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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５年１月 

 

                              北海道芽室町 

１ 

芽室の未来を拓くあなたへ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

十勝平野のほぼ中央に位置し、面積の約 42％が農地、 

約 40％が山林という緑豊かな大自然に抱かれたまち 

それが「めむろ」です。 

年間を通して晴天日数が多く、降水量が少ない爽やかな気候で、 

夏と冬の寒暖差が大きいことが特徴であり、肥沃な大地と 

気候条件に恵まれ、スイートコーン生産量日本一、 

ごぼう生産量北海道一など生産作物の作付面積、 

収穫量はいずれも北海道トップクラスに位置する 

農業王国でもあります。 

 そんな本町では、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、3 つの工業団地（東工業団地・弥生工業団地・西工

業団地）に基幹産業である農業と密接に関連する企業を中心に約

300 社の企業が、集積しており、主要国内農機具メーカー、農産物集

荷・加工・貯蔵施設、農産物輸送関連企業などが十勝の農業振興に

大きく寄与しています。 

 

 

人口（令和 4年 12月現在）：18,029人 

世帯数（令和 4年 12月現在）：8,021世帯 

総面積：513.76㎢ 

 

 

 

 

芽室町ってどんな町？ 

 

２ 



 

「生活しやすい！！」 

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。 

 

「子育てがしやすい！」 

中学生まで医療費無料で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

を教えてもらっています。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ま

す。野球場も整備されたし、ゴルフ場もあるよ。 

 

「キレイなところがたくさん！」 

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

ブも楽しめます。 

 

 

「食べ物がおいしい！！」 

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。 

 

 

 

 

 

 

「芽室の良さ」って何だろう？～働く人の声～ 

 
 

３ 



 

 

 

 

 

芽室町は、北海道のほぼ中心の交通アクセスが便利な場所に位置し、町内には２つのインターチェン

ジがあり、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。 

〇自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇都市間バス 

 札幌駅前まで 1日 10往復 所要時間 3時間 19分（最速） 

〇鉄道 

 札幌駅まで 1日 6往復 所要時間 2時間 40分（最速） 

 

 

※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 

 
「めむろ」からのアクセス 
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芽室町立地企業ガイドブックの活用法 

 

 

会社の仕事や事業内

容、やりがいなどが掲

載されています。 

 

会社の基本情報を知

ることができます。 

 

 

勤務条件及び福利厚

生などを知ることがで

きます。 

 

 

会社の注目ポイント 3

つが記載されていま

す。 

 

 

先輩社員からの熱い

思いなどが記載され

ています。 

 

 

インターンシップの受

入情報が記載されて

います。 

 

 

企業連絡先及び採用

担当が記載されてい

ます。 

🔍仕事内容 

🔍会社プロフィール 

🔍勤務条件 

🔍問合せ先 

🔍インターンシップ 

🔍先輩メッセージ 

🔍注目ポイント 

 

会社ホームページの

URL が記載されてい

ます。 

🔍ホームページURL 

会社ホームページや採

用情報等へのQRコー

ドです。 

🔍QRコード 

５ 



 

企業情報一覧 

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～「×」、要相談～「△」 

                              

〇 農業 

   ダイヤモンド十勝株式会社（東）                           

〇 建設業 

青木建設株式会社（弥生）                               

株式会社東圧（東）                                    

株式会社北土開発（西）                                 

株式会社和田工務店（東）                               

〇 製造業    

味の素食品北海道株式会社十勝工場（西）                     

株式会社安西製作所（東）                        

帯広鋼板株式会社（東）                                                                  

道東興業株式会社砕石プラント（東）                                                                 

マルハニチロ畜産株式会社十勝工場（東） 

ヤスダファインテ株式会社（東）             

〇 運輸業、郵便業 

有限会社たけむら（東）                                   

道勝運輸株式会社芽室車両ターミナル（東） 

横浜冷凍株式会社十勝物流センター（東）   

〇 卸売業、小売業  

エム・エス・ケー農業機械株式会社（東）                  

株式会社オビトラ（東）                                            

日本ニューホランド株式会社帯広営業所（東）                   

北海道運搬機株式会社帯広支店（東）  

北海道日紅株式会社（東） 

インターンシップ受入企業情報一覧（あいうえお順）

ページ 受入 

６ 

８    「〇」 

 

9    「△」 

10    「〇」 

11    「○」 

12    「○」 

 

１３    「〇」 

１４    「〇」 

１５    「×」 

１６    「△」  

１７    「△」 

１８    「○」 

 

１９    「△」 

２０    「△」 

２１    「×」 

 

２２    「△」 

２３    「〇」 

２４    「△」 

２５    「△」 

２６    「×」 

 

 

 



〇 不動産業、物品賃貸業 

株式会社アシスト帯広営業所（東）  

片桐機械株式会社（東）                     

日建片桐リース株式会社（東）                  

〇 サービス業（その他） 

株式会社カナモト（東）                     

   有限会社後藤商会（オートガレージゴトウ）（東）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）日本標準産業分類による業種の区分 総務省所

管 

 

ページ 受入 

２７    「×」 

２８    「△」 

2９    「△」 

 

３０    「△」 

3１    「△」 

 

７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農業 ヨーロッパ式農業を取り入れ、大型収穫機で農作物、野菜を収穫・選別・販売 

ダイヤモンド十勝株式会社 
https://diamondtokachi.com 

あなたの挑戦を活かしませんか？夢は実現なり！ 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

他じゃ見られないヨーロッパ農業化

した超大型収穫機で高速収穫！ 

山わさびの生産量日本一！ 

頑張れば２４歳で係長、２７歳で

課長補佐にまでなれる！（実例） 

２０１４年４月入社 

後藤 政則さん 

普通の農業とは違い、機械メインでオフィスワ

ーク、会議等の一般企業と同じような業務も

多いです。広大な敷地を機械で走る作業はと

ても爽快感があり、作物を育てる楽しさも感

じます。店頭に作物が並んだり、農家さんに

「いつもありがとね」と言葉をもらえた時は感

動の瞬間です。仕事も任せてもらえるのも嬉

しい。頑張りを評価してくれて、２４歳で係長、

２７歳で課長補佐とキャリアアップも出来てい

ます。頑張ってもっと成果を出そう！と仕事

にやりがいがあり楽しい会社です。 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 可 

 

約１５０件の農家さんの農作物を収穫したり、農家

さんが収穫した農作物を受入れ、選別等を行い販

売している会社です。 

自社でも農場を取得しているのでいろんなジャン

ルの新しい作物に挑戦、栽培しております。 

機械の免許も会社で取得し、大型機械作業、整備、

パソコン作業に加え、衛星、ドローン等のスマート農

業にも積極的に取り組んでおり、１８歳から８６歳ま

で活躍している元気で活気ある会社です。 

創立/２０１４年 

代表者名/大野 和則 

資本金/１億円 

従業員数/社員・契約社員４３人、パート７０人 

売上高/１５億円 

売上高の時期/３月 

 

初任給/１６３，６００円 

諸手当/住宅、営業、資格、残業手当等 

勤務時間/８：００～１７：００ 

※繁忙期や天候によって変更あり 

休日・休暇制度/基本週休２日制、大型連休あり 

※繁忙期や天候により変更あり 

福利厚生制度/社会保険、雇用保険、退職金制度 

その他/賞与、昇給 

 

郵便番号/０８２－００７２ 

住所/芽室町北伏古南８線１０番地 

採用担当/北伏古選果場 

電話/０１５５－６２－５１８０ 

FAX/０１５５－６２－５８５７ 

E-mail/dtoonoh@gmail.com 

 

 

８ 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業  舗装工事 

青木建設株式会社  https://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。 

 ＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

・道路の舗装工事 

・住宅や駐車場の舗装工事 

・カーポートの設置工事 

・縁石の切下げ工事 

・アスファルト混合物の製造・販売 

 

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/２９名 

売上高/５億９,８００万円 

売上高の時期/令和３年４月決算 

 

 

初任給/1７0,000円～250,000円 

諸手当/通勤・住宅・扶養・資格 

勤務時間/8時 30分～17時 30分 

休日・休暇制度/土日、ゴールデンウィーク、盆、年末年
始、特別、有給 

福利厚生制度/各種保険、あんしん財団、星野リゾート 

トマム宿泊など 

その他/現場管理業務（OJTにより指導・教育を行います。） 

 

１ 

２ 

３ 

従業員の仲がいい！ 

健康経営に取り組んでいる！ 

有給をしっかり取れる！ 

 

２０２１年 4月入社 

蛇谷 瑠衣さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

郵便番号/０８２－００２１ 

住所/芽室町東１１条 10丁目１番地 

採用担当/青木建設株式会社 経理部 鈴木 

電話/０１５５－６２－３９９９ 

FAX/０１５５－６２－０６４７ 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 ＃問合せ先 

 

建設業は厳しいイメージがありました

が、先輩方はとても優しく、困っていた

ら助けてくれる温かい職場です。 

土木作業や事務作業も一から学べ、相

談しやすく、色々な経験ができること

が魅力だと思います。 

9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業  建物の骨組み（鉄筋）を組立てる仕事 

株式会社東圧 httpｓ://www.touatu.co.jp 

人と環境にやさしい職場作り 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

創立/１９８６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/３６名 

売上高/４億３,０００万円 

売上高の時期/令和３年５月～令和４年４月 

 

 

初任給/１９５,０００円～ 

諸手当/通勤手当、夏季冬季賞与、その他 

勤務時間/８時００分～１８時００分 

休日・休暇制度/週休２日制、GW 休暇、お盆休暇、

正月休暇 

福利厚生制度/厚生年金、健康保険、労災保険、 

建退協 

 

１ 

２ 

３ 

社内に従業員専用のトレーニング 

ジム設置！ 

各種工法、製品の特約店及び販売代理店！ 

道内同業者初の SDGｓ宣言！ 

先輩職員写真 1枚 

２０１８年 4月入社 

前田 直紀さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

郵便番号/〒０８０－２４７２ 

住所/帯広市西２２条南１丁目１０番地１３ 

採用担当/株式会社東圧 人事部 

電話/０１５５－３７－２５２５ 

FAX/０１５５－３７－３０９０ 

E-mail/obihiro@touatu.co.jp 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 
＃問合せ先 

 

学生時代に鉄筋組合の出前講座がありまし

た。鉄筋組立や圧接作業を始めてみたときに

「この仕事をやりたい」と思いました。入社し

てからは先輩方が親切に指導してくれて、資

格もたくさん取ることができました。資格も

たくさんあり、覚えることがいっぱいありま

すが、やりがいがあり楽しく仕事ができてい

ます。従業員専用のトレーニングジムも整備

されていて、趣味のウエイトトレーニングで身

体を鍛えています。楽しく仕事が出来るので

皆さん一緒に働きましょう。 

私たちは、鉄筋の加工組立・天然ガスによ

る鉄筋の継手工事・半自動溶接による鉄筋

の継手工事・CAD ソフトでの図面作成・ラ

スメッシュ枠材での型枠工事・その他鉄筋に

係る工事をしています。 

１０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業  十勝管内を中心に河川・道路の土木工事、建築工事の施工 

株式会社北土開発 
httpｓ://www.hokudo-kaihatsu.co.jp/ 

北の土
だいち

にはぐくまれ半世紀 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

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/６５名 

売上高/26億 5,4００万円 

売上高の時期/令和 3年 8月決算 

 

 

初任給/180,000円（高校卒）、200,000円（大学卒） 

諸手当/残業手当、決算手当、燃料手当ほか 

勤務時間/始業８時０0分 終業１７時 00分（実働 8時間） 

休日・休暇制度/土日祝、年末年始、有給休暇、特別休暇のほ

か、育児休業・介護休業制度 

福利厚生制度/各種保険、研修旅行、星野リゾートトマムの宿

泊割引券など 

 

１ 

２ 

３ 

社員同士の仲が良い！ 

ほとんどの社員が定時で退社！ 

建設業以外の分野にも積極的に挑戦！ 

平成２９年４月入社 

山中 一晟さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

郵便番号/０８２－００１６ 

住所/芽室町東６条 1０丁目 1番１ 

採用担当/株式会社北土開発 総務部 小澤 

電話/０１５５－６２－３１２１ 

FAX/０１５５－６２－３１２５ 

E-mail/ｔ.ozawa@hokudo-kaihatsu.co.jp 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 
＃問合せ先 

 

入社して１年間、施工管理業務を行っ

た後、企業委託生として１年間、測量

について学ぶ機会をいただきました。

令和３年３月には２級土木施工管理技

士の資格を取得できました。仕事で覚

えることは多いですが、先輩からは丁

寧に指導いただいてます。これからも

土木技術者として、地図に残る仕事が

出来ればと思っています。 

「国土に遺す価値を創る」を理念に、半世紀にわた

り総合建設業を営んできました。十勝川等の河川

工事、帯広広尾自動車道等の道路工事で実績を積

み重ね、北海道開発局や北海道建設部からの表彰

を多数受賞しています。近年は産業廃棄物処分・ラ

イムケーキを活用した肥料等製造のほか、十勝の

農業を支援すべく、シストセンチュウ対策である車

両洗浄装置の開発（北海道ものづくり大賞を受

賞）、小規模酪農家向けの乾式メタン発酵プラント

の開発にも取り組んでいます。 

１１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業  建築工事の”基礎”を造る！ 

を” 

株式会社和田工務店 
httpｓ://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・・・ 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

躯体工事（土木工事、型枠工事、鉄筋工事、コ

ンクリート工事）など十勝・帯広の建築工事に

取り組む会社です。 

 

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（うち女性 6名） 

売上高/９億３,０００万円 

売上高の時期/令和元年度 

 

 

１ 

２ 

３ 

女性作業員多数在籍！子ども休暇適用！ 

スキルアップ応援企業、研修助有ります！ 

衣食住に関わる仕事ですので、一年間通して

安定した仕事があります！ 

２００７年４月入社 

 高城 由樹さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

郵便番号/０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北 1線 22-20 

採用担当/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 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

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い

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。 

（会社ホームページ） 

（会社 YouTube） 

１２ 

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/4～１２月/7：00～17：00、１月～３月/８：００

～１７：００（それぞれ休憩２時間含む） 

休日・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）、GW・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 

その他/社内親睦会年５回実施、単身者用社員寮有 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業  スープ用素材原料の製造販売 

味の素食品北海道株式会社 十勝工場 
http://www.ajinomoto-shokuhin.co.jp/index.html 

このおいしさは北海道の大自然から 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

「コーンスープ」用のスートコーンパウダーを

50年以上製造している！ 

カップスープ用の「クルトン」は、パンから 

全て自社で製造している！ 

スイートコーンパウダー用の原料コーンは、 

種子から栽培、収穫、加工まで自社で管理している！ 

令和２年 4月入社 

高口 実紅さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

郵便番号/０９９－１４９５ 

住所/北海道常呂郡訓子府町東町４２３ 

採用担当/経営企画部 総務・業務グループ  

電話/０１５７－４７－２１８１ 

FAX/０１５７－４７－２１８３ 

E-mail/saori.ito.et7@asv.ajinomoto.com 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

入社当初は、周りの方に教わりながら沢

山のことを学んできました。現在は、新

規入職者の方への入社教育などの管理

業務を担当しています。当社は、お客様

に安心で安全な商品をお届けすること

を心がけた製品造りを行っています。ひ

とつずつ確実に自分のものにして、早く

一人前になれるように頑張っています。 

 

（本社/訓子府工場） 

 

当社は、味の素グループの会社として道内 3 工場

で一般向けの製品やスープ用素材原料の製造を行っ

ています。 

訓子府工場：味の素 KK コンソメ、鍋キューブ、スイート

コーンパウダーなど 

十勝工場：スイートコーンパウダー、クルトン、トマトパ

ウダーなど 

三笠工場：鶏肉加工品、鶏肉エキスなど 

を生産しており、スープ用素材原料はグループ会社

で「クノールスープ」などの製品に使用しています。 

 

（十勝工場） 

 

１３ 

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・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/住居家賃補助、味の素グループ共済会加
入可、財形貯蓄制度あり、賞与年２回（見

込み：5.２ヵ月）、育児および介護休暇、育

児および介護短時間勤務制度等 

 

創立/196９年 

代表者名/深澤 方浩 （ふかざわ まさひろ） 

資本金/５,０００万円 

従業員数/３０７名（２０２２年４月１日現在） 

売上高/５４億４,９３１万円 

売上高の時期/２０２２年３月期 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業  最先端技術を駆使した選別機の研究開発・製造・販売 

株式会社 安西製作所 
https://anzai-mfg.com/ 

選別機のトップメーカーとしてさらなる挑戦を続けます。 

 

 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

創立/196６年 

代表者名/安西 賢一 

資本金/5,000万円 

従業員数/117名（北海道支店 34名） 

交通アクセス/JR芽室駅から車で 10分 

 

 

 

初任給/19５,310円（大卒） １７５,２７０円（短大・高 

専卒）16２,120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 

 

１ 

２ 

３ 

高い技術力を誇る選別機のトップメーカー！ 

最新の設備と整理整頓された工場は 

３Dデータをフル活用した生産を実現！ 

ゆとりある生活を支える年間休日 125日！ 

2016年 4月入社 

山谷 ほのかさん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

郵便番号/０８２－０００４ 

住所/芽室町東芽室北 1線１０－２９ 

採用担当/総務経理課  

電話/０１５５－６２－６１１１ 

FAX/０１５５－６２－１１５５ 

E-mail/s_account@anzai.co.jp 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

日々様々な業務があり、やりがいを感

じています。失敗することを恐れず、自

ら挑戦することで学べることもたくさ

んあります。有給休暇も取りやすく、長

期休暇には旅行などができる充実した

環境です。明るく、活気溢れる社内で一

緒に働いてみませんか。 

最先端の技術を駆使して開発・製造した色彩選

別機、風力選別機、粒形選別機、比重選別機、異

物専用選別機を国内はもとより、東南アジア、北

米、中南米、およびヨーロッパ各国へ販売してお

り高い評価をいただいております。 

私たち安西製作所は国連 WFP 協会の「世界の

飢餓を撲滅する」活動を支援しています。 

（会社ホームページ） 

（先輩社員の声） 

（選別原理・見本） 

１４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業  住宅、倉庫、店舗などの金属屋根、壁材を製造販売しております。 

帯広鋼板株式会社 
http://obihirokouhan.bhp-ic.jp/ 

広大な北海道の大地で培った経験と技術 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

充実した福利厚生！ 

風通しの良い職場！ 

資格取得補助有り！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「不可」 

 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

業界未経験の方も大歓迎です。先

輩社員がしっかりサポートしてい

きます。仕事は真面目に、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。 

当社は北海道でも有数な設備を保有し、北

海道全域に金属屋根、壁材を販売しており

ます。その他に農業ハウスの製造販売も行

っております。独自のオリジナル商品もあ

り、ユーザーからも高い評価をいただいて

おります。 

１５

５ 

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・休暇制度/日・祝他 GW・お盆・年末年始（年間

カレンダーによる） 

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） 

 

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/１１億円 

売上高の時期/令和３年２月期 

 

郵便番号/〒０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北 1線１６番地３ 

採用担当/帯広鋼板株式会社   

電話/０１５５－６２－8６５5 

FAX/０１５５－６２－３２２２ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業  砂利の製造販売・土木工事・各種工場のベルトコンベアのメンテナンス 

道東興業株式会社 砕石プラント 
http://dotokogyo.co.jp/ 

皆さんが見えている風景には、我が社の製品があります。 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

十勝管内最大級の砕石工場！ 

各地から視察が来るような最新鋭の砕石工場設備！ 

若い人が生き生き仕事ができる環境！ 

２０２１年 9月（中途採用） 

 上見 佑 さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

郵便番号/０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北 1線３番地 

採用担当/道東興業株式会社 管理部   

電話/０１５５－２４－２５７３（帯広本社） 

FAX/０１５５－２４－４３９４（帯広本社） 

E-mail/t.maruyama@dotokogyo.co.jp 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

入社した時は専門的な知識も全く

ない状態でしたが、先輩方が丁寧

に指導してくれて、安心して仕事

ができています。とても大変な仕

事ですが、その分やりがいもあり

ます。 

一緒に楽しく仕事しましょう。 

ジャーリー

君 

ジャーリー君 

当社は、昭和 36 年の創立以来、十勝の砂利業界の

リーディングカンパニーとしてこれまで多くの建設業

の基礎となる様々な製品を通じ社会基盤整備に携

わってまいりました。砂利といっても様々な種類の

製品があり、アスファルトやコンクリートの材料とし

ても使用されるように、お客様のニーズに合った製

品を提供しております。これからも、最良の品質で材

料を提供し、安心安全な強い街を作り、地域の発展

のために貢献し続けます。 

（会社ホームページ） 

（採用情報） 

１６ 

初任給/18１,000円（諸手当含む、残業代別途） 

諸手当/住宅手当２５,０００円、安全手当６,０００円、交通費実 

費支給（上限あり） 

勤務時間/変動労働時間制（１年単位） 
８時００分～１７時００分 ９時００分～１７時００分 

休日・休暇制度/日曜、祝日、月２回土曜日等（当社カレンダーによ
る）その他GW、夏季、年末休暇、永年勤続5年単位

のリフレッシュ休暇  

福利厚生制度/各種社会保険完備、退職金制度あり（勤続１年以上）、
定年６５歳（再雇用制度あり） 

その他/中途採用も別途募集しております。 

条件等詳細はお問い合わせください。 

 

創立/昭和 36年 9月 8日 

代表者名/山口 富仁 

資本金/２,０00万円 

従業員数/３２名 

売上高/９億６,０００万円 

売上高の時期/２０２１年度 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業 牛肉の加工やハンバーグ、味付肉等の加工品製造 

マルハニチロ畜産株式会社 十勝工場 
https://nichiro-ham.co.jp/ 

大切な人に自信を持ってすすめられる商品を・・・ 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

北海道内で毎年６～８万頭の乳牛が食肉市場へ

出荷され、その乳牛の約３割を買い入れ、食肉に

加工、販売しています！ 

新入社員～管理職等の階層別の充実した研修制度！ 

弊社の基幹事業とも言える食肉事業をはじめ、ハム

やソーセージ・味付け・冷凍食品等の加工品事業にも

携わり幅広い業務経験を積むチャンスがあります！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

マルハニチログループの一員としてハム・ソーセ

ージ、味付ジンギスカン、冷凍食品の製造や、北

海道の酪農事業に欠くことのできない乳牛を食

肉に加工し、北海道のみならず全国に安心・安

全な製品を提供しています。また、食を通じて地

域や社会に貢献する、食品会社を目指していき

ます。 

創立/１９７５年６月１９日 

代表者名/代表取締役 石黒 裕之 

資本金/４億円 

従業員数/５４３人（十勝工場６８人） 

売上高/１３７億円 

売上高の時期/２０２２年３月期 

 

初任給/１９５,５００円（大卒）・１６０,６５０円（高卒） 

諸手当/通勤手当・扶養手当・寒冷地手当等 

勤務時間/８：３０～１７：３０ 

休日・休暇制度/当社カレンダーによる年間休日１１８
日（月休日４日以上、年末年始休日４

日、お盆休日３日を含む、２０１８年度

改定）・有給休暇（年５日の計画年休

取得制度） 

福利厚生制度/社会保険完備（健康保険、厚生年金、 

雇用保険、労働災害補償保険（労災）） 

 

 

郵便番号/０６３－００６１ 

住所/札幌市西区西町北１８丁目１－１ 

採用担当/管理部総務課 

電話/０１１－６６３－１１３１ 

FAX/０１１－６６３－１１７６ 

E-mail/y.kobayashi@nichiro-ham.co.jp 

 

 

 

私は 2017 年に中途入社し、正社員になってから３年目

です。仕事内容は主に工場の流れ作業(お肉を切ったり

袋詰めしたり・・・)ですが毎日楽しく、優しい先輩方に囲

まれているので工場は居心地が良く温かい雰囲気の職

場です。幅広い年齢層がおりますので、私と一緒に職場

を盛り上げていきましょう！ 

私は2018年に中途入社し、正社員として食肉の脱骨作

業(牛原料肉を骨と肉に切り分ける業務）に励んでいま

す。骨から外した肉を整形、加工した後、量販店や飲食店

等を通じて消費者様の口に入る製品を製造しているの

で、とてもやりがいのある仕事だと思っています。経験

はまだ浅いですが、先輩方から仕事の指導を頂きながら

日々精進しています。このやりがいのある仕事を是非、

一緒にやってみませんか？ 

２０１７年１１月入社 

M・Tさん 

２０１８年４月入社 

M・Iさん 

１７ 

＃私たちはこんなことをしています 

＃勤務条件 

＃会社プロフィール 

＃問合せ先 



 

 

 

 

 

 

４ 営業開始年月日   平成 30年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造業  食品加工用機械器具製造業 

ヤスダファインテ株式会社 
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する 

 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

日本の「食」を支えて創業 118年！ 

北海道の牛乳用タンクローリーシェア 100％！ 

男女ともに高い育休取得率！ 

2020年 4月入社 

K.Oさん（十勝めむろ工場） 

 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

溶接関係の仕事に興味があり、入社を決めま

した。初めは不安もありましたが、先輩の丁寧

な OJT と資格取得を通じて、できる仕事・知

識が着実に増えてきたと感じます。資格取得

サポートが手厚い会社ですので、今後も制度

を活用しながら、更なる技術の習得と実務を

目指します。 

また、休日出勤・時間外労働もありますが、有

給休暇が取得しやすく、プライベートと仕事の

両立ができる点も当社の良いところだと思い

ます。 

ジャーリー

君 

当社は、主に食品の製造過程で用いられるステ

ンレスタンクやミキサーなどの工場設備、牛乳

や液体食品の運搬などに用いられるタンクロ

ーリーの設計・開発、製造、販売までを一貫して

行っているエンジニアリングメーカーです。皆

さんが日々口にしている、牛乳やヨーグルト、

ジュース、ビール、マヨネーズなどの多くの食品

に当社の製品が関わっています。 

１８ 

郵便番号/296－0197 

住所/千葉県鴨川市北風原９３８ 

採用担当/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 

 

創立/１９４７年９月１０日（創業：１９０３年） 

代表者名/代表取締役社長 安田 良也 

資本金/9,５５５万円 

従業員数/2４４名 

売上高/６１億２,５２７万円 

売上高の時期/２０２２年３月期 

 

初任給/221,000 円（大学院卒）、205,000 円（大学

卒）、168,000円（高校卒） 

諸手当/住居、家族、勤務地、通勤、時間外（全額支給） 

勤務時間/8時～17時 

休日・休暇制度/日祝日・土曜日（年間数日出有）・年間休 

日１１９日、有給、特別休暇 

福利厚生制度/社会保険、財形貯蓄制度、退職一時金、 

確定拠出年金、再雇用制度（６６歳～７０ 

歳）  

その他/永年勤続表彰制度、各種資格取得制度、育児短 

時間勤務制度 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運輸業・郵便業  道内全域をエリアとして配送 

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 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

輸送事業 

〇北海道全域をエリアとして、冷凍冷蔵その他

商品の定期配送・スポット配送 

店舗事業 

〇オフィス什器の解体・組立作業 

〇事務所の移転・解体・廃棄作業 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

365日 24時間体制で急なトラブル 

にも対応可能！ 

福利厚生制度の充実！ 

時間管理がしっかりしている！ 

平成３０年８月入社 

佐々木 理奈さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

入社して４年目になりますが、事務所の

雰囲気も良く、毎日楽しく仕事ができと

ても働きやすい職場です。そして、運送

会社で働いてみて、私たちの暮らしを

支えてくれているのはドライバーさんだ

と改めて実感しています。普段の日常

で不自由なく生活できているのは、悪

天候の中でも、荷物が多く忙しいとき

でも物流を止めることなく働いてくれ

ているドライバーさんのおかげです。 

ジャーリー

君 

１９ 

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・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、

退職金制度、昇給年１回、育児開度制度、永年勤

続表彰他 

 

郵便番号/０８２－００05 

住所/芽室町東芽室基線１９－２４ 

採用担当/有限会社たけむら   

電話/０１５５－6２－6452 

FAX/０１５５－６２－６４５１ 

E-mail/shomu@takemura-logistics.co.jp 

 

 

創立/１９６９年１０月１３日 

代表者名/竹村 朱美 

資本金/１,２００万円 

従業員数/７４名 

売上高/９億３,４００万円 

売上高の時期/令和３年度３月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運輸業・郵便業  

  

色々な働く車を使って色々な荷物を運ぶ仕事です 

道勝運輸株式会社 芽室車両ターミナル 
http://doshounyu.jp/ 

お客様のもとに笑顔と幸せを運ぶ道勝運輸です。 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

色々な種類の働く車がたくさんあります！ 

Gマークの認定を受けた安全性優良事業所です！ 

従業員同士の仲の良さは折り紙付き、 

色々な社外イベントにも参加しています！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

平成 23年 4月採用 

秋江 亮太さん 

運送業って孤独に仕事をするイメージがある

かもしれませんが、実は仲間同士のコミュニケ

ーションが大事ですよね！ 

 
平成 26年 4月採用 

守田 舞さん 

そう！そう！一緒にまわっているドライバーた

ちと連携するのは大事だからね！だから、私

たちはいつも仲良くワイワイ仕事を心がけてい

ます！私たちと一緒に楽しく働きましょう!! 

ジャーリー

君 

昭和 57 年に十勝道路グループの 1 社として創

業。ダンプトラックによる土砂の運搬や、市町村委

託のゴミ収集作業、トレーラーによる長距離運搬

など、様々なものを運ぶ仕事をしています。 

現在は除雪業務など新しい分野の仕事にも事業

を拡大しております。 

２０ 

初任給/1７６,000円（日給月給制 8,000円/日、２２/ 

月で計算）（ゴミ収集作業員） 

諸手当/別途、安全手当、ゴミ収集作業手当、扶養手当、
通勤手当あり 

勤務時間/8時 00分～17時００分 

休日・休暇制度/土、日、その他、正月 12月 31日～1月

3日、10月第２月曜日  

福利厚生制度/各種社会保険完備、退職金制度あり（勤続
1年以上） 

その他/中途採用も別途募集しております。条件等詳細は 

お問い合わせください。 

 

創立/昭和５７年３月２０日 

代表者名/嘉藤 裕之 

資本金/３,５００万円 

従業員数/47名 

売上高/１１億円 

売上高の時期/２０２１年度 

 

郵便番号/０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北 1線３番地 

採用担当/道勝運輸株式会社 運送部   

電話/０１５５－３７－２０９４（芽室車両ターミナル） 

FAX/０１５５－３７－２０７８（芽室車両ターミナル） 

E-mail/toshima@doshounyu.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運輸業・郵便業  日本の食を支える「食品の保管・管理」 

横浜冷凍株式会社十勝物流センター 
http://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致します。 

 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

世界トップクラスの収容能力！ 

充実した福利厚生！ 

安定した経営！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「不可」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

令和 2年採用 

南崎 琉歌 さん 

工務担当で倉庫内業務につき夏は涼しく、冬は寒い

ですが、先輩方のハートはとても温かく仕事の雰囲

気はとても良い環境です。休日も充実して過ごせま

す。 

 

令和 2年採用 

佐賀野 瑞希 さん 

大きく広い倉庫で地元の企業だけでなく、全国の企

業と関わりが持てる会社です。食品等に深く関われ

て、とても楽しく仕事をしています。 

ジャーリー

君 

冷蔵倉庫事業は、お客様の水・畜・農産品などの原料

品や加工された冷蔵・冷凍食品などの多岐にわたる食

品を、自社の倉庫内にて保管管理しています。私たち

の役目は、倉庫内でお客様の食品を守ること。日々の

徹底した温度管理のもと、お客様に貨物をお返しする

ところまでお預かりしています。当事業の強みは、す

べてのプロセスを社員が行うことにあります。積み重

ねてきた経験やノウハウを基盤に、冷蔵倉庫業界第 2

位の収容能力を誇り、食を支えています。 

２１ 

 

郵便番号/０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北 1線１１－２ 

採用担当/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 

 

初任給/一般職（オフィスワーク・オペレーション） 

高卒：1５７,000円 大卒：1７３,000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・休暇制度/週休２日制、夏季・年末年始休暇、年間休日１

２５日（202２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・持ち株制度・健康相談サービス  

その他/昇給 1回・賞与 2回/年、総合職（転勤有）も選択可能 

     ※初任給・勤務条件については別途 

 

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（202１年９月末現在） 

従業員数/1,３３４名（十勝物流センター22名） 

売上高/1,0２５億９,５００万円（単独） 

売上高の時期/２０２１年 9月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卸売業・小売業  農業機械の販売、農業機械の修理・組立 

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

拓く 支える 実りを 未来を 
 ＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

創立/１９７２年１２月 

代表者名/齊藤 良幸 

資本金/3億円 

従業員数/５3０名（2021年 4月 1日現在） 

売上高/２６２億円 

売上高の時期/２０２１年３月３１日現在 

 

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 

 

１ 

２ 

３ 

休暇制度が充実している！ 

研修制度が充実している！ 

従業員の仲が良い！ 

 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 
＃問合せ先 

 

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。 

 

ジャーリー

君 

50年の感謝・100年への挑戦 
 

皆様に支えられて創業 50 年、これまで賜りました

ご支援に感謝申し上げます。日本農業の発展に貢献

し 100 年続く企業へ、これからも挑戦を続けて参り

ます。 

 
・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、農業関連部品の販売 

２２ 

 

郵便番号/０８２－００0５ 

住所/芽室町東芽室基線 5番地３ 

採用担当/エム・エス・ケー農業機械株式会社 十勝支社    

電話/０１５５－６２－２４１１ 

FAX/０１５５－６１－２１０３ 

E-mail/suguru.yoshida@mskfm.co.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卸売業・小売業  農業機械の販売を主体に、地域に貢献・役立つ事業を展開。 

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！！ 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

海外からの輸入農機の取り扱いが豊富。 

独自で輸入しています！ 

職種が多様で、いろいろなスキルを持った社員が 

います！ 

工場作業員の7割が2～30代と若く、これからが

楽しみな会社です！ 

 

 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「可」 

 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

若い社員が多いです。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。工場では多能工化を進めている

ので、いろいろなスキルが身につきま

す。自分たちで話し合って工程を変えた

り、作業の改善をして残業時間を減らし

ました。有給休暇も皆で計画を立てて

取得しています。 

ジャーリー

君 

『地域に貢献・役立つ会社であること』という考えのもと、十勝の

基幹産業である農業を主とし、地域に根差した事業を展開して

います。 

１．当社の主業である農機事業では地域のニーズに対応した農

業機械を輸入販売。 

２．地元にある食品工場では、タンクの製作や生産ラインのメン

テナンス。 

３．公共事業では、治水事業に橋梁や道路工事等の土木資材の

製造。 

４．十勝での生活では必需品の車。これを雪や直射日光から守

ってくれるカーポートの製造・販売。 

２３ 

郵便番号/０８２－００0５ 

住所/芽室町東芽室基線１６番地４ 

採用担当/株式会社オビトラ 製造事業部   

電話/０１５５－６２－１１０７ 

FAX/０１５５－６２－１１７２ 

E-mail/kimura@obihiro-tractor.com 

初任給/16０,000円（専門学校卒） 

諸手当/通勤、住宅、職務、皆勤、役職他 

勤務時間/８時００分から１７時３０分 

休日・休暇制度/完全週休二日制、夏季、年末年始休暇、年間

休日数１１５日（２０２１年実績） 

福利厚生制度/社会保険完備（雇用、健康、労災、厚生年金）、

退職金制度、業務上災害補償保険 

その他/昇給年１回、賞与年２回 

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３年１２月 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卸売業・小売業  海外製の農業機械の輸入販売・お客様に寄り添ったアフターフォローをしている会社 

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

日本の「食べる」を支える会社です 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

大型でカッコイイ農業機械を輸入販売しています！ 

知識や経験がなくても大丈夫！ 

一からしっかり学べる研修制度があります！ 

お客様の「ありがとう」を直接聞ける、社会貢献性

の高い仕事です！ 

２００５年４月入社 

T.Tさん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

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。 

たとえば、「コンバイン」や「ポテトハーベス

ター」などの大型機械を自分の力で直せる

こと、また 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ひとつです！ 

帯広営業所には若い社員が多く、毎日活気

に溢れ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！ 

世界最大級の産業機械メーカー「CNH インダストリアル

社」の農業機械ブランドである「ニューホランド」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

スを全国５２ヶ所の拠点で行っています。また、近年は、機

械の販売・メンテナンスだけでなく、最先端の技術を駆使

した「精密農業」にも取り組んでおり、日本の農業を支えた

いという想いから、常に新しい分野へのチャレンジを続け

ております。特に日本の食糧基地十勝を支える帯広営業

所は、全国にある当社の営業所の中でも最大規模を誇り、

地域密着型で農家のお客様に寄り添ったサービスを行っ

ている、非常に重要な拠点です！ 

２４ 

初任給/１７０,０００円～２３０,０００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・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）、慶弔見舞金・休暇制度、社

員互助会 他 

 

郵便番号/０６０－００0１ 

住所/札幌市中央区北１条西１３丁目４番地 

採用担当/日本ニューホランド（株）総務部  

電話/０１１－２２１－２１３０ 

FAX/０１１－２２１－２０２５ 

E-mail/jinji-info@nh-hft.co.jp 

 

創立/１９７０年 

代表者名/芝本 政明 

資本金/２億４,０００万円 

従業員数/６１０名（２０２２年１２月現在） 

売上高/２９１億円 

売上高の時期/２０２２年３月実績 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卸売業・小売業  フォークリフト、ホイールローダ等の販売、レンタル、整備 

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

地域密着・現場主義 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

創立/１９６５年 

代表者名/今 優 

資本金/７,７１０万円 

従業員数/１９７名 

売上高/１１８億５,２５８万円 

売上高の時期/令和４年３月 

 

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・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、退職金制度 

その他/免許資格取得の助成金制度有り 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

いつも賑やかで活気がある！ 

メリハリのある働き方ができる！ 

様々な制度で成長を後押ししてくれる！  

 

２０１９年４月入社 

R.Tさん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

郵便番号/０６３－０８３６ 

住所/札幌市西区発寒１６条１３丁目７番１１号 

採用担当/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 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

私は２０１９年に新卒で入社し、何もわか

らないゼロの状態からスタートしました。

当時覚えることがたくさんあり大変でし

たが、先輩たちがしっかりフォローしてく

れたおかげで、今では国家資格の整備士

資格を取得し、一人でメンテナンスを任さ

れるなど自分の成長を実感しています。

「やりがい」「成長」に興味のある方が働き

やすい環境が整っている会社です。 

ジャーリー

君 

日本の食糧基地とも言われている十勝地方にお

いて、農畜産業の現場で日夜稼働しているフォ

ークリフトやホイールローダ等のメンテナンスを

主に行っています。また、令和２年１２月に工場も

新築し、更なる発展を目指しています。 

２５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卸売業・小売業  

  

肥料、農薬、農業生産資材の卸、小売り 

北海道日紅株式会社  
http://www.hokkaido-nikko.co.jp/ 

北海道農業の発展と競争力の向上に貢献する。 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

20代、30代の社員が 6割以上！ 

農家さんと直に接することで「役立っている」 

と感じる事がある！ 

北海道内 6カ所に拠点があり、販売エリアは 

北海道全域！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「否」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

営業として現場で農家さんと作物の様

子を見て相談を受け、適切な施肥や剤

の選択を繰り返し提案し、信頼関係を

築いて販売につながっていきます。現

在では 90 件ほどの担当をもち、毎日

相談を受けながら、時には仕事とは関

係のない雑談などで一日が終わってい

る日々です。しんどい日もありますが、

日々充実感も味わっています。 

ジャーリー

君 

農家の皆さまへ肥料、農薬、農業生産資材

の販売を通じて、施肥・防除・栽培など総合

的な提案、商品開発や技術情報を行い、現

場からサポートしている会社です。 

2015年 4月入社 

近藤 太輝さん 

 

２６ 

郵便番号/０８２－００05 

住所/芽室町東芽室基線６番地１６２ 

採用担当/北海道日紅株式会社 総務部   

電話/０１５５－６５－５０１５ 

FAX/０１５５－６５－５０１６ 

E-mail/yuusuke.konno@hokkaido-nikko.co.jp 

 

初任給/１９３,０００円（住宅手当１８,０００円含む） 

諸手当/通勤手当、燃料手当 

勤務時間/４～９月 ８：３０～１７：３０  

１０～３月 ９：００～１７：００ 

休日・休暇制度/日祝ほか（特別休暇：創立記念日、 
盆休、年末年始、夏季）  

福利厚生制度/各種保険加入、厚生年金基金、退職 

金制度 

 

創立/1950年７月１４日 

代表者名/沖館 俊典 

資本金/9,000万円 

従業員数/５５名 

売上高/５９億 8,600万円 

売上高の時期/２０２２年 1月 31日 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
不動産業・物品賃貸業  什器備品・建設保安用品のレンタル及び販売 

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！ 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

若い社員が多く先輩の面倒見が良い！ 

研修制度がしっかりしている！ 

経営基盤が安定している！ 

２０１２年入社 

松浦さん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「不可」 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

私は、レンタル商品の整備や整理整頓、車両への積

込対応などの作業を行っております。 

入社し１０年が経ち、今では工場長としてより一層責

任感を持ち作業にあたらせてもらっています。帯広営

業所はベテランの方が多い営業所なので、入社し１０

年が経った今でも日々学ぶことが多く、自身でも成長

を感じる事ができています。 

備品や保安用品の他に、冷暖房機器や家電商品な

ど数多くの商品を取扱っているので、業務の中で沢

山の知識を身に付けることが出来ます。 

また、私たちが丁寧に指導やフォローを行いますの

で、安全に楽しく仕事が出来る環境になっています。 

ジャーリー

君 

株式会社アシストは工事中の現場やイベントな

どに、備品（事務机やイスなど）や保安用品（コ

ーンやコーンバーなど）のレンタルを行ってお

ります。ガチャピンやムックのキャラクター商品

や北海道日本ハムファイターズとのコラボ商品

もレンタル商材として多数取り揃えています。 

２７ 

 

郵便番号/０６１－１１１１ 

住所/北広島市北の里２２番２号 

採用担当/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/saiyo@assist-rental.co.jp 

 

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/２００名 

売上高/４９億４,４００万円 

売上高の時期/２０２２年１０月末 

 

初任給/営業職（大卒）202,０００円～ 

サービス職（大卒）１７４,０００円～ 

サービス職（高卒）１６７,０００円～ 

諸手当/営業手当、住宅手当、通勤手当 

勤務時間/８時３０分～１７時（休憩６０分） 

休日・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） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不動産業・物品賃貸

業  

建設機械・安全保安用品・大型クレーンのレンタル・販売事業 

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

企業活動、建設現場、災害復興まで。 

北海道に根付き、地域に貢献する事業を展開！ 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

北海道初！建設機械レンタル事業を始め

た会社です！ 

建設機械整備技能士特級資格保有者多数 

の高い技術力が自慢です！ 

ICT やドローン、e スポーツなど新しいこと

に積極的にチャレンジしています！ 

 

２０１４年 4月入社 

K.Yさん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

建設機械整備は、建設工事現場から返却され

た機械の点検整備をおこない、安全な状態で

また別の建設工事現場に送り出すのが主な仕

事です。片桐機械は、土木・建築工事の用途に

合わせてありとあらゆる種類の機械を取り扱

うため、覚えることが多く、大変な面もありま

すが、現場の安全を守る大切な仕事です。自

分の整備した建設機械が工事現場で活躍して

いるの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。 

 

ジャーリー

君 

「価値共有の時代へ」という企業ビジョンのもと、

総合レンタルサービス事業を展開する片桐企業

グループの一社として、建設現場の安全を守る建

設機械・安全保安用品・クレーンのレンタル事業を

展開しています。北海道の地元企業として、北海

道の街づくりやインフラ、人々の暮らしを支える

様々な企業や産業を縁の下の力持ちとして支え

るのが当社の使命です。 

２８ 

初任給/営業（大卒）1８３,０00円～/整備（高卒）160,000円～ 

諸手当/営業手当（営業職のみ）、通勤手当、残業手当、 

資格手当、家族手当、転勤手当など 

勤務時間/平日８:30～17:15/隔週土曜日８:30～12:00） 

休日・休暇制度/週休二日制（隔週土曜日・毎週日曜

日）、祝日、夏季・年末年始休暇、有給

休暇、リフレッシュ休暇等 

福利厚生制度/資格取得支援制度、永年勤続表彰、保養 

施設利用（トマム）など 

その他/昇給年２回（６月・１２月）、賞与年２回（６月・１２月） 

※３月に業績賞与の支給実績あり 

 

 

創立/１９３５年４月 

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/２０３名 

売上高/１１０億２,１００万円 

売上高の時期/２０２２年３月 

 

郵便番号/０６０－００５１ 

住所/札幌市中央区南 1条東 7丁目 2－４ 

採用担当/片桐機械株式会社 営業推進企画 

電話/０１１－２６１－２００２ 

FAX/０１１－２６１－２０１２ 

E-mail/saiyou@katagiri-g.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不動産業・物品賃貸

業  

仮設資材、物流機器、介護福祉用品のレンタル・販売事業 

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

企業活動、建設現場、災害復興まで。 

北海道に根付き、地域に貢献する事業を展開！ 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

総合レンタルサービスでお客様のあらゆる課

題を解決できます！ 

北海道新幹線やボールパークの建設工事など、 

実はすごいところで活躍しています！ 

ICT やドローン、e スポーツなど新しいことに

積極的にチャレンジしています！ 

 

２０１８年 4月入社 

S.Nさん 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

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。 

ジャーリー

君 

「価値共有の時代へ」という企業ビジョンのもと、総

合レンタルサービス事業を展開する片桐企業グルー

プの一社として、建設現場の安全を守る仮設資材

（足場）、流通を支える物流機器、安心な生活をつく

る介護福祉用品のレンタル事業を展開しています。

北海道の地元企業として、北海道の街づくりやイン

フラ、人々の暮らしを支える様々な企業や産業を縁

の下の力持ちとして支えるのが当社の使命です。 

２９ 

創立/１９５２年８月 

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/１７１名 

売上高/６５億１,８００万円 

売上高の時期/２０２２年３月 

 

初任給/営業（大卒）183,０００円～/整備（高卒）160,０００円～  

諸手当/営業手当（営業職のみ）、通勤手当、残業手当、 

資格手当、家族手当、転勤手当など 

勤務時間/平日８:30～17:１５/第１・３土曜日８:３０～15:００ 

休日・休暇制度/週休二日制（隔週土曜日・毎週日曜日）、

祝日、夏季・年末年始休暇、有給休暇 

福利厚生制度/資格取得支援制度、永年勤続表彰、保養

施設（トマム）など 

その他/昇給年２回（６月・１２月）、賞与年２回（６月・１２月）  

※３月に業績賞与の支給実績あり 

 

郵便番号/０６０－００５１ 

住所/札幌市中央区南 1条東 7丁目 2－４ 

採用担当/片桐機械株式会社 営業推進企画 

電話/０１１－２６１－２００２ 

FAX/０１１－２６１－２０１２ 

E-mail/saiyou@katagiri-g.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス業  建設機械レンタル業 

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

この国に、つくる力を届ける 
 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

東証プライム上場企業として長年に渡り

建機レンタル業界を牽引！ 

業界売上世界第８位（202２年６月）！ 

土木・道路・作業用の建設機械、約 1,100

機種６２万点をラインナップ！ 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

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。 

ジャーリー

君 

油圧ショベルなど大型の建設機械や発電機、小物

機械、仮設ハウスまで取扱い機械は多種多様。当

社では工事現場で利用される、ありとあらゆるも

のをレンタル提供しています。 

３０ 

創立/19６４年１０月２８日 

代表者名/金本 哲男 

資本金/１７８億２,９８６万円 

従業員数/３,８３３名 

売上高/連結 1,８８０億２,８００万円 

売上高の時期/２０２２年１０月期 

 

初任給/営業職：２２０,０００円（大卒） 

技術職：２００,０００円（高卒） 

諸手当/等級手当（２０時間分の固定残業代）：30,000円 

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）、祝日、

夏季、年末年始、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 

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） 

 

郵便番号/１０５－００１２ 

住所/東京都港区芝大門１－７－７ 

採用担当/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/saiyo@kanamoto.co.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス業  地域の皆様のカーライフパートナーとして自動車修理、販売しています 

有限会社後藤商会（オートガレージゴトウ） 
http://www.autogaragegotou.com/ 

＃うちの会社のここがスゴイ！ 
 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

社長をはじめスタッフみんなが車好き！ 

車の事なら、レッカー・修理・カスタム・販売、 

全てお任せください！ 

２００９年 4月入社 

 

＃先輩からのメッセージ 

インターンシップ募集 「要相談」 

 

 

＃私たちはこんなことをしています 

＃会社プロフィール 

＃勤務条件 

＃問合せ先 

 

社長をはじめスタッフみんなが車好きです。

一般車両だけではなく、旧車やスポーツカー

にも出会えます。自分の車に磨きをかけるこ

とで、お客様にもアドバイスができ信頼が生

まれると思います。難しい色が綺麗に塗装出

来た時に達成感を感じます。車を大切にして

いるお客様に喜んでもらえることが一番のや

りがいです。ものづくりや車が好きな方には

お勧めです。資格が無くても仕事をしながら

経験を重ね一人前の技術者になれますよ！

是非一緒に働きましょう。 

ジャーリー

君 

車の事ならお任せください！ 
 

私達は、自動車の修理、車検整備、板金塗装、事故車

修理、新車・中古車販売、保険販売等、お車の購入か

らアフターまで対応しています。また、全塗装やドレ

スアップ、旧車のレストア等の趣味の分野も得意とし

ています。培ってきた技術を若者達に伝授しながら、

新しい時代の車の楽しみ方を一緒に考えていきたい

と思います。自分の可能性を広げ未来に向けてチャ

レンジしましょう！若者の感性を求めています！！ 

一般車両はもちろん、旧車やスポーツカーも 

取り扱う車好きが集まる会社です！ 

３１ 

創立/平成２年４月 

代表者名/後藤 賢司 

資本金/７００万円 

従業員数/９名 

売上高/３億円 

売上高の時期/２０２１年１２月 

 

初任給/(専門学校卒)１７５,０００円～  

(高卒)１６０,０００円～ 
諸手当/通勤手当、営業手当、資格手当、家族手当、

時間外手当等  

勤務時間/８時４５分～１８時００分 

休日・休暇制度/週休二日制(日曜日、第３土曜日

他)、祝日、GW、夏季、年末年始休

暇 

福利厚生制度/社会保険完備（雇用、健康、労災、厚

生年金）、退職金制度 

郵便番号/０８２－００04 

住所/芽室町東芽室北１線８番地 

採用担当/有限会社後藤商会 採用担当  

電話/０１５５－６２－５９３４ 

FAX/０１５５－６２－８３８１ 

E-mail/ｇ５１０@smile.ocn.ne.jp 
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