」
近くにファーマーズマーケット（農産物直売所）があり、新鮮でおいしい野菜が買えます。ま
た町内の飲食店は美味しいカフェやレストラン、居酒屋、ラーメン屋等があります。さらに、
郊外にも美味しいパン屋さんがあり、芽室の農産物を堪能できると思います。

「ドライブが楽しいよ！」
芽室町の南の農村地区は道がまっすぐで、晴れた日のドライブは爽快です。
（スピードの出し
すぎに注意！）町内にインターチェンジが 2 か所もあり、道内各地と結ばれていますよ。

「子育てがしやすいんです！」
子どもの急な病気にも、小児科のある病院があるので安心。保育所・幼稚園も待機児童とは無縁で
すし、学童保育所は小学校の近くにあって、学校とは一味違うことを教えてもらってます。子育て
ママも安心して仕事ができますよ。

「スポーツ施設が整っているよ！」
メムロスキー場はナイター営業もしているので、仕事帰りにひと滑り。日帰り入浴して、晩ごはん
も食べて帰れば、身も心もリフレッシュできるんだなあ。野球場も整備されたし、ゴルフ場もある
よ。

「キレイなとこたくさん！」
日高山脈の山々がキレイです。この町のどこからも見える景色で、四季折々の姿を見せてくれます。
自転車のモデルコースもあって、
「めむろ散走」も気になるなあ。夜だって、星がキレイに見えると
こや夜景がキレイな場所があって、ドライブも楽しんでます

４

「めむろ」からのアクセス

＋

＝

０７：３０

１２：００！

○道外へお出かけなら（JR 芽室駅起点
とかち帯広空港 37.8km

NAVITIME により計測

R３.３現在 午前８時出発）

45 分 高規格道路利用（芽室帯広 IC～幸福 IC）

さらに羽田空港へ 1 時間 45 分
なんと朝出発して横浜中華街でのランチも可能
新千歳空港 148.4km 2 時間 08 分 道東自動車道利用（芽室 IC～千歳東 IC）
さらに国内各空港や海外各空港へ

○車で道内へお出かけなら（JR 芽室駅起点

NAVITIME により計測

R３.３現在

午前８時出発）

富良野（JR 富良野駅） 107.８km 1 時間５８分
道東自動車道等利用（芽室 IC～トマム IC、布部 IC～富良野 IC）
釧路（JR 釧路駅） 133.4km 2 時間 10 分 道東自動車道等利用（芽室 IC～阿寒 IC）
札幌（JR 札幌駅） 191.0km 2 時間 45 分 道東自動車道等利用（芽室 IC～札幌北 IC）
小樽（JR 小樽駅） 220.7km 2 時間 59 分 道東自動車道等利用（芽室 IC～小樽 IC）
ちなみに
函館（JR 函館駅） 423.0km 5 時間 4７分 道東自動車道等利用（芽室 IC～大沼公園 IC）

○都市間バスでなら（R３.３現在）
札幌駅前まで １日 10 往復 所要時間 2 時間 52 分（最速）

○鉄道でなら（R３.３現在）
札幌駅まで 1 日 6 往復 所要時間 2 時間 37 分（最速）
なんと日帰りでも札幌市内に約 11 時間以上の滞在が可能

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各輸送事業者が運行を変更する場合があります

５

企業情報一覧

企業情報一覧（あいうえお順）
東～東工業団地、西～西工業団地、弥生～弥生工業団地

インターンシップの受け入れ

可～「○」、否～（表示なし）、要相談～「△」

A 農業、林業

ページ

株式会社ドリームポーク（東）

受入

9

青木建設株式会社（弥生）

１０

「○」

株式会社東圧（東）

１１

「△」

株式会社北土開発（西）

１２

「○」

株式会社和田工務店（東）

１３

「○」

味の素食品北海道株式会社十勝工場（西）

１４

「○」

株式会社安西製作所北海道支店（東）

１５

「○」

帯広鋼板株式会社（東）

１６

「△」

株式会社コスモ（東）

１７

「△」

日本罐詰株式会社（西）

１８

ヤスダファインテ株式会社十勝めむろ工場・営業所（東）

１９

「○」

有限会社たけむら（東）

２０

「△」

横浜冷凍株式会社十勝物流センター（東）

２１

「△」

E 製造業

H 運輸業、郵便業

I 卸売業、小売業
株式会社アグリダイレクト（東）

２２

エム・エス・ケー農業機械株式会社十勝支社（東）

２３

６

「△」

ページ

受入

株式会社オビトラ（東）

２４

「○」

日本ニューホランド株式会社帯広営業所（東）

２５

「○」

北海道運搬機株式会社帯広支店（東）

２６

「△」

三菱農機販売株式会社（東）

２７

K 不動産業、物品賃貸業
株式会社アシスト（東）

２８

片桐機械株式会社（東）

２９

日建片桐リース株式会社（東）

３０

「△」

R サービス業（他に分類されないもの）
株式会社カナモト（東）

３１

「△」

有限会社後藤商会（オートガレージゴトウ）（東）

３２

「△」

インターンシップ受け入れ企業情報
受け入れが「可能」な企業（カッコ内の数字はページ数）
青木建設㈱(10)、㈱北土開発(1２)、㈱和田工務店(1３)
味の素食品北海道㈱十勝工場(1４)、㈱安西製作所北海道支店(15)
ヤスダファインテ㈱十勝めむろ工場・営業所(1９)
㈱オビトラ(24)、日本ニューホランド㈱帯広営業所(25)

受け入れについては「要相談」とする企業（カッコ内の数字はページ数）
㈱東圧(11)、帯広鋼板㈱(1６)、㈱コスモ(1７)、㈲たけむら(2０)
横浜冷凍㈱十勝物流センター(2１)、エム・エス・ケー農業機械㈱十勝支社(２3)
北海道運搬機㈱帯広支店(26)、㈱アシスト(28)、㈱カナモト(31)
㈲後藤商会㈱(32)
７

参考）日本標準産業分類よる業種の区分
大分類

総務省所管

主な中分類

A

農業、林業

農業、林業

B

漁業

漁業（水産養殖業を除く）、水産養殖業

C

鉱業、採石業、砂利採取業

鉱業、採石業、砂利採取業

D

建設業

総合工事業、設備工事業等

E

製造業

食料品製造業、はん用機械器具製造業等

F

電気・ガス・熱供給・水道業

電気・ガス・熱供給・水道業

G

情報通信業

通信業、放送業等

H

運輸業、郵便業

道路貨物運送業、倉庫業等

I

卸売業、小売業

各種商品卸売業、各種商品小売業等

J

金融業、保険業

銀行業、協同組織金融業等

K

不動産業、物品賃貸業

不動産取引業、物品賃貸業等

L

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関、広告業等

M

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業、飲食業等

N

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業等

O

教育、学習支援業

学校教育、その他教育・学習支援業

P

医療、福祉

医療業、保健衛生等

Q

複合サービス業

郵便局、協同組合（他に分類されないもの）

R

サービス業（他に分類されないもの） 自動車整備業、機械等修理業等

S

公務（他に分類されるものを除く）

国家公務、地方公務

T

分類不能の産業

分類不能の産業

８

株式会社ドリームポーク

www.dream-pork.co.jp

おいしさは健康から、健康は衛
生管理から、おいしい豚肉を愛
情こめて育てます。

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
命をいただく感謝と愛情を込めているか
らおいしい豚肉になります。
感謝と愛情を持って育てる社員が揃って
います。

創立／１９９８年（平成１０年）６月１６日
代表者名／鈴木 寿
資本金／１，２００万円
従業員数／２８名
売上高／１０億５００万円
売上高の時期／令和１年１２月期
事業内容／養豚業
祥栄農場＝繁殖管理、生産管理、豚胎盤販売
北明農場＝育成肥育管理、子豚販売、肉豚販売
平和事業所＝糞尿処理、豚堆肥販売
交通アクセス／JR芽室駅から車で７分

勤務条件
初任給／１９０，０００円～
諸手当／通勤、時間外、家族、住宅、非喫煙、寒冷地(冬季)
勤務時間／８時００分～１７時００分
休日や休暇制度／週休２日、有給、誕生日、会社設立記念日
福利厚生制度／弁当食事補助、傷害保険、
その他／大型・大特免許取得支援、各種作業資格取得支援補
助

先輩社員からのメッセージ
岩井友美（３９歳、平成２６年採用、繁殖グループ交配担当）
女性の社員もイメージより多く、女性に配慮してもらっている面も多いので、新人で入社されても環境よく気持ち良く仕事が出来ると思いま
す。無理なく仕事と私生活が両立出来ることも会社の魅力です。
片方孝典（３７歳、平成２７年採用、繁殖グループリーダー）
私は交配（人工授精）の方を担当しています。まだ入社して４年なのですが最初は母豚の大きさに戸惑いましたが次第に慣れて今はとて
もかわいいです。交配、分娩、離乳肥育といった業種がありどちらも責任のある仕事ですが交配、繁殖に関しては一番最初の要なので責
任も大きいですが、やりがいのある仕事です。そんなに難しくないのですぐに慣れると思います。福利厚生面に関しても充実して安心して
働けるところも魅力的です。
小林美優（２６歳、平成３０年採用、肥育グループ離乳担当）
命と向き合う仕事のため、日々悩むことが多いですが、その分やりがいを感じる瞬間も多いです。子豚の走り回る姿は愛らしく、動物が好
きな方には、向いている仕事だと思います。
藤谷知和（４１歳、平成３０年採用、肥育グループ肥育担当）
豚の農場という事で、飼育するだけのイメージでしたが、１頭ずつの健康管理やケガ等の状況を把握し治療したりもします。初めは豚の扱
いが上手く出来ずにいましたが、優しく、時には厳しく指導され少しずつですが上手く出来るようになり、毎日愛情を注ぎながら接していま
す。

問合先
〒０８２－０００５ 芽室町東芽室基線２３番２１
株式会社 ドリ－ムポ－ク 総務部
電話／０１５５－６１－２０２５、FAX／０１５５－６１－２０２６
E-mail／suzuki@dream-pork.co.jp

９

青木建設株式会社

http://www.aoki.hokkaido.jp/

土木･舗装工事を中心に地元の
お客様のニーズにお応えする、
"a construction company"で
す。

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

土木･舗装工事を通してお客様のご要望にお
応えし、ご満足いただける施工を従業員一同心
がけております。
当社は『健康経営優良法人2021』に認定され
ました。従業員の健康保持・増進の取組を積極
的に行っています。
また、いち早く「北海道がん対策サポート企業」
に登録している企業です。

創立／昭和４８年（１９７３年）
代表者名／代表取締役 青木 昇
資本金／２，０７０万円
従業員数／３１名
売上高／５億７，７５４万円
売上高の時期／令和２年４月決算
事業内容／土木･舗装･とび･水道施設工事
その他／受注先：芽室町･北海道･北海道開発
局など

勤務条件
初任給／１７０，０００円～２５０，０００円
諸手当／通勤･住宅･扶養
勤務時間／８時３０分～１７時３０分
休日や休暇制度／土･日･ゴールデンウィーク･盆･年末年
始・特別･有給など
福利厚生制度／各種保険
職種／現場管理業務（ＯＪＴにより指導・教育を行います。）

２０１８年施工
帯広開発建設部発注
一般国道２３６号 広尾町
野塚事故対策外一連工事

先輩社員からのメッセージ
髙田知寛(２１歳、平成３０年採用、工事部)
建設業は堅気で厳しいイメージでしたが、実際はとてもアット
ホームで、土木作業から事務手続きまで、幅広い業務を経験で
きることが魅力だと思います。
林杏美(２１歳、平成３０年採用、営業部)
業務範囲は広いですが、丁寧に指導いただいています。何よ
り先輩従業員の方々が優しく接していただけるので、楽しく勤務
しています。

問合先

〒０８２－００２１ 芽室町東１１条１０丁目１番地
青木建設株式会社 担当：鈴木
電話／０１５５－６２－３９９９、FAX／０１５５－６２－０６４７

１０

株式会社東圧

http://touatu.co.jp/

確かな技術と高品質な継手
新しい鉄筋継手を提供しま
す。

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
当社は、昭和６１年より鉄筋工事にお
ける継手工事を６名で行ってまいりまし
た。現在では、十勝を拠点に、北見・札
幌・東京において事業を展開してまいり、
従業員数４０名ほどの規模まで拡大して
まいりました。

創立／昭和６１年７月１５日
代表者名／代表取締役社長 丹羽 理志
資本金／１，０００万円
従業員数／４２名
売上高／４億３，０００万円（平成３０年４月）
事業内容／鉄筋加工・組み立て工事、鉄筋ガス圧接
工事、高分子天然ガス圧接工事、エンクローズ溶接
工事、DBヘッド定着工事、各種アンカー工事、鉄筋
探査工事
交通アクセス／JR芽室駅より車で５㌔（当社芽室工
場）
高分子天然ガス圧接継手工事

勤務条件
初任給／高卒 日給８，０００円（３ヵ月使用期間あり）
諸手当／通勤
勤務時間／８時００分～１７時００分（７時間）
休日や休暇制度／毎週日曜日、GW期間、お盆期間、年末年始。有給
あり
福利厚生制度／雇用保険・労災保険・厚生年金・社会保険
その他／勤務時間について月曜日～金曜日８：００～１７：００土曜日
８：００～１５：００ 土曜日の１５：００～１７：００までは残業扱いになりま
す。１日の休憩時間休憩時間１２０分。

先輩社員からのメッセージ
五十嵐 大輔（１９歳 平成３０年４月採用 清水高校卒）
株式会社 東圧は、高校に「出前講座」として業界のアピール
に来られた時に知りました。実際に仕事の内容を見させていた
だいた時に、「こんな仕事もあるんだ！」とびっくりしました。自分
もビルやマンションなどを立てる一員になれたらいいな！って正
直思いました。今はまだ資格も持っていませんが、先輩方の指
導を得ながら一人前の技術者になることが夢です。

問合先
〒０８０－２４７２ 帯広市西２２条南１丁目１０番地１３
株式会社 東圧 担当／中島 秀典
電話／０１５５－３７－２５２５、FAX／０１５５－３７－３０９０
E-mail／obihiro@touatu.co.jp
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株式会社北土開発
http://www.hokudo-kaihatsu.co.jp

だいち

北の 土 にはぐくまれ半世紀

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
総合建設業で、中でも河川工事の実績を積み
重ねてきました。産業廃棄物処分業や、リサイク
ル工場を運営し、廃棄物の有効活用に取り組ん
でいます。
当社のテーマは、『国土に遺す価値を創る』
『大地に信頼をかたちづくる』『地域に文化の基
盤をつくる』を掲げています。
ISO9001・14001、COHSMSとBCPの認定も受
けています。

創立／ 昭和４３年（１９６８年）
代表者名／代表取締役社長 山田 朝常
資本金／１億円
従業員数／５６名
売上高／２２億８，６００万円（平成３０年８月）
事業内容／土木・建築・とび、土工・鋼構造物・舗装・水道
施設・解体、産業廃棄物の処分・粒状ライムの製造（ニッテ
ンライム）、汚泥発酵肥料『大地の素』
交通アクセス／ＪＲ芽室駅２．１ｋｍ、高速道東道 芽室帯
広IC５ｋｍ
その他／発注先：芽室町・北海道開発局・北海道など

勤務条件
初任給／１６５，０００円（高校卒）、２００，０００円（大学卒）
諸手当／残業手当
勤務時間／７時５０分から１７時００分
休日や休暇制度／土・日・祭・ゴールデンウイーク・盆・年末年
始・有給等
福利厚生制度／各種保険・トマムの宿泊割引券・研修旅行

先輩社員からのメッセージ
山中一晟（２０歳、平成２９年採用、土木技術員）
入社後、1年間施工管理業務を行った後に、札幌工科専
門学校の測量情報科に企業委託生として通わせて頂きま
した。
会社の支援もあり、今では学校で学んだ知識を活かして
現場での測量等の業務を行っています。仕事で覚えること
は多いですが、先輩から丁寧に指導して頂いています。

問合先
〒０８２-００１６ 芽室町東６条１０丁目1番１
株式会社北土開発 担当：島崎
電話／０１５５－６２－３１２１、FAX／０１５５－６２－３１２５
E-mail／shimazaki@hokudo-kaihatsu.co.jp
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ＱＲコード

株式会社和田工務店
http://www.wada-koumuten.com/

またひとつ、こだわりが形に…
そして絆へと変わる…
和田工務店はそんな会社です。

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
社是：信頼の技術と確かなワークマンシップ
経営理念：わたしたちは、信頼の技術を基本と
し、地域社会への貢献、環境保全への取組を通
じて当社に関係ある全ての人に対して幸せを提
供し続ける企業でありたい。

創立／ 平成元年度法人化（昭和３７年創業）
代表者名／和田 信仁
資本金／５００万円
従業員数／３５名
売上高／９億３，０００万円（令和元年度）
事業内容／建築工事、基礎工事一式、・鳶・土工・鉄筋・型
枠工事、外構工事、産業廃棄物収集運搬
交通アクセス／芽室帯広ICから３分
その他／社員寮有

勤務条件
初任給／２１５，０００円
諸手当／勤続手当、資格手当、職長手当
勤務時間／７時００分（会社にて朝礼を行う時間）から１７時００分 休憩２時間
休日や休暇制度／第２第４土曜日、日曜日（１月～３月は土・日完全週休２日
制）、ゴールデンウイーク・夏期休暇、年末年始
福利厚生制度／各種社保完備、建退共制度有、賞与年２回支給有（社内評
価規定にて１ヵ月～３ヵ月分支給）
その他／年５回の社員親睦会マルニ会を実施し、従業員同士の親睦を深め
ております。

先輩社員からのメッセージ
私は型枠工として勤めております。当社では人材育成に力を入れて
おり、いくつもの資格を取得させていただきました。今は職長として一
層責任感を持って作業にあたらせてもらってます。作業が終わってか
ら「ああすれば、こうすれば良かった」と反省するときもありますし、諸
先輩からのアドバイスもいただいたり常に毎日学ぶことが多いです。経
験を積み、状況にあった判断ができる様に目指しています。
是非、一緒に経験を積み重ねて能力・資格をを身に付けましょう。

問合先
〒０８２-０００４ 芽室町東芽室北１線２２－２０
株式会社和田工務店 総務課
電話／０１５５－６２－５８８５、FAX／０１５５－６２－５８９５
E-mail／post@wada-koumuten.com
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味の素食品北海道株式会社 十勝工場
URL／http://www.ajinomoto-shokuhin.co.jp/index.html

このおいしさは
北海道の大自然から
写真差し替え？

※2019年4月1日より社名が変わりました。
（旧社名 ：北海道クノール食品株式会社）

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
皆様の食卓でおなじみの「クノールスープ」。私たち
は、味の素グループの一員として創業以来、お客様
にご愛顧いただける製品をご提供し続けてきました。
それは単にお客様に製品をお届けするだけでなく、
新たな「食文化」を創るという創業の「志し」があって
こそのものと考えています。独自性豊かな開発技術
力はもちろん、卓越した品質管理力をベースに、お
客様が求められる価値を最優先に考えてきました。
私たちは、地球的な視野に立ち“食”と“健康”のため
に働き、明日のより良い生活に貢献します。

創立／１９６９年
代表者名／栗栖恵
資本金／５，０００万円
従業員数／２５２名
売上高／４６億４７６万円
売上高の時期／（平成３１年３月）
事業内容／スイートコーンパウダー、味の素KKコンソメ、鍋
キューブ、スープ用素材原料の製造販売
交通アクセス／ＪＲ芽室駅から徒歩１０分
その他／事業所：本社・訓子府工場(訓子府町)、十勝工場(芽室
町)、三笠工場(三笠市)、株主：味の素食品㈱(川崎市)、関係会
社：味の素食品㈱(川崎市)、味の素AFMトレーディング㈱(川崎
市)、アモイ味楽如意食品㈲(中国福建省)、New Season Foods,
Inc.(米国ｵﾚｺﾞﾝ州)、味の素㈱(東京都)

勤務条件
初任給／２０２，１４０円(大卒)、１６３，２２０円(高卒)
諸手当／通勤手当等
勤務時間／８時００分～１７時００分 ※交代勤務あり
休日や休暇制度／日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休日、創立記念日、会社
の指定日、特別休暇（結婚、忌引、子の看護、介護等）
福利厚生制度／味の素グループ共済会加入可、財形貯蓄制度あり
その他／賞与年２回（見込み：5.2か月）、育児および介護休職、
育児および介護短時間勤務制度等
味の素食品北海道㈱ 本社／訓子府工場

先輩社員からのメッセージ
後藤大介（生産課、平成２３年採用）；
学生時代に食品製造のアルバイト等を行った経験がなく、入社
当初は分からない事ばかりでした。挫折しそうになる時もありま
したが、困っている時はいつでも先輩方が支えてくれ、少しづつ
食品製造に必要な設備、衛生、作業等のスキルを磨いていると
ころです。これまで培った知識や技術を基に、日々業務の改善
を行っていく事や、お客様へ美味しさや安心安全をお届けでき
るところに働き甲斐を感じています。

問合先
〒０８２－００３９ 北海道河西郡芽室町西９条７丁目１番地
味の素食品北海道株式会社 第２生産部 １課２係
電話／０１５５－６２－２５９６、FAX／０１５５－６２－３８８３
E-mail／masayuki_saito@ajinomoto.com
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ＱＲコード

株式会社安西製作所北海道支店
URL／https://anzai-mfg.com/

選別機トップメーカーの使命
「これ、選別できない？」
もっと楽に選別したいというお客様の切実な願い
です。
私たちは試行錯誤を重ね、時には何年もかけてそ
の願いに答えてきました。
北海道支店は30年以上の実績を積み重ね、今では
「選別機は安西」と言っていただけるようになりました。

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

最先端の技術を駆使して開発した風力選別機、粒
形選別機、比重選別機、色彩選別機、異物専用選
別機を製造・販売しています。
国内はもとより東南アジア、北米、中南米、および
ヨーロッパ各国から高い評価をいただいております。
分野は選別を必要とするものなら種類を問わず、
雑穀類をはじめ、種子、香辛料、コーヒー、菓子、
カット野菜、プラスチック、ガラス、天然宝石など、多
岐にわたります。
豊富な実績とノウハウを活かしてあらゆる選別へ
の課題を解決します。

創立／１９６６年(北海道支店１９９１年操業)
代表者名／安西 賢一
資本金／５０００万円
従業員数／１１1名（北海道支店３３名）
事業概要／フルカラー色彩選別機・異物除去機・小
麦低アミロ選別機・磁力選別機等、各種選別機の開
発・製造・販売・メンテナンスを行っています。
交通アクセス／ＪＲ芽室駅から車で１０分

勤務条件
初任給／１９４，３１０円(大卒) １７４，２７０円(短大・高専卒)
１６１，１２０円(高卒)
諸手当／通勤手当(実費)・扶養手当
勤務時間／８時３０分～１７時３０分 休憩１時間
休日、休暇制度／完全週休二日制・有給休暇・慶弔休暇・年末年始・
GW・夏季連続休暇 ※年間休日１２５日
福利厚生制度／東急ハーヴェストクラブ全国２１ヶ所
その他／昇給年１回・賞与年２回・各種社会保険完備・退職金制度

先輩社員からのメッセージ
技術サービス担当：中原 H２７年入社 ３０歳
サービスを担当し客先で機械のメンテンス業務に携わっています。難しいこ
とも沢山ありますが、お客様に必要とされていて非常にやりがいを感じます。
また、機械の改造・改良など社内での提案もしやくす、自分の意見を言える
のが魅力です。
製造担当：飯田主任 H２４年入社 ４５歳
やる気さえあれば自分の持ち場を限定せず色々な経験が出来ます。若い社
員も増え皆のびのびと仕事をしています。工場内は工作機械が充実し、試作
から始まる製造の仕事は工作好きにはたまりません。

問合先
〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線１０－２９
株式会社安西製作所 北海道支店 総務経理課
電話／０１５５－６２－６１１１ FAX／０１５５－６２－１１５５
E-mail／a.n.j@anzai.co.jp
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帯広鋼板株式会社
URL／http://obihirokouhan.bhp-ic.jp

広大な北海道の大地で培った
経験と技術

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

当社は北海道でも有数な設備を保有し、
北海道全域に金属製屋根、壁材を販売
しております。独自なオリジナル製品もあ
り、ユ－ザ－からも高い評価を頂いてお
ります。

創立／平成１３年２月１５日
代表者名／長平 圭太
資本金／１，０００万円
従業員数／ ３２名
売上高／１２億９,５８９万円
売上高の時期／平成３０年２月
事業内容／金属板成型加工・販売・建築金物製造・
販売・農業ハウス資材製造販売・回転式自然換気孔
製造・販売
交通アクセス／芽室・帯広インタ－チェンジから約１
km

勤務条件
初任給／１６５，０００円（高卒）
諸手当／ 通勤手当
勤務時間／１月～４月８：３０～１７：００
５月～１２月 ８：００～１８：００（休憩２時間）
休日や休暇制度／日・祝他 ＧＷ・お盆・年末年始（年間カ
レンダ－による）
福利厚生制度／雇用保険・労災・健康保険・厚生年金・退
職金制度あり（勤続１年以上）

先輩社員からのメッセージ
主に住宅、倉庫、店舗などの金属製屋根、壁材を製造販
売しております。その他に農業ハウスの製造販売も行って
おります。仕事はマジメに、でも休憩中は和気あいあいと
した雰囲気の中、社員一丸となって働いています。未経験
の方でも歓迎です。

問合先

〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線１６番地３
帯広鋼板株式会社
電話／０１５５－６２－８６５５、FAX／０１５５－６２－３２２２
E-mail／kouhan@obihirokouhan.co.jp
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株式会社コスモ
http://www.cosmo-foods.co.jp

創業50年を迎える私たちは
今、新たな事業に乗り出して
更なる成長を目指します

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
当社は平成3年北海道に進出しました。アミノ酸製
造技術を駆使して北海道産農水産物の未利用資源
の有効活用を図り、様々な調味料・機能性食品素材
を開発・製造しています。
多数の特許を保有し大学研究室等と共同研究して
編み出す当社の卓越した技術は乳酸菌培養などに
も生かされ、高品質を望む多くのお客様から厚い信
頼を得ています。

創立／1969年（昭和44年）11月
代表者名／岡田 典子
資本金／5,200万円
従業員数／73名
売上高／ 15億1,672万円（2020年（令和2年）6月）
事業内容/当社は、調味料･機能性食品素材製造事業、乳酸菌培養他受
託事業、商社的事業、医薬品原薬製造事業、ITの5事業を柱とし、個性
があって高収益の損益バランスの良い中堅企業を目指しています。
北海道工場には、塩酸加水分解、酵素分解、カラム、濾過、脱塩、濃縮、
スプレードライ、粉体混合、乳酸菌培養、アミノ酸精製など多数の技術が
あり、関東以北では唯一の多機能保有工場です。
平成29年12月に経済産業省から「地域未来牽引企業」に選定されまし
た。
交通アクセス／JR芽室駅から車で10分、芽室帯広ICから車で5分
その他／令和2年1月10日に社名変更しました（旧社名：コスモ食品㈱）

勤務条件
初任給／高卒（180,000円）、大卒（200,000円）、大学院卒
（210,000円）、中途採用（別途）
諸手当／通勤手当（通勤距離により月額1万5千円迄支給）
勤務時間／8時15分～17時15分
休日や休暇制度／週2日（平日祝日は勤務日）、年間休日107
日、工場カレンダーあり、一部シフト制
福利厚生制度／あり 詳細はルールブック（就業規則）で規定
その他／遠隔地（200km超）採用者費用負担制度：引越、支度
金、入居費用、家賃補助 等

先輩社員からのメッセージ
小原健司（36歳、平成25年9月採用、製造部係長）
コスモの取り組みで「私の提案」というフォームに、現場の意見
を書くことができるのですが、現場で考えたことや意見を管理職
の人がくみ上げてくれ、現場の声を大事にしてくれます。
すごく上司に恵まれている環境だなと感じます。
ただ決められたことをやる、無理強いされているような環境では
なく、管理職と現場が一体となり頑張って行こうという空気を感
じているので、すごく働きやすい環境です。

問合先
〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線１４番８
株式会社コスモ 北海道工場 管理部
電話／０１５５－６２－０３９０、FAX／０１５５－６２－６２００
E-mail／hokkaido@cosmo-foods.co.jp

１７

ＱＲコード

日本罐詰株式会社
URL／http://www.n-can.co.jp/

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

良質な北海道・十勝の食材を、最高の品
質でお客様へお届けすることにより、お
客様の健康で豊かな食生活へ貢献す
る。
製品に使用する農産原料の大半は、契
約栽培されたものを使用している。

創立／昭和２３年（１９４８年）
代表者名／河原 恒
資本金／３１４，１７６，４００円
従業員数／ 81名（正社員）
売上高／２５億９，６００万円（２０１８年度）
事業内容／冷凍野菜食品の製造、販売及びレトルト
パウチ食品の製造
交通アクセス／JR芽室駅より車で５分程度
その他／株式会社明治のグループ会社

勤務条件
初任給／155,000円（高卒）
諸手当／ 役職手当、次世代手当、単身赴任手当、住宅補助手当
勤務時間／始業8時30分、終業17時（基本）、時差、時間外有
休日や休暇制度／年間カレンダーで指定（日曜日、国民の祝日、年末
年始、創立記念日、メーデー）、業務上振替あり、社内規定における年
次有給休暇あり、特別休暇
福利厚生制度／健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金、子育て
支援、資格取得支援など
その他／賞与（年２回）

先輩社員からのメッセージ
私たちは、北海道十勝で生産者の皆さんが大切に育て
た農産物を、おいしく消費者の皆様が召し上がっていただ
くための役割を担っています。

問合先

〒０８２－００３９ 芽室町西９条９丁目１番地
日本罐詰株式会社 管理部
電話／０１５５－６２－７８４５、FAX／０１５５－６２－８０９９
E-mail／takemi.nishimura@nk.meiji.com

１８

ヤスダファインテ株式会社十勝めむろ工場・営業所
http://www.yasudaft.co.jp

私たちはサニタリーエンジニアリン
グを通して豊かな暮らしに貢献しま
す

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

当社は日本の食品製造を縁の下から支える企
業です。様々な食品が作られる食品工場にて使
用される食品加工用大型ステンレスタンク・ミキ
サー及び牛乳等の液体食品の運搬に用いられ
るステンレス製タンクローリーの設計から製造、
アフターサービスまでを得意とするエンジニアリ
ングメーカーです。北海道で使用されている牛
乳用タンクローリーのシェアは１００％です。

創立／１９０３年
代表者名／安田 良也
資本金／９，５５５万円
従業員数／２５４名
売上高／５５億６，１２２万円
売上高の時期／２０２０年３月期
事業内容／タンク事業（食品工場向けステンレス製
タンク・ミキサー）、タンクローリー事業（牛乳、液糖、
醤油、酢等運搬用）、プラント事業（食品工場プラント
配管及び電気制御システムの設計施工管理）
交通アクセス／JR根室本線 帯広駅からバス２０分

勤務条件
初任給／２１５，０００円（大学院卒）、１９９，０００円（大学卒）、
１６２，０００円（高校卒）
諸手当／住居、家族、通勤、時間外（全額支給）
勤務時間／８時～１７時
休日や休暇制度／日・祝日・土曜日（年間数日出勤日有）・年
間休日１１９日、有給・特別休暇（結婚、産前産後、出産、子の
看護、介護、忌引き等）
福利厚生制度／永年勤続表彰制度、各種資格取得制度
その他／育児休業、育児短時間勤務制度取得実績有

先輩社員からのメッセージ
■神田祐吉（２６歳、平成２９年採用、十勝めむろ営業所）
私がこの会社を選んだ理由は、北海道の基幹産業である酪農に大きく貢献できると感じ
たからです。会社説明会で牛乳運搬用のタンクローリーのシェアが北海道内で１００％
であることなどを聞き、興味を持ちました。酪農業界に貢献しているという実感を持ちな
がら働けるという部分が当社の良い所なのではないかと思います。
■島部慶己（２６歳、平成２８年採用、十勝めむろ工場）
私はステンレス加工に興味を持った事がきっかけで入社しました。それまでは溶接機に
触れた事も無ければ板金作業の経験も有りませんでしたが、研修期間中に教育を受け
ながら徐々に慣れてゆきました。当社は色々な部門があるので自分の得意分野で能力
を発揮出来ると思います。又、休日出勤・時間外労働も有りますが、有給休暇は取りや
すい環境なのでプライベ－トと仕事の両立が出来ます。

問合先

〒２９６－０１９７ 千葉県鴨川市北風原９３８番地
ヤスダファインテ株式会社 総務部 事務課
電話／０４－７０９７－０３３３、FAX／０４－７０９７－０２０２
E-mail／saiyo.yasuda@yasudaft.co.jp

１９

ＱＲコード

有限会社たけむら
http://takemura01.web.fc2.com/

総合物流ビジネスをサポート

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
今日のトラック輸送は、国民生活と経済
を支える重要な役割を担っています。
当社はその社会的重要性を深く認識
し、安全、確実、迅速な運送サービスを
提供することで、人々の快適で豊かな社
会の実現に貢献します。

創立／ １９６９年１０月１３日
代表者名／竹村 勝正
資本金／１，２００万円
従業員数／８４名
売上高／９億３，８００万円（平成３１年３月）
事業内容／一般貨物自動車運送事業、労働者
派遣事業、自動車運送取扱事業、産業廃棄物
収集運搬事業

勤務条件
初任給／１５４，０００円～ （総支給200,000～350,000円）
諸手当／通勤・家族・役付手当、職務手当他
勤務時間／８時００分～１７時００分 ※業務形態により変動あり
休日や休暇制度／年間休日日数約１１０日、年末年始、夏季休暇、慶
弔休暇
福利厚生制度／雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険
その他／退職金制度、昇給年１回、育児介護制度、永年勤続表彰他

弊社ではこのような仕事もしています
・各企業様の事務所移転・レイアウト変更・解体廃棄
作業
・スーパー・ストア・ホームセンターなどの店舗什器の
組立・設置
・民間企業・公共施設等の書庫・机・イスなどの搬入・
組立作業
・一般住宅・各企業様の家具などの耐震工事
豊富な経験を生かしお客様の要望に沿いながら作
業を行っています

問合先
〒０８２－０００５ 芽室町東芽室基線１９－２４
㈲たけむら
電話／０１５５－６２－６４５２、FAX／０１５５－６２－６４５１
E-mail／shomu@takemura-logistics.co.jp

２０

ＱＲコード

横浜冷凍株式会社十勝物流センター
https://www.yokorei.co.jp/

｢食の安全･安心を､さらに高い
レベルへ｣ 最適な物流サービス
を提供します

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

当社は創業７０年の食品流通のエキスパート
企業です｡｢事業活動を通じて国内外の社会発
展に貢献する企業｣を使命として冷蔵倉庫事業・
食品販売事業を広く展開しています｡十勝物流
センターでは､世界に誇る十勝の食材を"美味し
く"、"新鮮に"年間供給する為､保管管理のプロ
フェッショナルである社員が皆さんの食卓を守
り､地域と共に成長する事を目指し､日々業務に
取り組んでいます｡

創立／１９４８年５月１３日
代表者名／代表取締役社長 松原 弘幸
資本金／１４３億３４２万円 (２０２０年９月末現在)
従業員数／ １，２８３名 (十勝物流センター ２２名)
売上高／１，０３６億２，６００万円 (単独) （２０２０年９
月）
事業内容／冷蔵倉庫並びに普通倉庫業、水産品･農
畜産物の加工､販売並びに輸出入(十勝物流セン
ター 冷蔵倉庫業)
交通アクセス／JR芽室駅､西帯広駅から車で１０分

勤務条件
初任給／一般職（オフィスワーク） 高卒：１４０，０００円 大卒：１６０，０００円
一般職（オペレーション） 高卒：１４０，０００円 大卒：１６０，０００円
諸手当／ 寒冷地手当（１１月～３月に支給）､交通費､家族手当､住宅手当 他
勤務時間／８時～１７時
休日や休暇制度／週休２日制､夏季･年末年始休暇､年間休日１２５日(２０２１
年度)
福利厚生制度／健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・財形貯蓄制度・
持株制度・健康相談サービス 他
その他／総合職(転勤あり)も選択可能 ＊初任給･勤務条件については別途

先輩社員からのメッセージ
齋藤 瑠吾(２１歳 平成３０年採用)
年齢の近い先輩も多く気軽に相談できる職場です｡
プライベートでの交流も多く仲が良いのが特徴です｡
大下 唯乃(２２歳 平成２９年採用)
十勝らしい広い敷地に大きな倉庫があり､解放感のある
会社です｡農家さんやドライバーさんとも交流できるので
楽しく仕事をしながら､充実した毎日をおくっています｡

問合先

〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線１１－２
横浜冷凍株式会社 十勝物流センター
電話／０１５５－６１－４５００、FAX／０１５５－６２－７６５１
E-mail／Tokachi.LSC@yokorei.co.jp

２1

株式会社アグリダイレクト
URL／http://www.agridirect.jp

"We Import the Future."

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

アグリダイレクトは、ヨーロッパ・アメリカ・アジアの
メーカーから、農業機械・タイヤ・部品を自分達で直
接仕入れ、十勝はもちろん、日本全国のお客様にお
届けする会社です。それらの商品は、”the Future""
先進的”なもので、新たなマーケットを日本に作るの
が、我々の使命のひとつと考えています。創業２００
０年と若い会社ですが、現在、１１ケ国・２０社以上の
海外の会社と取引をしています。
今後も十勝で、International な会社を目指します。

創立／２０００年
代表／大島 和夫
資本金／２００万円
従業員数／１２人
事業概要／海外から農業機械・タイヤ・部品を輸
入・販売、農業機械・トラクター・タイヤショベル等
の整備
アクセス／JR芽室駅から車で１０分

勤務条件
初任給／２００，０００円（大卒）、１７０，０００円（高卒）
諸手当／通勤、営業
勤務時間／８時３０分～１７時３０分
休日、休暇制度／土（農繁期月２回、農閑期毎週）・日・
祝・年末年始・夏季・有給・特別
福利厚生制度／退職金制度・傷害保険加入
その他／海外研修制度

先輩社員からのメッセージ
内田 遼（３０歳、２０１１年採用、部品営業課）
私は部品課の業務で窓口や電話対応、荷物の出荷等を
担当しています。農業が先進化していく中で日々勉強の毎
日ですが、アットホームな職場なので上司や同僚にとても
相談しやすいです。繫忙期には少しバタバタしますが、そ
の分お休みもしっかり取らせて頂けるので、充実した私生
活を送る事が出来るのも、この会社の魅力だと思います。

問合先
〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線１８番地７
株式会社アグリダイレクト 代表取締役 大島 和夫
電話／０１５５－６１－２７７７、FAX／０１５５－６１－２７５５
E-mail／k.oshima@agridirect.jp

２２

エム・エス・ケー農業機械株式会社十勝支社
https://www.mskfm.co.jp/

私たちは日本の『食』を
機械分野で支援していきます。

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

当社は、永年三菱商事株式会社のグループの一
員として、「マッセイ・ファーガソン及びフェントのトラク
ターを中核とする世界各国の農業関連機械の販
売」、「酪農・肉用牛の飼養管理システムの総合的な
設計・施工」及び「アフターサービス」を通じて、生産
から流通に跨る農業経営の効率化を総合的に提案
し、日本農業の発展に貢献しております。「環境にや
さしい農業、活力ある農業、ゆとりある農業」を目指
しているお客様と目的意識を共有し、その実現へ向
け邁進してまいります。

創立／１９７２年１２月
代表者名／石川 善太
資本金／３億円
従業員数／５０４名（２０１９年４月１日現在）
売上高／２５６億円
売上高の時期／２０１９年３月３１日現在
事業概要／農業用トラクター、作業用機械器具及び
部品の輸入販売・取扱商品の組立加工及び修理・石
油類、農家向け日用品の販売
交通アクセス／住所：芽室町東芽室基線５番地３（国
道３８号線沿い）

勤務条件
初任給／１６５，０００円～２２５，０００円
諸手当／広域勤務手当２５，０００円等
勤務時間／８時３０分～１７時３０分
休日、休暇制度／土曜・日曜・祝日
福利厚生制度／各社保完備、社宅規定有等

先輩社員からのメッセージ
十勝管内全域の農家さんが所有している機械の修理をしています。
主にフランスで製造されている『マッセイファーガソントラクター』やドイ
ツで製造されている『フェントトラクター』、『クラースコンバイン』、『ク
ラースジャガー』となりますが、最近の農業機械は大型化が進んでおり
機械の修理にはとてもやりがいを感じます。
先輩や上司に相談する事で機械を修理する事ができ、機械が直って
正常に動いた時は感動の一言です。
日本農業の発展の為に、貢献出来る仕事だと思います。

問合先
〒０８２－０００５ 芽室町東芽室基線５番地３
エム・エス・ケー農業機械株式会社 十勝支社 管理チーム 吉田
電話／０１５５－６２－２４１１、FAX／０１５５－６１－２１０３
E-mail／suguru.yoshida@mskfm.co.jp

２３

株式会社オビトラ

http://www.obitora.com/

若い力を武器に、新しいステー
ジへ挑戦し続けます！！

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
十勝で４０年以上に渡って農機の中古販売や建
築事業を行っている会社です。特に海外からの
輸入農機の取扱が豊富で数多くの実績がありま
す。独自で輸入している海外製品の取扱が一番
の強みです。また、工場作業員の７割が２０代で
若手とベテランが融合。これからが楽しみです。

創立／１９８０年２月８日
代表者名／内木 敬典
資本金／２，６００万円
従業員数／３８名
売上高／８億５，０００万円
売上高の時期／令和２年１２月
事業内容／農業機械の輸入、製造販売、修理、部品販
売。トラクター、重機、産業機械、及び関連施設器具の輸
出入販売。カーポートの製造、販売、施工。高欄、鋼製フェ
ンス等、土木資材の製造加工販売。ステンレス製品。食品
工場等でのサニタリー配管工事。
交通アクセス／西帯広駅から車で５分

勤務条件
初任給／１６０，０００円（専門学校卒）
諸手当／通勤、住宅、職務、皆勤、営業、役職他
勤務時間／８時００分から１７時３０分
休日や休暇制度／完全週休２日制_年間休日数１１７日（２
０２０年実績)
ステンレスタンク

先輩社員からのメッセージ
若い社員が多く、この先が楽しみな会社です。職種も多種
多様でいろいろなスキルを持った社員がいます。工場では
社員の多能工化を行っているため様々な作業を行い、ス
キルアップが出来ます。また、完全週休２日制になりまし
た。自分たちで作業の改善を行い、残業時間も大幅に削
減しました。仕事と休日のメリハリをつけ働き方改革を進
めています。

問合先

〒０８２－０００５ 芽室町東芽室基線１６番地４
株式会社 オビトラ 製造事業部
電話／０１５５－６２－１１０７、FAX／０１５５－６２－１１７２
E-mail／info@obitora.com

２４

ＱＲコード

日本ニューホランド株式会社帯広営業所
http://www.nh-hft.co.jp

「食べる」を支える企業です

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
日本ニューホランド㈱は、世界最大級の農業機械メーカー
「CNHグローバル社」の日本総代理店として、高性能な農
業機械の輸入・販売・メンテナンスを通して、日本農業の
発展に貢献し、今年で創立50周年を迎えます。
日本の食糧基地を支える帯広営業所では、農業機械のプ
ロフェッショナルとして、常に新しい分野へのチャレンジを
続けています！その一つが、最新技術を駆使した「精密農
業」です。トレーニングや研修で学んだ知識と技術で、
日々、お客様をサポートしています。

創立／１９７０年６月
代表者名／芝本 政明
資本金／２億４，０００万円
従業員数／５８０名（２０１９年３月現在）
売上高／２８０億円
売上高の時期／２０１９年３月実績
事業内容／ニューホランドトラクターや高性能農作業機械
の輸入販売、メンテナンス、トラクター部品や用品の販売な
どのアフターサービス
交通アクセス／国道３８号線沿い

勤務条件
初任給／160,000円～210,000円
諸手当／営業・資格・通勤・超過勤務等
勤務時間／8時45分～17時15分
休日や休暇制度／年間休日108日（※1年単位の変形労
働制）
福利厚生制度／各社保完備、住宅補助、確定拠出年金
（401k）型年金、慶弔見舞金・休暇制度、社員互助会

先輩社員からのメッセージ
私は、お客様が使用している農業機械全般のメンテナンスを担当しています。
中でも、小麦の刈取り時に活躍するニューホランドコンバイン、ジャガイモの収
穫作業を行なうグリメポテトハーベスターなどの大型機械や、GPSを活用した
精密農業に携われることが、仕事の面白みの一つです。
何より、自分の仕事がお客様に満足して頂けたときに一番やりがいを感じま
す。
帯広営業所は国内に49ヶ所ある日本ニューホランド㈱の営業所の中で一番の
規模を誇ります。
若い社員が多く、活気があり、毎日楽しく仕事ができる職場です。
一緒に十勝の農業を盛り上げていきましょう！！

問合先

〒０６０－０００１ 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地
日本ニューホランド㈱ 総務部 三橋
電話／０１１－２２１－２１３０、FAX／０１１－２２１－２０２５
E-mail／jinji-info@nh-hft.co.jp

２５

北海道運搬機株式会社帯広支店
http://www.kurinet.co.jp/hcm/

当社は地域産業の発展を願
い、時代のニーズにお応えしま
す。

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ

帯広支店のここが強み
50年以上に渡り受け継がれてきた当社
のモットー『地域密着・現場主義』を貫き、
日本の食糧基地とも言われている十勝
地方において、農畜産業の現場のあらゆ
るニーズにお応えしています。令和2年12
月には工場も新築し、更なる発展を目指
しています。

創立／１９６５年
代表者名／今 優
資本金／７，７１０万円
従業員数／２０３名
売上高／１１１億７，５１０万円
売上高の時期／令和２年３月
事業内容／自動車、建設機械、産業機械等の分解
整備、販売及び賃貸
交通アクセス／帯広支店：ＪＲ芽室駅から車で１０分
その他／㈱栗林商会グループ

勤務条件
初任給／高卒：１６４，５００円、大卒：１６７，３００円
諸手当／職務、住宅、通勤、家族他
勤務時間／８時３０分～１７時３０分
休日や休暇制度／土曜：３～８月週休２日、９～２月４週６
休、日、祝、お盆、年末年始、慶弔、記念日等
福利厚生制度／健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金
制度
その他／免許資格取得の助成金制度有り

先輩社員からのメッセージ
整備士 ２７歳
機械いじりが好きで、普段整備することのできない機械を整備
できるという魅力から入社しました。未経験の機械を整備するこ
とに不安もありましたが、帯広支店はベテランが多く、私の個性
を尊重してくれながらもしっかりフォローしてくれるので、自分の
スキルアップを実感しやすいと思います。また、支店全員で懇
親会を開催したりとチームワークもばっちりです。

問合先
〒０６３－０８３６ 札幌市西区発寒１６条１３丁目７番１１号
北海道運搬機株式会社 総務部
電話／０１１－６６１－０５９５、FAX／０１１－６６９－５３５５
E-mail／naka@kurinet.co.jp

２６

ＱＲコード

三菱農機販売株式会社
http://www.mam.co.jp/sales/

～Ｌｏｎｇ Ｌｉｆｅ～
人も道具も、長く強く。

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

当社はメーカーの三菱マヒンドラ農機の１０
０％子会社として、国内の農家さんに農業機械
を販売している会社です。
北海道は日本有数の農業地帯であり、現代の
農業機械はハイテク化を遂げ、自動運転などデ
ジタル革命によるスマート化が加速し、農業機
械の重要性はますます増加しています。
農業を取り巻く環境は日々変わっていますが、
人と人との付き合いは変わらず、頑張る農家さ
んを応援するのが当社の仕事です。

創立／平成２年１０月
代表者名／代表取締役社長 新保德明
資本金／３億円
従業員数／８００名
売上高／３４１億円（２０１８年度）
事業内容／農業機械の販売及び修理

勤務条件
初任給／１６０，０００円～
諸手当／通勤手当、家族手当、資格手当、燃料手当（11月～3
月）
勤務時間／８時３０分～１７時３０分
休日や休暇制度／週休二日制（4、5、9月の繁忙期除く）、特別
休暇、慶弔休暇
福利厚生制度／健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

先輩社員からのメッセージ
当社の特徴として、お客様との深い信頼関係が挙げられ
ます。お客様が商品を選ぶとき、基準となるのは品質・価
格だけではありません。人と人の繋がりが求められる仕事
です。相手の気持ちを理解する力、理解しようと努力する
姿勢が何よりも大切だと私は考えます。信頼され商品購入
へ結びついた時、使用したお客様から頂く「ありがとう」の
言葉は何よりのやりがいとなります。

問合先
〒０６６－００７７ 千歳市上長都1046番地
三菱農機販売株式会社 管理課
電話／０１２３－２２－１２３４、FAX／０１２３-２６-３１０１
E-mail／hokkaido@mam.co.jp

２７

ＱＲコード

株式会社アシスト帯広営業所
https://www.assist-rental.co.jp/

若さと元気が持ち味です！

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ
レンタルの基本は、必要な時に、必要
な物を、必要な数だけタイムリーに提供
することで、お客様の「要望」に応えるこ
と、すなわち「お客様が満足する」ことが
我々の使命と考えています。
10年間で売上が2.4倍に急増している、
急成長中の企業です。

創立／ １９９６年４月
代表者名／問谷 悟
資本金／１億３，６００万円
従業員数／２０４名
売上高／３５億３，０００万円（２０２０年１０月末）
事業内容／什器備品・建設保安用品のレンタル及び販
売、式典・イベント関連用品のレンタル及び設営、工事看
板等の製造制作及び販売
交通アクセス／西帯広駅から車で約８分（帯広営業所所
在地：芽室町東芽室基線８－１）
その他／道内１３拠点、東北７拠点、関東１拠点、九州１拠
点、計２２拠点展開しており、現在全国へ拡大中

勤務条件
初任給／サービス職１６５，０００円（高卒）、諸手当含
諸手当／住宅手当７，０００円
勤務時間／８時３０分～１７時（休憩６０分）
休日や休暇制度／日曜日（月３回土曜休）、祝日、夏季、年末
年始、有給、慶弔、年間休日１１３日
福利厚生制度／社会保険完備（雇用、健康、労災、厚生年金）
その他／勤務地：帯広営業所のほか当社営業所（希望地考
慮）

先輩社員からのメッセージ
しっかりとした研修制度が整っており、先輩がフォロー
するのでご安心下さい。
自然とフォローしあう関係ができていて、和気あいあいと
した雰囲気で仕事をしています。

問合先
〒０６１－１１１１ 北広島市北の里２２番２号
株式会社アシスト 総務部 ／畑中、片倉
電話／０１１－３７２－８８００、FAX／０１１－３７２－７７５５
E-mail／k_hatanaka@assist-rental.co.jp

２８

片桐機械株式会社
http://www.katagiri-g.com/katagiri/

建設機器・安全機器のレンタル
を提案しています

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

～ 価値共有の時代へ ～
「人と商品とシステムが一体となったシェアサービス
の推進」
私たちは、めまぐるしく変化する社会環境のもと
で、お客様の様々な要望にお応えし、省力化に繋が
るようレンタルという合理的で環境に優れたシステム
を提案しています。物の機能を利用するレンタルは、
機能の価値を拡げることで、新たな価値サービスを
共有することができます。私たちは、機能の価値を
共有する、人と商品とシステムが一体となった新たな
シェアサービスを推進していきます。

創立／昭和２７年３月１４日
代表者名／代表取締役社長 片桐 大
資本金／５，０００万円
従業員数／１７９名
売上高／８８億３，０００万円（２０１９年３月）
事業内容／建築土木を中心とする建設機械器具および産
業機械器具のレンタル・販売
交通アクセス／JR大成駅 徒歩２６分
その他／環境マネジメントシステムISO１４００１、経済産業
省「地域未来牽引企業」選定

勤務条件
初任給／雇用形態：正社員
【外勤職（大卒）】 １８３，０００～１９３，０００円+初任外勤手当３０，０００円
【機械整備職（高卒）】 １５６，０００～１６１，０００円
諸手当／外勤手当（外勤職のみ・時間外勤務の有無に関わらず２０時間分を含む、超
過分は別途支給）、時間外勤務手当、通勤手当、資格手当、家族手当、責任者手当等
勤務時間／平日８：３０～１７：１５/土曜日８：３０～１２：００
休日や休暇制度／週休二日制（隔週土曜・日曜）、祝日、夏季、年末年始、有給休暇、
特別休暇等
福利厚生制度／財形貯蓄制度、永年勤続表彰、退職金制度、保養施設利用（トマム）
その他／社会保険完備、健康診断年1回、昇給年2回、賞与年２回、会社親睦会あり

先輩社員からのメッセージ
２０１４年入社 機械整備職
わたしがおこなっている建設機械整備職は、建設工事現場から返却さ
れた機械を点検整備し、安全な状態で別の建設工事現場に送り出す
のが主な仕事です。取り扱う機械は工事の種類に合わせて多種多様
にあり、その分覚えることが多く大変な面もありますが、建設工事の安
全を守る大切な仕事です。実際に、自分の整備した建設機械が工事
現場で活躍している場面を日常生活で目にすることもあり、それが嬉し
さややりがいを感じる瞬間になっています。

問合先
〒０６０－００５１ 札幌市中央区南１条東７丁目２－４
片桐機械株式会社 営業推進企画
電話／０１１－２６１－０２５６、FAX／０１１－２６１－２０１２
E-mail／saiyou@katagiri-g.com

２９

日建片桐リース株式会社
http://www.katagiri-g.com/nikken/

仮設資材、物流機器、介護福祉
用具のレンタルを提案していま
す

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

～ 価値共有の時代へ ～
「人と商品とシステムが一体となったシェアサービス
の推進」
私たちは、めまぐるしく変化する社会環境のもと
で、お客様の様々な要望にお応えし、省力化に繋が
るようレンタルという合理的で環境に優れたシステム
を提案しています。物の機能を利用するレンタルは、
機能の価値を拡げることで、新たな価値サービスを
共有することができます。私たちは、機能の価値を
共有する、人と商品とシステムが一体となった新たな
シェアサービスを推進していきます。

創立／１９７２（昭和４７）年８月２５日
代表者名／代表取締役社長 片桐 大
資本金／５，０００万円
従業員数／１４０名
売上高／６４億２，０００万円
売上高の時期／２０１９年３月３１日
事業内容／鋼製仮設資材、物流機器、介護用品の
レンタル販売
交通アクセス／JR大成駅 徒歩２６分
その他／品質システムISO９００１、一級建築士事務
所

勤務条件
初任給／雇用形態：正社員
【外勤職（大卒）】 １８３，０００～１９３，０００円+初任外勤手当３０，０００円
【事務職（高卒）】 １４７，０００～１５０，０００円
諸手当／外勤手当（外勤職のみ・時間外勤務の有無に関わらず２０時間分を含む、超
過分は別途支給）、時間外勤務手当、通勤手当、資格手当、家族手当、責任者手当等
勤務時間／平日８：３０～１７：１５/土曜日８：３０～１５：００
休日や休暇制度／週休二日制（第２・４・５土曜・日曜）、祝日、夏季、年末年始、有給休
暇、特別休暇等
福利厚生制度／財形貯蓄制度、永年勤続表彰、退職金制度、保養施設利用（トマム）
その他／総合職・一般職の選択あり、社会保険完備、昇給年２回、賞与年２回

先輩社員からのメッセージ
２０１６年入社 事務職
建設工事現場からの発注を受けて、工場へのレンタル資材の
在庫確認、配送の手配をするのが主な仕事です。その他にも営
業のサポートとして、見積書の作成や請求書の発行など幅広い
業務を担当しています。お客様からのお問い合わせに何でもお
応えできるようになるため、商品知識を身に付けることが今の
目標です。事務職として幅広くスキルが身につく仕事というこ
と、産休・育休制度を利用する方や、子育てをしながら働いてい
る方も多く、無理なく長く働ける職場環境が魅力だと思います。

問合先
〒０６０－００５１ 札幌市中央区南１状東７丁目２－４
日建片桐リ－ス株式会社 営業推進企画
電話／０１１－２７２－５８５８、FAX／０１１－２６１－２０１２
E-mail／saiyou@katagiri-g.com

３０

ＱＲコード

株式会社カナモト
URL／http://www.kanamoto.co.jp/employment/new_entry/

この国に、つくる力を届ける

会社プロフィール

うちの会社のスゴイとこ

創立／１９６４年１０月２８日
代表／金本 哲男
油圧ショベルなど大型の建設機械や発電機、 資本金／１７８億２，９８６万円
小物機械、仮設ハウスまで取扱い機械は多種 従業員数／１，９５４名
売上高／連結：１，８０６億９，４００万円（２０１９年１０
多様。当社では工事現場で利用される、ありと 月期）
あらゆるものをレンタル提供しています。
事業概要／建設機械器具のレンタル、鉄鋼製品の
販売、エンジニアリングワークステーションおよび周
辺機器のレンタル
交通アクセス／西帯広駅から車で約８分（帯広営業
所所在地：芽室町東芽室基線８－１）

勤務条件
初任給／営業職：２２０，０００円（大卒）、技術職：２００，０００円（高卒）※等級手当（固
定残業代）３０，０００円を含む。超過分は別途超過勤務手当を支給。
諸手当／通勤手当（上限３１，６００円）、子供手当、住宅手当、資格取得手当、管理職
手当
勤務時間／８：３０～１７：００
休日、休暇制度／週休２日制（日、ほか月３回土曜日もしくは平日）、祝日、GW、夏季、
年末年始、有給、慶弔、産前産後、育児、介護、看護、特別休暇（年間休日１１３日）
福利厚生制度／社会保険完備（雇用・健康・労災・厚生年金）、財形貯蓄、住宅借上制
度など
その他／勤務地：帯広営業所のほか道内の当社営業所（勤務希望地考慮）

先輩社員からのメッセージ
私が一緒に働きたいのは、共に考え、悩み、成長してい
ける人間力のある人です。最初は何も分からなくて当たり
前。自分もそうでした。でも、同期や先輩達がいつも相談
に乗ってくれました。今は私も先輩の立場なので、後輩が
仕事を通じて成長できるよう、サポートしたいと思っていま
す。

問合先
〒１０５－００１２ 東京都港区芝大門１－７－７
株式会社カナモト 人事部人事課
電話／０３－５４０８－５７０３、FAX／０３－３４３８－２２４１
E-mail／saiyou@kanamoto.co.jp

３１

有限会社後藤商会（オートガレージゴトウ）

お客様に安全・快適なカーライ
フを楽しんでいただくために
お手伝いします。

うちの会社のスゴイとこ

会社プロフィール

お車に関してのご要望や夢の実現に高 創立／平成２年４月
い技術力でお応えします！
代表者名／後藤 賢司
新車・中古車販売、車検整備、鈑金塗 資本金／７００万円
装、保険販売、事故対応、レッカーサー 従業員数／９名
ビス等、お車の購入から保険、アフターま 売上高／３億円（令和２年１２月）
事業内容／自動車修理、車検整備、キズ・ヘコミ
で全て、当社でワンストップで対応しま
修理、事故車修理、全塗装、新車・中古車・キャ
す。お車のことなら何でもご相談くださ
ンピングカー販売、クラシックカー販売、レスト
い！
ア、チューニング、保険取扱

勤務条件

初任給／ 高卒：１５２，０００円 、専門学校卒：１６２，０００
諸手当／通勤手当、資格手当、家族手当、住居手当、
勤務時間／８時４５分～１８時００分
休日・休暇制度／
本社工場：日、祝、第２、５土曜日、年末年始、ＧＷ、お盆
販売店舗：木曜日、年末年始、ＧＷ、お盆、その他年間カレン
ダー有
福利厚生制度／雇用、労災、社会保険、厚生年金、退職金制
度（勤続３年以上）

先輩社員からのメッセージ
（鈑金塗装工員、2009年入社） 僕が創った愛車です。
社長をはじめスタッフみんなが車好きです。自分の車に磨
きをかけることで、お客様へのアドバイスができ、信頼が生
まれると思っております。日々様々な車とお客様に関わり
ながら楽しく仕事をしています。古い車が綺麗に仕上がっ
たとき、自分自身も達成感を感じます。お客様に喜んでい
ただけることが一番のやりがいです。資格が無くてもスプ
レーマンから始めてみませんか！

問合先
〒０８２－０００４ 芽室町東芽室北１線８番地
有限会社後藤商会 総務ゴトウ
電話／０１５５－６２－５９３４ FAX／０１５５－６２－８３８１
E-mail／g510@smile.ocn.ne.jp

３２
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お問い合せ

tel 0155-66-5964(0155-62-9736 から変更になりました)
E-mail s-kougyou@memuro.net

http://www.memuro.net

