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就職活動中の皆様へ

就職活動を行う中で数多くの情報媒体の中から
気仙沼市の企業を見つけ出すのは安易ではありません。
このガイドブックは、就職活動中の皆様に効率よく
気仙沼市に事業所を構える魅力ある企業を知っていただくために作成いたしました。
こちらのガイドブックをご活用いただき、皆さまの就職活動にお役立ていただければ幸いです。
企業情報については、合併・事業所の移転の他、採用の終了・募集内容の変更など
さまざまな要因で変わることがありますので、個別のお問い合わせにつきましては
直接該当企業へご連絡いただき、ご自身でお確かめいただけますようお願い申し上げます。
働くことの意義 、 自分自身の適性、進路・職業の選択など 
自分自身や職業のことをよく知り、よりよい就職を実現させるために
このガイドブックをぜひご活用ください 。

気仙沼地域雇用創造協議会

気仙沼をより魅力あるまちへ。
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アサヤ株式会社

私は全くの未経験でのスタートでしたが、先輩方に優しく丁寧に仕
事内容を教えてもらいました。入社３年目になり少しずつですが、
主要作業を任せてもらえるようになりました。
教わった職務が実践でき、先輩方に認めてもらえた時やりがいを感
じます。自分にしか出来ない専門職に興味ある方、スキルアップし
やりがいを求める方にお勧めの仕事です。

アサヤは嘉永３年（1850年）の創業以来、「漁民の
利益につながる、よい漁具を」の理念のもと、三陸
の漁業を支えてきました。そんな私達と共に、三陸
の漁業に貢献してくれる仲間を募集しています。
三陸地方にとって、漁業は欠かすことのできない基
幹産業です。漁業家を取り巻く環境は厳しさを増す
ばかりですが、どんな苦境に置かれようとも、私たち
は決して最後まで諦めずに三陸の漁業を守ります。
「三陸の漁業家にとっての真のパートナー」、それが
私たちの目指す姿です。是非、一緒に三陸の漁業に

姚  浩杰 さん

所属 / 染網課 入社３年目

「三陸の漁業家にとっての真のパートナー」を目指し続けています。
業務内容／漁具・船具資材・漁撈機械の販売。漁撈機械の修理・整備。油圧ホースの製作。救命
筏の整備。船舶の塗装。水中ロボットでの漁場調査・漁網の仕立。漁網の防汚加工・染網

設立／ 昭和23 年　資本金／ 5,000 万円
代表者／廣野 浩　従業員数／ 78名
所在地／宮城県気仙沼市松川前13-1
電話／ 0226-22-4300
WEB サイト／http://www.asaya.co.jp

嘉永３年（１８５
０年）創業

江戸時代から
続く漁具屋で

す。

漁民の利益につながる、よい漁具を　
貢献していきましょう。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

専務取締役　廣野一誠さん

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1 名（染網課）

アサヤの求める人材像について、私達なりの考えをまとめ
てみました。「お客様の役に立つ」「仲間から好かれる」「段
取りと片付け」「改善と成長」の4点です。
簡単に達成できることばかりではありませんが、それでも
行動指針として心に留め、少しでも高いレベルを目指して
日々努力する、そんな集団でありたいと考えています。
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アサヒ冷熱株式会社

空調機器の設置や修理を担当しています、経験がなくわからないこ
とだらけで、一つひとつ先輩に教わっています。アサヒ冷熱を選ん
だのは、会社紹介に「アットホームな会社」と書かれていたからで
す。みんな明るく温かな雰囲気で、先輩たちにもすぐ馴染むことが
できました。困っているお客様が、修理して機械が直った時の笑顔
で快適です！と感謝されるととてもやりがいを感じます。

未経験者でも意欲・やる気のある方、社会に貢献する仕事を
したい方ならどなたでも歓迎します。私たちの仕事は、お客様
に役立つことを一生懸命にやることで喜んでもらえ、それが自
分たちの歓びになって返ってくる。そんな喜びあふれる毎日で
す

空調は、電気や水道と同じように快適生活に不可欠
であり、人の命や健康にかかわってくる大事なもの
です。それだけに設備の導入や管理には、高い技術
や知識に基づいた信頼性が強く求められます。私た
ちは、気仙沼地域で家庭用・業務用のエアコン・空
調・冷暖房・冷凍・冷蔵設備の設計・施工から販売・メ
ンテナンスまで手掛けています。高度な資格を持っ
たプロフェッショナルが「地域の人々の生命の快適
空間を創造し、守る」を心に、いつでも迅速に対応
することで信頼性を得てきました お客様が望んでい

佐藤  厚 さん

所属／技術工務部入社 2年目

管工事
業務内容／空調、冷暖房、冷凍冷蔵、厨房、消火、給排水衛生設備。設計、施工、販売、修
理、メンテナンス

設立／ 1979 年　資本金／ 2034 万円
代表者／千葉　健　従業員数／ 11 名
所在地／宮城県岩月千位岩田 245 番地 5
電話／ 0226-26-1206
WEB サイト／ http://asahi-reinetu.co.jp/

快適空間を創造し、お客様と共に成長発展！
ること、困っていることを理解し、負担が少なく、効
果的で長く使える機器選び、設置方法などを提案す
ることが主であり、設備がお客様にどのように役に
立つかかが目的となるのです。これまで築いてきた
信頼性を損なうことなく、さらに何十年とお付き合
をしてお客様と共に成長発展することを目指してい
ます。

代表取締役千葉健さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

代表取締役  

千葉健さん

地域に根差した
転勤のない

家庭的でアット
ホームな会社で

す。

若い力を募集中
！

快適空間を創造
し、お客様に喜

ばれて４１年！



株式会社阿部長商店

私はもともと海に関わる仕事をしたいと思っていました。当社は三
陸の水産や観光を盛り立てようとする熱意が強く、説明会で話を聞
いた時に強く惹かれたことを覚えています。海外向の製品作りなど
今後の事業展開も気になりました。入社後もそこで感じた熱意に
ギャップはありませんでした。私も三陸の水産を盛り上げる一助を
担っていると思うと改めてすごい仕事に携わっているなと感じます。

魚の仕入・販売から加工食品の生産、品質管理、ホテルの
調理、サービスなど、水産・観光事業の多様な職場で、職
種も多岐にわたります。幅広い視野で仕事をしてみたいと思う
方には、きっとやりがいのある職場だと思います。経験問わず
入社後はスタッフが丁寧に仕事を教えますので、ぜひ挑戦して
みてください。

気仙沼には水産関連の産業があり、そこに人がい
て、街が成立しています。目前の海で水揚げした魚
の受入体制を作り、加工したものを市場で販売し全
国にお届けする。この仕事に尽力して創業から59年
が経ちました。水産と観光のクロスチャレンジは当社
の最大の特徴であり、広い職種による個人の可能性
を広げる多彩なステージを用意できるのがメリットで
す。現場主導で仕事が推進される社内環境のもと、
アイディアとチャレンジ精神があれば、確かな技術と
知識が確実に自分のものとして習得できます。仲間

佐藤真美 さん

所属／気仙沼食品　品質管理部 入社 3 年目

水産と観光が一体となり「人」と海を結ぶ事業の展開
業務内容／【水産事業】魚市場から直接仕入れた食材を自社工場で高度衛生管理の元で高品
質な水産食品を加工・製造し全国の取引先へ出荷します。【観光事業】ホテル観洋グループのホ
テルスタッフとして接客・販売等サービスに係る業務や事務、施設管理を行います。両事業とも
に海の恵みや景観の良さを通して三陸気仙沼の地域の良さを伝える仕事です。

設立／ 1968 年　資本金／ 5,000 万円
代表者／阿部 泰浩　従業員数／ 681 名
所在地／宮城県気仙沼市港町 2-13
電話／ 0226-22-1661
WEB サイト／ http://www.abecho.co.jp/

ベースは海に、
想いは世界に

世界に誇る三陸
の

水産・観光資源
をブランド化す

る

ABECHO  

人と海を結ぶ活動を私たちと一緒にしてみませんか！
とともに志をひとつに、部門間の連携を強め先進的
な事業へ向けて、一緒に邁進していきましょう。当社
は完成された企業ではなく、まだまだやるべきこと、
学ぶべきことがたくさんあります。若い人をしっかり
育て、地域の中でリードしていく企業になっていきた
い。その使命感を持ち新しいビジネスモデルを作
り、チャレンジしながら成長していきたいと考えてい
ます。

代表取締役阿部泰浩さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  30 名

人事グループ長

菅原圭介さん

株式会社アベキ

【やっぱり入ってみて楽しい会社で働こう！】
「社会人になってデスクワークはしたくない」と思い選んだのがアベ
キでした。入社5年目になりましたが、今も楽しく働けています。お
客様のとのコミュニケーションを通して、もちろん難しいこともあり
ますが、気遣い、適切な話し方、どうすれば喜んでいただけるかを
学ぶことが出来ています。

何事にも向上心を持ち、真面目に楽しく取り組める人は必ず
成長できると確信しています。いずれは周りも巻き込み、自分
だけでなく、チームの成長、会社の成長にも貢献できるはず
です。もちろん、はじめから何でも出来る人はいません。一人
一人の能力に応じた目標を設定し、達成に向けた行動を具体
化、機会を作って成長を促していきます。

あなたは車や船は好きですか？またご家族や友人
に、詳しい方や興味をお持ちの方はいらっしゃいま
すか？　また、お家をより住み良くすることに関心や
興味がありますか？
アベキでは、日々の生活に欠かせないエネルギーを
店頭での販売、ご家庭や仕事場にお届けすること、
来店いただくお車の整備や点検を実施してお客様が
気持ち良く安全にお乗りいただくこと、そしてご家庭
を守る住環境をより豊かにするお手伝いをさせてい
ただく仕事など、たくさんのお客様とのつながりがあ

佐藤拓海 さん

所属／幸町給油所

石油製品販売、ガソリンスタンド運営、ＬＰガス販売、住設機器
業務内容／当社事業は、石油燃料、ＬＰガス、近年では高圧電気など、みなさまが活動する上で
必要なエネルギーの販売を行っております。多様化する社会変化に対応しながら、仕事を通して
地域発展に貢献できる人材育成をすすめております

設立／ 1913 年　資本金／ 4,500 万円
代表者／阿部雅浩　従業員数／ 130 名
所在地／宮城県気仙沼市潮見町 2-69-1
電話／ 0226-23-3730
WEB サイト／ https://www.abeki-jp.com/

創業1913年

お客様に必要な
エネルギーの安

定供給から

“縁の下の力持
ち”として地域

を支える会社で
す

私達と一緒に、地域を笑顔に、明るく、温かくしませんか？　
ります。
地域の皆様と共に復興を進め、お客様から必要とさ
れ、エネルギーを安定的にお届けする事に使命を感
じました。普段は当たり前の部分を支え、日々生活
のお役に立つこと、新たなご提案が出来る事に喜び
を感じております。そして今後も様々変化していく社
会に対して、変化を恐れない若い力を必要としてい
ます。
私達と一緒に、地域を笑顔に、明るく、温かくして
いきましょう。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  3 名

採用担当 本部  課長

矢木澤  豊さん



株式会社石渡商店

入社当初は食材の特性や加工方法と覚えることが多く大変な仕事
だと思っていました。しかし公私にわたって気軽に相談できる明る
い職場で、一から携わった商品が出来上がった時の感動を知り、商
品をご購入頂いたお客様に安全・安心・満足して頂ける商品づくり
を心掛けながら日々作業に取り組んでいます。とてもやりがいのあ
る仕事です！気仙沼にしかない食材で新名物を共に作りましょう！

製造部門ではものづくりが好きな方、一から商品を造る事に
携わってみたい方がやりがいを感じます。食材の特性や加工方
法の理解を深めることでさらにアイディアが膨らみます。事務
部門では計算が得意な方が向いています。お客様との対話や
商品の知識なども習得し自信をもって商品を紹介できる人材
に育って頂きたいです。

昭和32年より先代の石渡正男が神奈川県から移住
し事業開始しました。当時気仙沼漁港で誰もが見向
きしなかった『フカヒレ』の部位に着目し研究開発を
行いました。今では世界中で取引される商品へと成
長し、中華に特化していましたが、『和食向け』に提
案することで料理の幅が広がり、今では気仙沼でも
有名な『フカヒレ寿司』なども誕生し地元に愛される
食文化の一つとなっております。『気仙沼は宝の山』
これは先代の言葉です。今でも目の前にある普通の
事が実は見方によってゴミにも、宝にも変わるので

菅原 さん

所属／製造部リーダー　入社4年目

フカヒレ専門店、地元魚介類を使用した未利用資源の活用商品の開発
業務内容／昭和32年よりフカヒレの製造加工、料理店や一般のお客様向けに販売を行ってお
ります。市場での水揚げから商品のデザイン、インターネットなどでの販売まで一貫したお仕事
が特徴です。

設立／ 1991 年　資本金／ 1000 万円
代表者／石渡正師　従業員数／ 44名
所在地／宮城県気仙沼市松崎柳沢 228-107
電話／ 0226-22-1893
WEB サイト／ http://www.ishiwatashoten.co.jp

サメの水揚げ日
本一！

豊富な水産資を
活用し

全国の皆様に喜
んでいただける

商品づくりを喜
びに！！

気仙沼は宝の山。
す。弊社ではどの様な食材にも先入観を持たず時代
に合った調理法や味付けなどを研究し、気仙沼の
『宝』をさらに増やしていく事に誇りを持っておりま
す。一から物を作る事は簡単な事ではありませんが
今まで多くの先輩方が作り上げた知識と経験を活か

に新しい『モノ、コト』が生まれることを心より願って
おります。

代表取締役石渡久師さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

代表取締役  

石渡久師さん

アーバン株式会社

私がこの会社に入社を決めたのは、社長が震災復興に惜しみなく
力を注ぎ、地域に貢献していることを知り、感銘を受けたからで
す。震災直後のアーバンの様子を見ていたこともあり、この会社で
働いてみたいと思いました。私たちと一緒に仕事し、気仙沼を盛り
上げていきませんか

当社は信用を大切にしているので、約束を守る方を求めてい
ます。さらにお世 話をすることが好きな方なら、この仕事にや
りがいを感じ られるはずです。年に一回、研修旅行を実施し、
お客様の立場になってサービスを受ける体験も提供しています

当社は今年、45 周年を迎えました。創業者は父で、
私は二代目です、もともとは蒲鉾屋だったのですが、
コロッケを売り始めたところ、お客様から仕出し料
理や、貸衣装などのご依頼も受けるようになりまし
た。当時は結婚式のニーズが高かったため、冠婚葬
祭互助会のシステムを利用して、結婚式場やメモ リ
アルホールを建て、事業を展開していきました。東日
本大震災のときは、当社の建物も被害を受け、厳し
い状況でしたが、社員たちと地域の方々、全国 から
支援に来てくださった皆さんのおかげで、現在に至

鈴木惇也  さん

所属／企画部 入社 5 年目

冠婚葬祭、ウェディングゲストハウス・メモリアルホール等の展開
業務内容／お客様の人生の大切なイベントをしっかりとお手伝いする、冠婚葬祭業を手がける
企業です。気仙沼から佐沼、一関、大船渡、高田などの「大船渡沿線」全域と登米に広く事業
基盤を展開しています。

設立／ 1973 年 　資本金／ 5,000 万円
代表者／谷村 明信　従業員数／ 190 名
所在地／宮城県気仙沼市本郷 22 番地 5
電話／ 0226-23-9696
WEB サイト／ http://www.u-ban.co.jp/

嬉しいときも悲
しいときも

気仙沼の人々に
寄り添い45年

。

地元の魚貝たっ
ぷりの

創作料理レスト
ランもオープン

 

嬉しいときも悲しいときも気仙沼の人々に寄り添い45年。
ります。
私たちの仕事は、心に寄り添う仕事です。ご婚礼で
あれば、感謝の気持ちを伝える時間を、ご葬儀であ
れば、悲しむことのできる時間を確保することを大
切にしてきました。当社もこの地が活気づくよう、事
業に尽力していきたいと思います

代表取締役谷村明信さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :   未定

代表取締役  

谷村明信さん
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株式会社岡本製氷冷凍工場

入社したばかりの頃は覚える事が多く、体力のいる仕事では何をす
るにも一苦労で、毎日が大変な日々でした。しかし、わからないこと
があれば先輩が丁寧に教えてくれて、すぐに仕事に慣れる事ができ
ました。数か月後には自然と筋力もつき、素早く仕事もこなせるよう
になり、顧客とのコミュニケーションも取れ、やりがいを感じるよう
になりました。職場の雰囲気はとてもよく楽しく仕事をしています。

世界有数の漁場である三陸の海の恵を新鮮なまま
に、全国の皆様の食卓へ届けるという想いのもと、
漁船用や出荷用など、様々な用途に対応する氷づく
りを目指してまいりました。一般的に「氷」は当て当
たり前という認識です。しかしながら、東日本大震災
により「氷」を作ることができなかった時期を経験し
たことにより、「氷」の重要性や大切さを改めて実感
し、新鮮な魚介類を出荷するためには欠かせない存
在です。
氷のもつ奥深さを色々な取り組みを通して皆様に提

軍司  航 さん

所属／製氷販売　入社 1年目

製氷製造・販売・観光施設企画・運営
業務内容／気仙沼魚市場で水揚げされる魚介類を全国の方々に鮮度良く届けるための鮮度保
持用に使用される氷の製造・販売・配送が主な業務となります。その他、氷を使用したイベント、
カキ氷販売・氷の贈り物、氷の水族館など氷の可能性を追求しながら事業展開しています。

設立／1954年創業　資本金／1000万円
代表者／岡本 寛　従業員数／ 27名
 所在地／宮城県気仙沼市港町4-18
電話／ 0226-22-1291
WEB サイト／http://okamotoseihyo.jp/

たかが氷、され
ど氷！

気仙沼の水産
業を支えて65

年！

新たに水産業
と観光業の融

合を目指し

氷の可能性を
追求し続けま

す！

氷の可能性を追求し続ける　
供することも、我々の使命だと感じており、装飾用・
観賞用など、様々な氷の用途として氷の可能性を追
求しております。これからも、創業以来の基盤であり
ます製氷技術・品質管理に一層の磨きをかけ、様々
なサービスを提供するために、社員一丸となり日々
努めています。是非とも、我々と一緒になってこの気
仙沼地域を「氷」で活性化していきましょう。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

代表取締役岡本  寛さん

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1 名

専務取締役  

岡本  貴之さん

当社では、氷の製造・販売・配送を主な業務としておりま
す。基本的には体を動かす仕事であるので、体を動かすこ
とが好きな人や、沢山のお客様と接する機会もあるので、
人とコミュニケーションをとることが好きな人はやりがいを
持って仕事ができると思いますが、まずは、元気よく仕事
を前向きに捉え頑張れる人材を求めます。

株式会社小野寺鐵工所

入社当時は覚えることがたくさんあり大変だと思いましたが先輩方
の指導のもと仕事を覚えて来ました。エンジンを整備し組立て始動
した時の安心感や達成感はとても素晴らしいものだと思いました。
エンジン整備、機械加工など難しい仕事ではありますが、お客様の
船が無事漁を終えて笑顔で帰って来た時には、とてもやりがいのあ
る仕事だと感じます。興味のある方は、ぜひ一緒に働きましょう。

創業以来、気仙沼地域の主要産業である水産業にか
かわる漁船のエンジンや機器類の検査工事、メンテナ
ンス工事を手掛けており、「船のかかりつけ医」として
長年お客様と信頼関係を築き上げてきました。
おかげさまで、気仙沼のみならず、全国から船の定
期ドックに来ていただいております。また、船舶の省
人、省力、省エネに役立つ自社製品の開発と製造も
行っております。震災以降は、各種プラントの機械・
機器等の設置工事や産業機械などの開発と製造、メ
ンテナンス工事の分野にも事業を拡大しております。

小野寺  博 さん

所属／舶用技術部　整備課　入社 10年目

船舶関連・産業機械関連・プラント関連の事業を展開
業務内容／船舶のエンジン・機械・機器類の販売及び修理、漁撈機械の製作販売、各種産業機
械、プラント設備の分野を手がけている企業です。自社製品の設計開発にも力を入れています。

設立／ 1949 年　資本金／ 4,000 万円
代表者／小野寺卯征　従業員数／ 42名
所在地／宮城県気仙沼市朝日町22番地8
電話／ 0226-22-5900
WEB サイト／http://www.onodera-iw.co.jp

創業70年

ものづくりの伝
統と最先端

ここから新しい
未来がはじま

る

全国の船舶を気仙沼でサポート、産業機械等の分野も事業拡大　
待遇や制度の改善も震災からの会社復興と歩調を
合わせ努めてきました。福利厚生はもちろんの事、
資格制度も導入しモチベーションアップを図り、多く
の社員に資格を取って欲しいと考えます。未経験で
あっても、資格取得のサポート体制も整っております
し、資格を持った先輩たちが技術面でも親身になっ
て教えます。個々の能力や技術を磨き、会社の成長
に寄与してもらうことを期待します。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  7 名

代表取締役  

小野寺卯征さん

個人の自主性や想像力をフルに発揮できるような環境を整
えていきますので、組織としての歯車の１個になるのではな
く、ぜひ色々な役割を経験して欲しいと思います。技術面は、
入社してからでも大丈夫。私たちが丁寧に教えていきます。
ものづくりに興味があり、明るく素直な頑張り屋さんをお
待ちしております。
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株式会社小野万

近くのスーパーなどで、商品が並んでいるのを見て、自分が充填し
た商品だなと、思いながらみたり、お客様が購入してくれるのを見
れたときにうれしい気持ちになります。
会社の先輩方は、ひとあたりがよく、話しやすい方が多いので、そ
ういう点で助けられた部分が多かったです。
ぜひ一緒に働きましょう！

人との和を大切にする人、味やおいしさを追求したい人。お
客様においしいと言われて喜びを感じる人。そうした人と一緒
に仕事がしたい。
一緒に挑戦してくれる皆さんの力を貸してください。

水産加工と聞くと地味な仕事。３Ｋというイメージが
あるかもしれませんが、それを決めるのはみなさんで
す。
創業５０年を超えて、従業員数が１００名近くある会社
ですが、決してフットワークが重いわけではありませ
ん。
美味しい商品を作りたいという従業員の心が大きな
ファクターとなります。現状をベストと考えず、常に
楽しいと感じられる職場を作りたいと考えており、若
手従業員も含めて従業員全員で職場環境の改善に

吉田有弥 さん

所属／製造部　入社６年目

いか塩辛業界のリーディングカンパニー

生産している企業です。おかずやおつまみ、調味料としても利用できる当社自慢のいか塩辛を全
国のお客様にお届けしています。

設立／ 1971 年　資本金／ 5600万円
代表者／小野寺邦夫　従業員数／ 92名
所在地／宮城県気仙沼市松崎馬場 12-1
電話／ 0226-23-0232
WEB サイト／ http://www.onoman.co.jp

お客様に愛され
て半世紀。

全国の小野万
塩辛のファンに

変わらぬ美味し
さをお届けして

います。

食べるのが好き。ものづくりが好き。みんなまとめて大歓迎！ 
向けた意見交換や省力化のための機械化など、様々
な取り組みを行っております。

１０月１９日は「いか塩辛の日」
新鮮な素材の良さを生かした塩辛を多くの人に食べ
てもらうため、当社が日本記念日協会に申請し登録
されました。
「月」はイカの旬であり、足の数が10本あることから
10月に、又、「日」は塩辛はイカを熟（19）成させる事
から19日に決めました。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  5 名

代表取締役社長

小野寺邦夫さん

株式会社気仙沼商会

知らない環境へ飛び込む不安を抱えて入社した私を救ってくれたの
は「人」を大切にする風土でした。「あなたはどうしたいの？」ひとり
ひとりを見てくれる会社だと思いました。社内外ともに人を大切に
してきたからこそ、この100年の歴史があると実感しています。今、
目標を見つけられていなくても、沢山の人と関わり働く中で「やりた
い」が見つかる会社だと思います。一緒に成長しませんか？

当社は、大正９年３月の創立から今年で100周年を
迎えました。当時、地域と時代の要請に応えるべく
して誕生した気仙沼商会。船舶への燃料供給から始
まった商売は、以降100年間に渡り常に地域と時代
のニーズに応えるべくして拡大してきました。地域の
お客様に寄り添い暮らしの豊かさを提供する地域密
着型の企業でありながら、全国に広がる法人顧客に
も支えられています。必要な人に必要なエネルギー
をはじめとした商材と元気と笑顔を提供するのが私
たちの仕事です。

熊谷  未悠 さん

所属／総務人事課　入社３年目

エネルギー（ガス/電力・電気/生命・損害保険/ガソリンスタンド）
業務内容／産業・船舶・家庭・自動車用の石油製品を主に取り扱っております。その他住宅設備
機器、再生可能エネルギーなどの各種商品の販売のほか、ガソリンスタンドの運営、レンタカー
事業、各種保険の販売など幅広いビジネスを展開しています。

設立／ 大正９ 年　資本金／4,500 万円
代表者／高橋正樹　従業員数／230名
所在地／宮城県気仙沼市南町1-2-6
電話／ 0226-23-1600
WEB サイト／http://www.k-shokai.co.jp/

地域に寄り添
い創立１００周

年

私たちのエネル
ギーで

暮らしを支え、
地域に元気を！

 地域に愛され地域を愛する仕事、そして気仙沼から世界規準へ
お客様の立場に立った提案から私たちが取り扱う商
品でお客様の不安を解消しつつ、お客様の喜びを
追い求めています。
さらに、みなとまつりパレードの参加や安波山への
植樹など商売以外でも地域を盛り上げるため、多方
面から地域社会に貢献しています。
100年の節目を機に、これからは気仙沼の地から全
国そして世界へ誇れる企業へ成長できるよう、そう
いった望みを持ち歩んでいく企業です。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

代表取締役社長  

高橋  正樹さん

創立 100 周年を迎え、これからも時代とともに歩み続けよ
うとしている企業です。「地域への思い」を大切に、常に「あ
りがとう」を頂けるようなお客様目線でのサービスに努め
られる人材を募集しています。持ち前の明るさ、フレッシュ
さ、そして笑顔にて、これからの気仙沼商会をともに創り
上げ、ともに地域を支えていきましょう。
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今年の採用予定人数 :  5 名



株式会社シマ精工

私はモノ作りが好きでこの会社に入社しました。初めは覚える事が
多くて大変でしたが自分で金属を加工して出来た物を見るとものづ
くりの楽しさや、やりがいを感じます。また、頼りになる先輩方ばか
りでいつでも気軽に相談できるので働きやすい環境だと思います。
最初は不安なことが多いと思いますが先輩方が丁寧に指導してく
ださるので安心して仕事ができます。

機械加工のエンジニアを募集しています。
一つの製品をみんなで連携して仕上げる為、コミュニケー
ションがとれる方。未経験でも、新しいことにも前向きにﾁｬ
ﾚﾝｼﾞできる方、考える努力をする方。
各種研修や検定制度にも力をいれています。
育成や評価体制も整え働きやすい会社づくりを進めています。

弊社は昭和４９年船舶エンジンと冷凍機のメンテナ
ンス専門工場として創立致しました。
NC 旋盤やﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ等といった様々な種類の加工
機械を導入しており、それを自在に操るエンジニア
がいます。お客様から図面を頂き、自社で一貫して
全加工します。
創業から 46 年、お客様の「こうしてほしい」に真
摯に耳を傾け続けてきました。製品としてカタチに
残るものなので誤魔化しはききません。
提案力、高い技術力、スピード感のある対応力をもっ

鈴木貴大 さん

所属／製造部　入社 5年目

様々な産業用機械部品の精密機械加工を行っています
業務内容／高い製造技術と様々な工作機械を駆使し、お客様の「こうしてほしい」をカタチにす
るものづくりの会社です。わたしたちの作る製品は直接お店で見ることはありませんが、ものづ
くりの生産現場、自動車関連や半導体関連など幅広い業種の特注部品を製造しています。

設立／ 1995年　資本金／1,000 万円
代表者／村上 菊夫　従業員数／15 名
所在地／宮城県気仙沼市岩月寺沢208番地1
電話／ 0226-27-2500
WEB サイト／www.shima-seikou.co.jp

妥協しない製
造技術

モノをつくり、
ヒトをつくり

未来をつくる

顧客も社員も安心して働ける会社に。　
て長年お客様から評価していただいております。気
仙沼という利便性が高いとはいえない土地で東北各
県、関東、東海と全国各地のお客様とお取引がで
きるのも長年培ってきた高い信頼性があるからです。
弊社社員はそれぞれ目標をもち、社会人としても立
派に成長していくという使命をもって、一人ひとり
が頑張っております。
めまぐるしく変化する時代の流れを敏感にとらえな
がら、さらなる大きな目標に向かって、社業に取り
組んでまいります。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 : 未定

ph

代表取締役  

村上菊夫さん
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医療法人社団晃和会

誰かの役に立ちたく選びました。当初は失敗が続き気落ちしました
が、スタッフの皆さんが「少しずつ覚えればいいんだよ」等アドバイ
スのおかげで乗り越えられました。利用者様からの「ありがとう」の
言葉に励まされています。大変ながらも充実しています。改めて介
護とは「お年寄りを笑顔にする仕事」であること、仕事を通して「自
分が必要とされている」喜びを感じています。

・夏期休暇・年末年始休暇制度。・職員奨学金制度

・1時間単位で取得できる有給休暇制度。（半日・一日
休暇制度もあり）
・育児休暇制度。・介護休暇制度。・看護休暇制度。
結婚休暇制度。
・退職金制度。・産前産後休暇制度。スキルアップ・
キャリアアップ制度等。
多くの制度があり働きやすい職場環境が整備されて
います。

S・Y さん

リンデンバウムの杜　介護職員

入所者様の自立を支援し家庭への復帰支援をおこなっています。
業務内容／気仙沼市に、あいざわクリニック、介護老人保健施設リンデンバウムの杜、通所リハ
ビリテーション、医療機関併設型小規模介護老人保健施設 リンデンヴィラ、グループホーム リア
スの杜、一関市藤沢町にグループホーム ひまわり畑、連携施設として南三陸町にグループホーム 
リアスの丘、の施設運営を行っている。

設立／1985年 　代表者／宜保 淳一
従業員数／131 名　
所在地／気仙沼市東新城2丁目9番地1　　　　　　　　　　
電話／ 0226-22-6624
WEB サイト／http://www.kouwakai.biz/

私たちと一緒
に地域の医療

と

福祉に貢献し
てみませんか。

　　　

職員のための各種制度が充実しています。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

リンデンバウムの杜とグループホームリアスの杜の介護職
員を募集します。福祉に興味があり、思いやりと熱意、責
任感のある方を求めています。
先輩職員が親切丁寧に指導しますので、ご安心下さい。もう
少し詳しく聞いてみたいと思う方は、担当の先生にお話して
いただければと思います。またHPも是非ご覧ください。

気仙沼市企業ガイドブック2020



株式会社菅原工業

私が入社した理由は、地元で働きたいと考えたためです。土木に馴
染みもなく、特別な知識・技術もありませんでした。菅原工業はそん
な私を迎えてくれました。いざ仕事を始めてみるとやはりわからな
いことだらけ。それでも今まで続けてこれたのは、会社の上司・先輩
が厳しくも優しくもありますが、周りが助けてくれることも多いで
す。

株式会社菅原工業の地域、社会におけるそもそもの
存在意義は何なのか、震災以降模索を続け『このま
ちをつくる』という企業スローガンを掲げておりま
す。
私たちは、「当たり前の日常を当たり前にする」「技
術を世界に発信する」「地域と共に成長する」の３つ
のビジョンを軸に事業を展開してきました。事業展
開を通し、人口減少による消費や労働力の減少とい
う多くの課題を、世界との「架け橋」を架けることで
解決を目指していきたいと考えています。

小山紘道 さん

所属／現場監督 入社 10年目

国内の工事にて培った技術を活用し、海外にも事業展開
業務内容／『このまちをつくる』を企業スローガンとして掲げ、気仙沼市で土木建設業を行なっ
ている会社です。6年前からインドネシアでもインフラ整備事業を行なっています。さらに、関連
会社ではインでネシア料理店や藍染め店など、地域の様々な課題に対してビジネスを通して解
決することを目指しています。

設立／ 1980年　資本金／ 2000万円 
代表者／菅原寛　従業員数／39名 
所在地／宮城県気仙沼市赤岩迎前田132
電話／ 0226-23-9661
WEB サイト／http://sugawarakogyo.co.jp/

『このまちをつ
くる』

当たり前の日常
を当たり前に

地域とともに成
長し続ける

グローカル企
業

会社と自分、そして地域と共に成長を。　
　 １％の可能性から、自分で道を切り開き、可能なもの

へと変えていきます。そうして実現した世界との「架
け橋」により、地域課題の解決を実現し「このまちを
つくる」ことに熱意を注いできました。
地方の中小企業の強みを生かし、このまちと共に社
会人として成長していきませんか?
10年後のこのまちを作るのは、みなさんです。

共につくりあげていきましょう。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

代表取締役専務 菅原渉さん

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

代表取締役専務

菅原渉さん
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土木施工管理技士を募集中です。社員の中には未経験で
入社した社員も多数います。先輩社員がひとつひとつ教え
ますので未経験でも歓迎です。素直さを持ち積極的に行動
できる方を求めています。工事内容は自然環境に合わせて
日々変化します。それを素直に受け入れ、積極的に次の行
動に移すことで、よりよい工事を行うことができます。

株式会社新和エンジンサービス

入社当時は分からない事だらけで大変でした。
でも先輩のベテラン社員の指導で徐々にできる事が増えて仕事が
楽しくなりました。
航海を終えて帰ってきた機関長さんに、エンジンの調子よかったよ
と声を掛けてもらった時はうれしかったです。
直接お客さんの顔が見えるのでやりがいを感じる職場です。

当社は遠洋漁業の基地として知られる気仙沼で半
世紀以上にわたって遠洋漁船のディーゼルエンジン
のメンテナンスを行ってきました。現在は船舶のほか
に高層ビルなどの陸上の発電設備の整備にも活躍
の場を広げています。また早くから海外での船舶修
理事業にも取り組み、南アフリカのケープタウンな
ど、日本の遠洋漁船の基地がある港にチームで出張
しメンテナンスを行っています。
当社の強みは高い技術力。乗組員の命を預かり長時
間航行する船舶のエンジンにトラブルは許されませ

駒林泰隆 さん

所属／工務部  入社 5年目

　

国内から海外、船舶から陸上までエンジンのメンテナンスを幅広く展開
業務内容／舶用及び陸用のディーゼルエンジン、ガスエンジン、ガスタービン、関連する機械の
整備をしている企業です。
活躍の場は東北の漁港を始め、関東、海外まで出張してメンテナンスをしています。

設立／1965年　資本金／1,600万円
代表者／小師 喜作　 従業員数／42名
所在地／宮城県気仙沼市浜町2丁目229番地18
電話／ 0226-22-4971
WEB サイト／http://www.sinwa-engine.com

“安全と安心に
貢献”

船舶のディーゼ
ルエンジンの

ドクターとして
、高い技術力

で

航海の安全を
守っています。

気仙沼で、漁船の航海の安全と安心に貢献して５５年。　
　 ん。そんなエンジンの整備を長年手がけてきた豊富

な実績とノウハウは今日の揺るぎない信頼性のバッ
クボーンとなっています。
これらの技術力の秘密は、未経験者を経験豊富なベ
テランがしっかり指導する育成体制にあります。　
入社後、機械や工具、部品の名称や機能を学び、
基礎的な作業を覚えながら現場での実習を行いま
す。将来的にグローバルに活躍できる整備士になれ
る環境があります。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

代表取締役社長小師喜作さん

気仙沼市企業ガイドブック2020

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

執行役員 工務部長  

佐々木克彦さん

現場のエンジニアを求めています。
最低限必要なのは通勤で必要な自動車免許くらいで実作
業は入社後に覚えていただきます。現場ではチームで働き
ますので、元気がある人、コミュニケーションが取れる人、
そして機械いじりが好きな人がいいですね。好きであれば
意外と早くに仕事を覚えることができると思います。



株式会社八葉水産

入社当初は覚えなくてはならない事も多く大変な仕事だと思ってい
ましたが、気さくで優しい先輩方の指導の下、日々の作業から多く
のことを学び、毎日少しずつですが、できることが増えて自分の仕
事にこだわりを持てるようになりました。こだわりの逸品を全国の
食卓に、ぜひ一緒に届けましょう！

当社では、「豊かな価値の創造と提供」を企業理念
の１つとして、塩辛・めかぶを中心とした水産加工品
など自然の恵みから生み出されたここにしかない美
味しさを全国の食卓へお届けし、幸せな時の創造を
お手伝いしています。
お客様のライフスタイルや食の嗜好は時代に合わ
せ、日々変化していきます。美味しく、安心・安全な
ものづくりを安定的に行うことは食品製造業者とし
て果たすべき大切なことの一つですが、それにとどま
らずお客様のニーズの変化を予測し、お客様にとっ

佐藤伊織 さん

所属／製造部・原料加工、製品包装担当
　　　入社 2年目　

いかの塩辛、調味めかぶを中心とした水産加工食品の製造と販売
業務内容／いか塩辛やめかぶ加工品を中心に水産加工食品を製造、販売しています。食品安
全基準であるＨＡＣＣＰを取得した製造環境の下、安全でおいしい商品を全国の食卓に届けてい
ます。

設立／ 1972 年　資本金／ 5,000 万円
代表者／清水 敏也　従業員数／ 99名
所在地／宮城県気仙沼市赤岩港23番１
電話／0226-22-6230 
WEB サイト／https://www.hachiyousuisan.jp/

マーケットを見
つめ、ニーズを

とらえ

常に「進化」し
ながら

ここにしかない
美味しさで

食卓に豊かな価
値を創造します

。

お客様のニーズに合わせ「進化」していく企業に
てより大きな価値を提供できる企業へ、日々進化し
続けることが重要です。
創業以来、新商品による新しい美味しさやシーンに
合わせたパッケージサイズの提案など、いつの時代
もお客様においしく、上手に食べていただく努力を
続けてきました。科学的なデータを取り入れた生産
システムを構築・強化するなど、次代に求められるよ
うな価値あるものづくりを今後も続けていきます。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  3 名

人事担当者  

石森理恵さん

代表取締役清水敏也さん

専門職として、製品全般の生産に携わる生産職、品質管理
や生産に関わる事務を担当する生産事務職を募集します。
会社の方針を理解、共有でき、明るく、元気に、目標を持っ
て仕事ができる人が望ましいですね。そのような人なら、最
初は上手くできなくても、経験を重ねることによってきちん
と仕事ができるようになると考えています。

気仙沼市企業ガイドブック2020

社会福祉法人洗心会

専門学生の頃に実習をさせて頂いた事がきっかけで就職し、今に
至ります。
日々少しずつでも利用者さんに声を掛けたり、側に寄りそう事で信
頼が深まり、その中で笑顔が見られた時に一番やりがいを感じま
す。
日々学ぶ事も多く充実しています。

社会福祉法人洗心会は昭和 53年 (1978 年 )に創
設以来、障害のある方やその家族の声に寄り添い、
障害者入所施設「高松園」「第二高松園」をはじ
め通所施設「夢の森」「ひまわり」「ふれあい」「の
ぞみ福祉作業所」、グループホーム「白浜荘」、「障
害者相談支援センター」等の地域に根ざした事業
をしております。
少子高齢化、大震災、新型コロナと大きく変化す
る社会情勢に応じ、私たち洗心会は、自らの強みを
運営や経営の中で活かし、新たな福祉ニーズに対

菊池陽美 さん

所属／第二高松園　4年目

障害福祉サービスを提供する入所、通所、就労、相談の事業所を9つ展開
業務内容／入所から通所まで障害福祉サービスを幅広く提供する法人です。ご利用者様への介
護や支援を通して「共に生きる」共生社会の実現を目指し地域に根ざしたサービスを実践してお
ります。

設立／昭和53年 
代表者／馬場康彦　 従業員数／ 149名
所在地／宮城県気仙沼市唐桑町只越366-5
電話／ 0226-32-3055

福祉の仕事に
興味がある方

働きながらスキ
ルアップ

資格取得助成
や福利厚生も

充実してます！

気仙沼市の障害福祉を支える法人を目指して！！　
応した独創的福祉サービスを目指しております。
“障がいがあるから出来ない事はない”
“障がいがあるからこそ出来る事もある”
を念頭に多様性を認め合う共生社会の実現に向け
て努力してまいります。
　今後の洗心会を支え皆と共に歩んでくれる若い力
を期待しております。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

事務局長  

菅野達也さん

理事長 馬場康彦さん

私たちの仕事は「利用者の立場にたった心のこもったサー
ビス提供」を大事にしながら、障害のある方々が地域で安
心して生活していくためのお手伝いをすることです。はじめ
はわからない事が多くても働きながら学び資格も取得でき
ます。福祉に興味のある方、誰かの役に立ちたい方、私
たちと一緒に楽しく学びながら働いてみませんか？



気仙沼市企業ガイドブック2020

医療法人社団湖聖会 介護老人保健施設 はまなすの丘

お客様の食事・排泄・入浴介助など様々なサポートをしています。大
変ですがたくさんの笑顔や感謝をいただく仕事です。
入職して7年一人の新人のために一生懸命向き合ってくれる先輩が
たくさんいて今の自分がいることを実感しています。
今は自分が新人に先輩にしてもらったことを伝えています。

当法人ではお客様を大事にすることは当たり前です
が、職員も大事にしています。
面倒見が良い職員が多く、先輩、後輩関係なく笑顔
で伸び伸び働いています。全国規模のグループなの
で教育体制もしっかりしていて、やる気があればキャ
リアアップのチャンスもあります。具体的には、コヤ
マカレッジとして介護福祉士受験要件でもある実務
者養成講座を開講しています。もちろん、職員は無
料で受講できます。また、毎年東京を会場にフレッ
シャーズフェスが行われ、法人ごとのパフォーマンス

小松  尚 さん

所属／介護部

完全個室・ユニット型老人保健施設・通所リハビリサービス運営
業務内容／地域に根差し「住み慣れた地域で暮らしたい」と望む高齢者の願いを叶えるため
皆で生活を支えています。他に小規模多機能ホーム南三陸（志津川）・看護小規模多機能ホーム
はなもも（名取市）を運営しています。

設立／2003年　理事長／乾 清重
従業員数／140名
所在地／宮城県気仙沼市本吉町外尾25
電話／ 0226-42-2915
WEB サイト／https://m-koseikai.com

湖山医療福祉グ
ループ

自らが受けたい
と思う医療と福

祉の創造

気仙沼の地域に
密着し安心して

過ごせる施設

やりがいのある
仕事

楽しく仕事をしましょう！ 待ってます ! !
発表やTDLパーク内での接遇研修もあり、楽しみも
いっぱいです。ぜひ笑顔溢れる当法人で働いてみま
せんか？
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  8 名

部長代行  

須藤美代子さん

部長代行須藤美代子さん

湖山医療福祉グループが一番大切にしている「こまやかな
気配り」「やさしい笑顔」「まごころ込めたお付き合い」の
モットーに共感して日々の仕事にあたれる人を求めていま
す。介護未経験でも３年後には介護福祉士資格の取得を
法人全体でバックアップします。

株式会社パートナーズ

太陽光発電に馴染みのない方も多いと思います。私もそうでした。
苦手なことはあって当たり前！自分のペースで大丈夫ですので、一緒
に学んで行きましょう！少しでも自然が好き、環境問題が気になる、
そんな思いがあれば大丈夫です！ また、大学生がインターンに来て
くれたり、外部との風通しが良く視野が広がりやすい会社ですの
で、自分の可能性も広がるかと思います！

今、地球が悲鳴をあげてします。私たちにとって便
利な社会は、人間以外の動物や植物、そして地球
にとって、決して良い事ばかりではありません。地
球上の全ての生き物、そして地球にとって優しく、
自然と寄り添い、より良い社会づくりを目指してい
きます

金森響子 さん

入社 2年目

太陽光発電、再生可能エネルギーシステムの設計・施工・保守
業務内容／人とまちと地球に優しいエネルギーを広げるお仕事です。お客様の立場で、設計か
ら施工、アフターフォローまで寄り添います。新規事業の農業部門も立ち上げ、クリーンエネル
ギーに、食に、次世代へ元気を届ける企業を目指しています。

設立／2006年　資本金／ 500万円
代表者／澤井仁　従業員数／ 13名
所在地／宮城県気仙沼市本郷10-13
電話／ 0226-29-6555
WEB サイト／http://www.j-partners.co.jp/

太陽光発電の
普及に取り組

んで十数年

人とまちと地球
を元気にする

会社です。

太陽光が照らす未来、自然恵みを暮らしの中へ　
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

代表取締役  澤井  仁さん

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1～ 2 名

採用担当 

澤井  律子さん

求める人物像は「明るい人」です。私たちの仕事は、お
客様に元気になって貰う事、明るく元気な人を求めていま
す。仕事に必要な知識や技術は、丁寧に教えていきますの
で、安心してください。



北斗株式会社

入社当初は製造に関わっていましたが、現在は工務部で製品の発
送業務に携わっています。建築現場と調整しながら製品を発送する
業務は覚えることが多く大変ですがやりがいを感じますし、自分が
関わった建物を実際に見ると達成感を感じます。チームワークの良
い職場です；ものづくりに興味のかる方、一緒に仕事をしましょう。

当社はビルやショッピングセンター、工場等大きな
建物の骨組みとなる部分である建築鉄骨の設計、製
造、施工を行っています。関東地方の大型物件を中
心に営業活動をしておりますが、近年は気仙沼地域
の震災復興事業の防潮堤整備事業にも携わってい
ます。　国土交通大臣に指定された「全国鉄骨評価
機構」から、上から2番目の評価である「Hグレード」
認定工場であり、建物の強度を支える需要な役割を

 佐藤  俊 さん

所属／工務部　入社８年目

大学講堂や商業施設などの大きな建築物に「鉄骨のプロ」として貢献！
業務内容／金属加工、鋼構造物工事業。ビルの柱や梁を製造しています。

設立／昭和６０年　資本金／２０００万円
代表者／武田孝志　従業員数／４６名
所在地／宮城県気仙沼市最知荒沢192-1
電話／０２２６－２７－３２１２
WEBサイト／http://www.hhokuto.com/

建築を支える
鉄骨加工業

建築物の「屋台
骨」となる

鉄骨を一緒に
作ってみません

か

建築を支える鉄骨加工業。
建築物の「屋台骨」となる」鉄骨を一緒に作ってみませんか

　

担う製品には高度な技術と精度を求められていま
す。技術の向上に努める社員の資格取得には積極
的に支援しています。培ってきた技術は震災復興に
も寄与できました。今後も社会の必要とされる企業
として成長していきたいと考えています。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

代表取締役 武田孝志さん

求める人材像

今年の採用予定人数 :  5 名

常務取締役  

武田充広さん

　設計、資材の手配、工程管理、製造、品質検査、仕
事は各部署が連携するチームワークです。自らの役割をしっ
かり認識し行動できる人、ものづくりに興味がある人、ぜ
ひ当社に来て頂きたいです。誰でも未経験からのスタート、
先輩社員がしっかりサポートします。

気仙沼市企業ガイドブック2020

株式会社フジミツ岩商

　震災後、魚の解体の仕事からメカジキなどの買付を担当すること
になりました。全国の市場や大型量販店スーパーなどへの営業・・・
はたして自分に出来るのだろうかと心配でした。
しかし、取り組んでみると、こんなにもやりがいのある仕事とは思い
もせず、毎日楽しく仕事をしています。

各部門でひろく人材を募集しています。
将来はこんな社員になって欲しいと思います。
３年後 失敗を恐れず果敢にチャレンジできる社員へ
 一緒に会社を支える社員へ
５年後 経営拡大のために行動できる社員へ
10年後 気仙沼地域の地域振興、地域発展に寄与できる人財へ

生鮮かつお水揚げ２３年連続日本一の気仙沼港に
あってかつお買付ナンバーワンの実績を誇り、気仙
沼港からの総買付額でもトップクラスの会社です。
全国の中央卸売市場等・量販店との取引を展開し
ています。
人と人との出会いというのは偶然のような必然では
ないかと思います。昭和５４年の創業以来、果てし
ない宇宙から与えられた恵み、そして青い地球の母
なる海からの贈り物と共に限りある海の幸を大切に
みなさまに安全と安心、そして目で見る美しさを感

須藤   勝 さん

所属／営業販売部　部長

鮮魚仲買業、水産加工業、廻船問屋業、空輸マグロ取扱、製氷冷凍
業務内容／鮮魚・冷凍魚の買付・販売。かつおたたきや惣菜品などの水産食料品の製造・販売。
誘致漁船に関する各種業務、空輸マグロの受託販売、製氷・冷凍業

設立／ 昭和 54 年　資本金／ 1,000 万円
代表者／岩渕光男　従業員数／ 38 名
所在地／宮城県気仙沼市赤岩港 128-7
電話／ 0226-23-8505

気仙沼の旬の
味覚を

全国におとど
けしております

出会いを求めて
じ、のど越しでその味わいを感じていただく海の幸
を気仙沼から提供することのすばらしさに共感しと
もに歩んでいただける方との出会いを求めています。
　気仙沼・・・
この地で新風を起こす食文化創造への　『智から(ち
から)』を必要としています。

代表取締役 岩渕光男さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1 2 名

代表取締役  

岩渕光男さん



社会福祉法人なかつうみ会

私たち介護職員は高齢者の『生活を支える専門職』です。今、自分を
支えてくれる家族や友人・先生がいるように、私たち職員は高齢者に
寄り添い、共に一喜一憂を感じています。お年寄りの暮らしに私たち
が関わらせて頂くことで、喜びや優しさを感じ、介護の仕事には、お
互いが笑顔になれる暖かさがあります。その笑顔が見たいから大変
でも頑張れる自分自身が成長できる、私の大好きな仕事です。

当法人では特別養護老人ホームを２施設、デイサー
ビスセンターやグループホーム、在宅介護支援セン
ター、地域包括支援センター（気仙沼市からの委託
事業）をそれぞれ１事業所ずつ運営しています。それ
ぞれの事業所では、介護職員や看護師、生活相談
員や事務員、栄養士、介護支援専門員、社会福祉
士等が職務に従事しています。
今回の求人募集は、介護職員と事務職員となりま
す。
介護職員は、病気や障がい等により介護保険要介

渡邊富恵 さん

所属／恵潮苑 入社 22年目

高齢者福祉
業務内容／加齢や病気、障がい等により日常生活に支援を必要とする介護保険要介護認定者
に対して、施設サービスや通所サービスでは食事や入浴、排泄等の介護業務や生活の中での相
談業務、在宅サービスでは在宅生活での相談業務や介護サービスの調整を行っています。

設立／1978年　代表者／葛 但寛
従業員数／ 118名
所在地／宮城県気仙沼市下八瀬426-8
電話／ 0226-25-8727　　　
WEB サイト／http://nakatuumikai.or.jp

私たちと一緒
に

高齢者の暮ら
しを

デザインしませ
んか？

なかつうみ会は、多様な福祉サービスが提供されるよう創意工夫します。
護認定を受け、日常生活に支援を必要とする施設入
居高齢者や、デイサービス通所高齢者への食事や入
浴、排泄、余暇活動等のお世話をします。高齢者の
お世話をする中で、「ありがとう」と言ってもらえるこ
との多いとてもやりがいのある仕事です。
また、事務職員については、事業所内の会計や経理
等の事務業務が中心となります。仕事の中での高齢
者との何気ないふれあいや、施設行事の手伝い等で
見る高齢者の笑顔に自分たちも癒されたりします。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名（新卒者２人 既卒者２人）

法人事務局長

吉田寛さん

健康で明るく、何事に於いても前向きな方、一緒に頑張り
ましょう。我々の仕事は、高齢者の方々の生活全般にわた
り、支援をさせて頂く事を主としますが、家族以外では最
も身近な存在であり、その為にも信頼関係が求められます。
他者と打ち解けるコミュニケーション力、自己を高める向上
心を持っている方を求めています。

気仙沼市企業ガイドブック2020

株式会社ミヤカン

入社当初は缶が流れるスピードの速さに驚き、様々な機械の操作
を覚えることも多く、大変な仕事だと思いましたが、先輩方が優し
く指導してくださり慣れることが出来ました。地元の新鮮な素材を
使い、地元の皆さんに喜ばれる商品を創りだす仕事は素晴らしい
と思います。「ものづくり」の仕事にやりがいを感じる方はぜひ一緒
に働いてみましょう！

ミヤカンはツナ缶詰のパイオニアとして1942年に創
業した気仙沼市の水産加工会社で、主に気仙沼港
をはじめとする三陸の港で水揚げされた新鮮な魚を
自社スタッフが厳選して買付け、港近くの工場で丁
寧に缶詰やレトルトパウチ製品に加工し、全国のお
客さまにお届けしています。
皆さんが入社された後は、原料となる魚の手配や缶
詰製造の各工程、出来あがった商品の品質検査(味
や成分)、販売など、様々な仕事に取り組んでもらう
機会があります。2015年に再建された工場はLED照

安住  元希 さん

所属／製造部　入社２年目

「三陸の海から」をテーマにした水産缶詰・レトルトパウチの製造販売
業務内容／さば・さんま・いわし・ツナなど、三陸の海で水揚げされた新鮮な魚を缶詰やレトルト
パウチ製品に加工して気仙沼の工場から全国の皆さまにお届けする企業です。最新鋭の設備が
導入された工場は、2017年に食品安全に関する国際認証も取得しました。

設立／2013年　資本金／1,000万円
代表者／福島 庸夫　従業員数／60名
所在地／宮城県気仙沼市本浜町2-102-1
電話／ 0226-22-1500
WEB サイト／http://www.miyacan.co.jp

三陸の海の幸を
活かした

缶詰づくりひと
筋に70余年。

毎日市場で新鮮
な魚と向き合っ

てきたのが

美味さの秘密

ミヤカンとともに成長しよう！
明で明るく衛生面にも配慮され、魚の匂いも少なく
清潔で安全な作業環境が整えられています（作業着
は会社で貸与し、いつも清潔にクリーニングされて
います）。
ミヤカンの従業員の約３割は20歳代の若い世代で、
みんな夢と希望に満ち溢れています。会社での目
標、個人の目標を掲げ、目標に向かってチャレンジ
し、時に失敗もありますが反省することで確かな成
長を感じ、これを繰り返し行っています。これがミヤ
カンの一番の強みです。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数  :  3 名

管理部長  

中村  太郎さん

代表取締役福島庸夫さん

当社の基本理念でもある「安心・安全なものづくり」を通じ
てお客様に喜びをお届けできるよう、明るく元気で前向き
に、目標に向かって努力する、自分の意見をしっかり持って
いる方を求めています。初めは工場で缶詰やレトルト商品
の製造に携わり経験を積み、人間的にも成長しながら、将
来的にはその経験を活かして、当社の成長を担う人財とし
て活躍して頂きたいと考えています。



雪ヶ谷精密工業株式会社

入社した当時は、社名に「精密」とあったので大変そうなイメージで
したが、技術的な知識や具体的な仕事については、職長から指導
を受けることができたので、仕事に慣れることは難しくありませんで
した。私もまだまだ能力不足ではありますが、ものづくりが好きで、
世の中の役に立つものを作りたいと考えてる方がいれば、是非当社
で一緒に働きましょう。

当社の社名である「雪ヶ谷」は東京大田区にある地
名です。創業当初は都内で自動車のアセンブリ品を
主に製造していましたが、その後、縁があって耳鼻
科用の椅子を製造する機会に恵まれました。耳鼻科
は全国に８０００軒程しかない非常に小さな業界です
が、設計から出荷後のアフターケアまで、お客様の
様々なニーズに応えてきたことで、今では国内の耳
鼻科のうち７０％近い病院に当社の椅子を納めてい
ただいています。
耳鼻科用の治療椅子もはじめの頃は、昇降機能が

吉田  凌 さん

所属／旋盤加工

耳鼻科向けの治療椅子をはじめとした、医療機器の製造と修理
業務内容／耳鼻科で患者さんが座る椅子の設計から、部品の加工、塗装、組立まで社内で一
貫して生産している企業です。医療機器の製造には専門的な知識と技術が必要なことから、長
く使っていただくためのメンテナンス業務なども合わせて行っております。

設立／ 1960 年　資本金／ 2,100万円
代表者／菊田 芳政　従業員数／23名
所在地／宮城県気仙沼市赤岩長柴8-1
電話／ 0226-23-1085
WEB サイト／http://www.yukigaya-seimitsu.co

創業６０年

高度な技術と一
貫生産体制で

医療現場の声
に応える

ものづくり

至誠をもって製造に取り組み　製品から信用を得る
電動なだけのシンプルなものでした。しかし、時代が
進むにつれ様々な機能が追加されてことで、今では
他の診療科のものに比べて高機能なものになってい
ます。そのため、価格も高いものになっていますが、
それに見合う付加価値の高い製品となっており、多
くの医療関係者にご愛用いただいております。
これからも、時代のニーズに合わせた治療椅子を造
り続けてけられる会社であるために、更に技術力を
向上させて参ります。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1 名

代表取締役  

菊田芳政さん

代表取締役菊田芳政さん

ものづくりが好きで、新しいことに挑戦したい方を募集して
います。技術的な知識が無くても、仕事をしながら覚えてい
くことが出来ますので、興味を持ったのならぜひ一度当社に
見学へお越しください。
小さな工場で完成品を作るので、単純な工程作業では得ら
れない達成感ややりがいが感じられると思います。

気仙沼市企業ガイドブック2020

株式会社ヤマサカ

なにも分からなくても大丈夫です。我々が一から教えます。やる気
があればなんとかなります。ウエルカム！さあ、きて未来ん！！

屋根は皆様の大切な財産と命を守ります。
暑さ・寒さ・雨風に負けない屋根工事を行っていま
す。
震度７にも耐えられる施工を行っています。
屋根関連業務として太陽光発電システムの施工にも
力を入れています。
再生可能エネルギーの普及により、地球温暖化防
止にも貢献したいと考えています。

阿部 さん

所属／営業本部

和型瓦から寺社仏閣の本葺き型瓦など、屋根に関するプロ集団です！
業務内容／総合屋根工事・太陽光発電システム設置工事

設立／ 昭和５０年　資本金／ １０００万円
代表者／熊谷和彦　従業員数／ ６１名
所在地／宮城県気仙沼市松川前１３５番地
電話／ 0226-23-1459
WEB サイト／http://www.e-kawara.co.jp

あなたの町の
ラブパラソル

総合屋根工事
のヤマサカで

す！

瓦屋根は日本人の暮らしに深い安らぎを与えます。
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  20 名

代表取締役  

熊谷和彦さん

本社（気仙沼）・仙台営業所
盛岡営業所・大船渡営業所・山田営業所に於いて、営業
スタッフと施工スタッフを各２名づづ募集しています！職場見
学大歓迎です。奮ってご応募ください。



介護老人保健施設リバーサイド春圃

私は高校を卒業して、すぐに介護の仕事を始めました。分からない
事がたくさんありましたが、先輩たちに支えられ気づけば6年。皆さ
んは介護の仕事にどんなイメージを持っていますか？大変な仕事だ
と思われがちですが、大変さ以上にやりがいのある仕事です。リ
バーサイド春圃では、女性はもちろん、男性も活躍できる職場なの
で、ぜひ一緒に働いてみませんか？

リバーサイド春圃は今年で創設２４年を迎えました。
リバーサイド春圃の主体である「医療法人くさの実
会」は、踏まれても踏まれても、くじけることのない雑
草のごとく、という考えから誕生しました。
「人の和」という理念のもと、人と人とが支え合う信頼
の絆を大切にしています。
当施設は、高齢になっても住み慣れた家で生活して頂
くため、お一人お一人に合ったリハビリやサービスを
提供しています。
医師、看護師、介護士、リハビリスタッフ、管理栄養

佐藤優雅 さん

所属／介護課主任　入社 6年目

介護老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅介護支援
業務内容／光ヶ丘保養園と当施設を有し、職員数約260名の医療法人として、地域医療と福祉
向上のために積極的に取り組んでおります。

設　立／平成7年　資本金／ 1120万円
理事長／猪苗代盛貞　従業員数／ 119名
所在地／宮城県気仙沼市舘山1丁目1-43
電　話／ 0226-24-1732
WEB サイト／http://riverside.kusanomikai.or.jp

1 人 1 人が幸せになれるお手伝いをさせていただきます。
士、歯科衛生士、介護支援専門員などの資格を持っ
た専門職がそれぞれの専門性を生かし、どのようにし
たら自宅に帰れるか、帰宅した後は何が必要かなどを
チームで検討し、施設と家を結ぶ支援を行っていま
す。
意識的、業務的にサービスを提供するのではなく、思
いやり、もてなしの心で自然な行動として提供できる
ようなサービス、高齢の方々の自立をサポートできる
介護の提供を目指しています。

企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  2 名

総合マネジメント部 課長 

小野寺真奈美さん

職場は1日の中で多くの時間を過ごす場所となります。同
じ1日を過ごすのであれば、やりがいを感じながら楽しく
充実した1日を一緒に過ごしてみませんか？
当施設は「人の和」を大切にしております。利用者、共に
働くスタッフ、地域の方々など、人と人とのつながり
を大切にしてくれる方、お待ちしております。
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凛として生きる

穏やかな日々を
送る

溢れる笑顔

それが私たち
の望みです。

株式会社リトルピピ

入社当時、全くの未経験者だった私は覚える事も多く大変な仕事
だと思っていましたが、親切丁寧に教えてくれる先輩方や実践的で
分かりやすいトリマーのカリキュラム。またお客様やペットとのふれ
あい等を実際に感じる事ができる職場でとてもやりがいを感じてい
ます。動物が好きな方！是非一緒に働きましょう！

『働きながらトリマーを目指せます！』
トリマーになるには「専門学校の卒業」が必要と思い込んで
いませんか？当社では、経験がない方でもイチから教え、「働
きながら（お給料をもらいながら）一人前になるカリキュラム」
で「トリマーになりたい」という夢を応援します！
元気があって動物好きな方！是非一緒に働きませんか？

近年、ペットブームによりペットも人間並みに美容や
健康に気を遣い、人間と同じような水準で生活をす
るということが、決して珍しくなくなってきました。
そんな中、専門知識と技術を持ち、飼い主だけでは
できないペットの美容や健康のケアを、手助けする
「トリマー」の必要性が認知されてきています。
お客様の家族をお預かりするという気持ちで懇切・
丁寧にペットのケアを行い、適切な管理のアドバイ
スをすることで、地域の皆様に親しまれ、信頼されて
きました。

佐藤  さん　

所属／トリマー　入社 1年目

ペットショップ・ペットホテル・ペット用品の販売
業務内容／安心・安全なブリーダー直売のペット及びペット用品の販売。ペットの健康ケア（トリ
ミング等）やペット預かり（ペットホテル）。自社ブリーディングやトリマーの育成を行っています。

設　立／ 1988 年　資本金／ 500 万円
代表者／小岩 信隆　従業員数／ 10 名
所在地／気仙沼市赤岩迎前田 135-1
電　話／ 0226-23-5565
WEB サイト／ http://ritorupipi.web.fc2.com/

若者のトリマー
になりたい！

『夢』を応援
します！！

働く「人」と「地域」を大切にする会社です　
お預かりするペットもですが、従業員も「家族」のよ
うに大切にしています！

代表取締役  小岩信隆さん
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企業からのメッセージ

先輩からのひと言

求める人材像

今年の採用予定人数 :  1 名

専務取締役  

小岩絹江さん
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