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1 ㈱アイアンワークス 鉄工業・酪農ヘルパー業
鉄工業：2名
酪農ヘルパー：2名

0153-77-9600 中標津町

㈱アイアンワークスは平成20年に会社を設立し、平成28年に法人化致しまし
た。
業務内容は鉄工では溶接や塗装、農業機械の修理を行っております。
酪農ヘルパーでは農家へ行き牛の搾乳や餌やりを行っております。

㈱アイアンワークス

2 ALSOK北海道㈱ 警備業 警備・技術・事務：各1名 0153-72-0169 中標津町
当社は、昭和50年に設立し北海道公安委員会認定第一号となります。
現在では、道内２０箇所に営業拠点を設けて地域密着型で質の高い警備を提案
しております。

ALSOK北海道㈱

3 石川板金㈱ 建築板金業
工事マネージャー：2名
工事スタッフ：3名
製造スタッフ：5名

0153-72-2431 中標津町

弊社は、金属製の『屋根・壁』の製造・工事施工・加工販売を行う建築板金業
です。
中標津・釧路・帯広・恵庭の4拠点で活動し、道内の皆さんの大切な“人”や
“モノ”が詰まった建物を、雨風雪から守る仕事をしています。

石川板金㈱

4 ㈱犬飼工務店 建築工事業
現場職員：2名
現場技能系職員：2名

0153-72-2187 中標津町
学校・病院・銀行・店舗・牛舎・マンション・住宅など、人が学ぶ・働く・生
活するための建物をつくる会社です。

㈱犬飼工務店

5 ㈱岩谷電気商会 建設業・電気工事業 電気工事士見習い：1名 0153-72-3114 中標津町

病院・空港・気象・上下水道などを含む公共施設の工事・点検・維持管理をし
ています。
資格取得に必要な費用は全額支給します。
社員は11名在籍しており、全員社員です。
会社休みは、日祝と第2第4土曜日および第１第3第5土曜日は午後から休みで
す。延べ休日日数は120日となります。

㈱岩谷電気商会

6 奥村工業㈱ 建設業・設備業 現場代理人補佐：2名 0153-72-3814 中標津町

空調設備、上水道土木のリーディングカンパニーとして、地域の快適な環境づ
くりをサポートします。
私たちの仕事は地中であったり、壁の中や天井裏であったり、普段は目の届か
ない場所で人々の快適な生活、便利を下支えしています。町のインフラを維持
発展する重要な責任を負っています。
奥村工業㈱は、業界地域No1企業として、高いスキル、経験・知識を持ったエ
キスパート集団たちが、地域の快適を創造しています。

奥村工業㈱

7 ㈱カードックSP 車両販売・修理業 営業：1名 0153-73-2547 中標津町
私たちは、車社会であるこの地域で、車の販売・修理・自動車保険・ロード
サービスなどの自動車総合ワークショップを42年間経営し、地元のお客様より
高く評価され、安定して成果を上げている会社です。

㈱カードックSP

8 カイロサロンうさぎ 整体・エステ業 整体：2名 090-3775-1623 中標津町

技術を身体につけましょう。指導もしっかり致します。
仕事や休み方は個々に合わせる新しい働き方です。
８名の技術者も未経験者でしたが明るく伸び伸びと働いています。
本店の他に３店舗があります。

カイロサロンうさぎ

合　同　企　業　説　明　会
日時　令和４年７月２５日（月）　１３時３０分～１７時００分　　　場所　ウエディングプラザ　寿宴（標津郡中標津町東３条北１丁目８）
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9 ㈱コーンズ・エージー
酪農機器等販売及び
サービスエンジニア業

サービスエンジニア
（機械エンジニア）
若干名

0123-32-1451 中標津町
当社は酪農専門商社として培った先見性とノウハウで、世界中から優れた機械
を発掘し、機械の輸入販売やサービスだけではなく、製品導入後のアフターサ
ポートに至るまで、酪農に関わる総合的なサービスを展開しています。

㈱コーンズ・エージー

10 光洋警備㈱ 警備業 警備員：5名 0153-72-6455 中標津町
工事現場における交通誘導整備です。現場および通行車両が事故のないように
誘導するやりがいのある仕事です。

光洋警備㈱

11 ㈲広栄
廃棄物処理業 収集作業員：3名

0153-72-2895 中標津町

有限会社広栄は、中標津町より委託を受け、町内の家庭・企業から出るごみ及
び資源物の収集と運搬を担ってきました。今後も美しい街づくりを目指して、
地域に貢献し続けるために人材を募集しています。体力は必要ですが難しい仕
事ではありません。町のキレイを守るやりがいのある仕事です。

㈲広栄

12 ㈲広栄メンテナンス
ビルメンテナンス業
（ビル管理・清掃）

空港グランドスタッフ
：2名
清掃員：2名

0153-72-4995 中標津町
広栄メンテナンス㈱は、中標津町の公共施設や企業、家庭の清掃及び設備管理
を行っている会社です。様々な作業を通して積み上げてきた経験と柔軟なサ
ポートでお客様にいつもキレイで快適な環境を提供する仕事です。

㈲広栄メンテナンス

13 (有)大和殿 飲食業 事務員：1名 0153-72-3471 中標津町
創業５０年の歴史ある飲食店です。中華からとんかつまでを幅広く提供し、地
域の食を支えています。
またカラオケ店も別店舗で営業しています。

(有)大和殿

14 高部電気㈱
電気工事業
電気通信工事業

現場代理人・電気工事士
合計５人

0153-72-3235 中標津町

公共工事から民間工事まで幅広く事業を展開しています。
電気を利用するために必要な配管・配線工事をはじめ、照明器具や通信機器を
取り付ける工事のほか、これらを監視・制御する設備工事など、一般内線工事
をする会社です。

高部電気㈱

15 中村興業㈱ 土木建設業
土木技術者：3名
重機オペレーター：3
名

0153-72-3588 中標津町
当社は土木工事を主体とした会社です。
道路工事をはじめ、海岸工事、解体工事等、または地域の基幹産業である酪農
産業での様々な事業にも取り組んでおります。

中村興業㈱

16 中標津町 地方自治体

一般事務職：6名
一般事務職（障害者）
：1名
技術職（土木・電気・
機械・建築）：4名
保育士：1名

0153-73-3111 中標津町

地方自治体として税、福祉、インフラ整備、教育など町民福祉向上のため、多
岐にわたる業務を行っています。経済・交通の拠点性や酪農を中心とする一次
産業、豊かな自然環境などを活かし「住みたいまち、住み続けたいまち」を目
指しています。

中標津町

17 中標津町商工会
事務、記帳指導、
地域振興業務
観光案内業務　：２名

0153-72-2720 中標津町 中標津町商工会

18 北海道商工会連合会 総合職　 011-251-0101 札幌市他 北海道商工会連合会

19 ㈱日建ハウジング 建築一式工事業 建築大工：2名 0153-73-2619 中標津町

創業以来、地域に根ざし「信頼される企業・為になる企業・働き甲斐のある企
業」を営業目標に掲げ、若い人材を育成し、地域貢献が出来る企業を目指しま
す。
業務内容は公共建築物、農業施設、一般住宅の建築大工全般です。

㈱日建ハウジング

経済団体
（企業支援及び
地域振興事業）

商工会は、地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行
う団体です。事業者様に対して経営に関する相談や指導を行う他、地域振興の
ためにお祭りやイベントなどを行い、元気なまちづくりや事業者の発展のため
に取り組む事業を行っています。
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20 根室中標津空港ビル㈱ 航空運輸業
ANAカウンター職員
１名～２名

0153-73-5601 中標津町

当社は、根室管内の公共交通機関の重要な一翼を担っている会社です。
職員は地域の方たちにとって、欠かす事のできない航空路線を守っていると.い
う誇りを持って働いています。また、年代の近い同僚が多いので、困ったこと
は、気軽に相談できるので安心です。
お客様の為、地域の交通網を守る為、空港の一員になって仕事をしてみません
か！

根室中標津空港ビル㈱

21
東北海道いすゞ自動車㈱

中標津支店
自動車の修理
自動車部品の販売

自動車整備スタッフ：2名

中標津支店
0153-72-
2191
釧路支店
0154-51-
2611

中標津町
私たちの生活に物流というインフラは欠かせません。国内における物流の9割
はトラックによって行われています。
そのトラックが安全確実に物を運ぶ仕事を支えることが当社の使命です。

 東北海道いすゞ自動車㈱中標津支店

22 ㈱尾藤電気 電気工事業 施行管理技術者：2名 0153-72-2082 中標津町
公共施設・乳業メーカー・住宅等の電気設備や道路照明の補修・太陽光発電設
備・EV自動車の充電設備など、多岐にわたって工事しています。
電気に関する知識が全く無くても、スキルと資格が色々な形で修得可能です。

㈱尾藤電気

23 廣木建設㈱ 総合建設業 現場代理人：1名 0153-72-2105 中標津町

創業以来、官公庁及び団体・民間等の建築物の施行を主とし、“完成度”に重
点を置き高い基準で質にこだわって取り組んでいます。
また、福利厚生として、ゴルフ・Pゴルフ・社内慰労会など年に数回行い、協
力業者や社員との親睦を図っています。
建設業で地図に残る仕事をしてみませんか？

廣木建設株式会社

24 （有）ファム・エイ
酪農ヘルパー業務
生乳検査業務

酪農ヘルパー：３名 0153-73-4138 中標津町

酪農家の仕事を代行する酪農ヘルパー事業を主とし、酪農家の生乳を検査する
生乳検査業務も行っております。酪農ヘルパー事業においては、４JA（中標
津・計根別・道東あさひ上春別・標津）を管轄しており、酪農家にとっては欠
かせない仕事となっております。

（有）ファム・エイ

25 酪農協販商事㈱
ガソリンスタンド
ＬＰガス販売

ガソリンスタンドス
タッフ
プロパンガス営業
技術スタッフ２名

0153-72-3442 中標津町

中標津町内で１９６５年に創業し、ガソリンスタンドとＬＰガス販売を行って
います。ガソリンスタンドでは、自動車等への燃料給油等の石油製品の販売、
ＬＰガス販売所では、住宅や飲食向けの調理や給湯、暖房向けのＬＰガスの配
送販売を行っています。

酪農協販商事㈱

26 （株）NKインターナショナル
携帯電話販売、修理、
HP制作、アパレル事業

販売員：３名 0155-27-6888 中標津町他

【接客・営業・事務・管理】ノルマなし、転勤選択制、ランチ無料、
奨学金半額返済、ジョブローテーション・キャリアアップあり、男女共に産休
育休取得可など。
最後に私たちのモットーは「やるなら、とことん、おもしろく」

（株）NKインターナショナル

27 釜蓋鉄工㈱ 製造業 製造工：2名 0153-75-2063 別海町

弊社は、酪農機械及び飼料設備の製造と修理を中心とする鉄工会社です。
鉄のせん断、溶接、研磨などの金属加工、組立、設置の業務などがあります。
主なお客様は酪農家さんです。牛の餌となる飼料を保管する飼料タンクの設置
を行ったり、ロール草架という牛に採食させる餌入れの制作・設置などがあり
ます。
私たちの仕事はお客様のご要望をものづくりで実現する事です。
知識や技術が必要な現場ですが、経験が浅くてもどんどんチャレンジできる環
境ですので、やる気に繋がり、やりがい充分です。経験すると皆さん、きっと
この仕事が好きになるはずです。

釜蓋鉄工㈱

28 (有)菅野整備工場 自動車整備業 整備：1～２名 0153-75-2169 別海町

昭和39年創業以来「人の生活を守り、地域の物流を止めてはいけない」を合言
葉に地域に密着した自動車整備工場を目指してきました。
時代とともに車の技術は日々進化する中、変わりゆく時代の流れを私たちと歩
んでみませんか？

(有)菅野整備工場
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29 ㈱小泉機械店
一般機械類
自動車整備業
石油類小売

サービスメカニック：
2名
サービスステーション
スタッフ：1名

0153-75-2226 別海町

当社は、自動車やバイク・重機類やボート等の販売及び修理とガソリンスタン
ドの経営をしています。
様々な種類の商品を取り扱っており、できる限りお客様のご要望にお答えでき
るよう対応させていただいております。
これからもプロフェッショナルを楽しみお客様の機械にまつわるトータルライ
フをサポートしていきます。

㈱小泉機械店

30 島影建設㈱ 総合建設業 技術員：2名 0153-75-3501 別海町
別海町に本社を置いております。
ものづくりを通じて地域発展に貢献している会社です。

島影建設㈱

31 高玉建設工業㈱ 建設業 技術職員：3名 0153-75-2011 別海町

弊社は、国土交通省北海道開発局、北海道、別海町などが発注する土木系の公
共事業を、元請負人として年間23憶円前後を安定的に受注しており、安心して
働くことができる建設会社です。
入社準備金(50万円）の貸与(1年以上の勤務で返済免除）、企業委託生制度
（給料を受け取りつつ1年間専門学校で学ぶ制度）を設けています。

高玉建設工業株式会社

32 寺井建設㈱ 建設業（一般土木）
技術職見習
（企業委託による専門
学校進学）：2名

0153-75-2009 別海町

主に一般土木工事として道路改良工事、農業土木工事等を行っています。
北海道より働き方改革シルバー認定を受けている優良企業です。
今回の募集は高校新卒者を社費研修として専門学校へ進学して貰う事を念頭に
技術者に成りたい人を求めています。

寺井建設㈱

33 道東あさひ農業協同組合 農業酪農支援他
総合職・
家畜人工授精師
：若干名

0153-75-2201 別海町
JA道東あさひは生乳生産量日本一の農協です。年間の生乳生産量は36万トン
にも及びます。新卒、社会人共に“総合職”、“家畜人工授精師”を募集して
います。詳細はマイナビからJA道東あさひを検索してください。

道東あさひ農業協同組合

34 ㈱ほくえい 管・土木一式総合設備業 作業員：3名 0153-75-3498 別海町

水道、設備業を中心として事業展開し、プラント配管（ステンレス、アルミ溶
接）の需要に対応するため、工事及び工作機械、設計CAD等を設備しました。
日本一の酪農の地域にマッチした農業機械工事施工をモットーに事業活動して
います。

㈱ほくえい

35 渡邊清掃㈱ サービス業・清掃業 作業員：2名 0153-75-2861 別海町

別海町にある会社で、1961年（昭和36年）創業の歴史ある会社（現在60
歳）です。
仕事内容は、
■一般家庭から排出されるゴミの回収やトイレの汲取り
■事業所から排出されるゴミの回収やリサイクル
■食品製造工場内の清掃などのメンテナンス
■一般家庭や酪農施設、下水道管などの排水管洗浄
■漁港内に堆積した汚泥の処理など、環境衛生関連の幅広いお仕事をしていま
す。
簡単に言うと、地域の生活インフラや公共インフラなどの「社会インフラ」の
維持の貢献し、人々のお困りごとを解決する、そんなお仕事をしています。

渡邊清掃㈱

36 根室北部消防事務組合 地方公務員 消防士：若干名 0153-72-9114 中標津町他

消防署では365日24時間、災害に備えて待機し、火災、救急、救助等の災害
が発生すると昼夜問わず出動します。
災害が発生していないときは、災害に備えて訓練を行ったり、事業所等の立入
検査や避難訓練指導を行うほか、報告書の作成などの各種事務も行います。

根室北部消防事務組合

共　催

協　力

お問い合わせ先 中標津町商工会　電話　０１５３－７２－２７２０

留意事項 検温、マスク、フェイスシールドの着用、手指の消毒等の感染予防措置を行い実施します。

 中標津町商工会・根室振興局・中標津町・（一社）北海道中小企業家同友会くしろ支部南しれとこ地区会・根室公共職業安定所

別海町商工会・標津町商工会・羅臼町商工会


