
№ 企　業　名 業種等 求人職種 勤務地

1 青森合同青果株式会社 卸売業 営業 青森市

2 アークコンサル株式会社 土木建築サービス業 測量設計技師 青森市

薬剤師

薬局
管理栄養士

4 株式会社　神山 繊維製品卸業 営業・企画 青森市

営業

建築

6 株式会社　鹿内組 建設業
技術
事務

青森市

7 三八五流通株式会社 総合職 総合職 八戸市他

8 五所川原街づくり株式会社
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
運営管理

施設管理 五所川原市

9 株式会社　大坂組 総合建設業 事務 青森市

10 株式会社　大山建工 建設業 営業 八戸市

技術

重機オペレーター

12 青森リース株式会社 物品賃貸業 営業
十和田市
三沢市

13 山田板金工業株式会社 建設業 技術 五所川原市

14 和電工業株式会社 電気工事業 電気工事士
藤崎町
弘前市

15 協同印刷工業株式会社 印刷・製本業 オペレーター むつ市

16
医療法人仁泉会
デイサービスセンターにこにこプラザ五戸 医療・介護 介護

八戸・十和田
おいらせ・新郷村

17
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
介護老人保健施設はくじゅ 医療・介護 調理員 八戸市

18 医療法人仁泉会　おしどりの里 医療・介護 介護 十和田市近郊

19 株式会社弘前ガス商事 ガス業 総合 弘前市

20 ヒラカワ事務器 小売業 販売(パート) つがる市

21
山内土木株式会社
むつ市ウェルネスパーク

サービス業 運営職員 むつ市

22 株式会社ケーパル 保全管理 技術 八戸市

23 株式会社吉田産業 卸売業 営業 八戸市

24 豊産管理株式会社 建物サービス業 運営管理 青森市

25 株式会社田名部組 総合建設業 施工管理技士 八戸市

農産開発

営業

27 十和田青果　株式会社 卸売業 営業 十和田市

28 RENOX株式会社 建設業 現場管理作業員 弘前市

29 株式会社STYLE 建設業 現場管理作業員 弘前市

26 有限会社　十美商事 卸売業 十和田市

5 アップルハウジング株式会社 不動産業 青森市

11 田中建設工業株式会社 総合建設業 十和田市
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3 有限会社　テック
薬局業
介護事業

飲食サービス業
青森市
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30 みちのく興業株式会社 建設業 現場管理 八戸市

31 ㈱ケアスマイル青森 介護職 リハビリトレーナー 青森市

32 医療法人はらだクリニック 医療・介護 事務兼看護補助者 三戸郡南部町

33 株式会社　北日本テクノ 土木建築サービス業
測量、点検・調査
土木設計業務

青森市

34 株式会社青南商事 再生資源卸売業
技能作業員

事務
弘前市

35 株式会社　北日本警備保障 警備業 警備員 弘前市

36 株式会社ヤサカ 自動車整備業 自動車整備士 八戸市

37 株式会社ラグノオささき 製造・小売業 総合 弘前市

38 (有)マルカワ渋川せんべい 製造・販売業 事務員 青森市

39 齋勝建設株式会社 建設業 現場技術員 五所川原市

40 株式会社美装good 建築業 現場管理 八戸市

41 八戸中央青果株式会社 卸売業 営業 八戸市

42 株式会社エイジ・リードカンパニー カット野菜 食品製造員 青森市

43
株式会社ササキハウジングカンパニー
リフォームササキ　八戸東店

建設業 住宅ﾘﾌｫｰﾑﾌﾟﾗﾝﾅｰ 八戸市

44 株式会社　大川地建 不動産業 総合 弘前市

45 青森ガス株式会社 ガス業 総合 青森市

46 学校法人　青森山田学園 教育 事務職員 青森市

47 株式会社　石郷岡 卸売業 配送員・営業 弘前市

48 株式会社　むらおこし拠点館フラット 小売業・飲食業 販売・調理 つがる市

49 イマジン株式会社　弘前パークホテル ホテル フロント 弘前市

50 株式会社　出雲 専門・技術サービス業 土木設計技術者 三沢市

51 青森ケーブルテレビ株式会社 情報・通信業 営業 青森市

52 株式会社　東酸 卸・小売業 営業 青森市

53 ハイコンポーネンツ青森株式会社 製造業 総務 鶴田町

54 モディ株式会社 サービス業 広報活動 南部町

交通誘導警備スタッフ

施設管理警備スタッフ

56 学校法人　鳳明学園
幼保連携型
認定こども園

保育教諭
保育補助

八戸市

57 社会福祉法人　みつは会
幼保連携型
認定こども園

保育教諭
保育補助

八戸市

58 株式会社　エービッツ 情報処理サービス 総合 青森市/弘前市/八戸市

59 株式会社ホテルサンルート五所川原 サービス業 ホールスタッフ 五所川原市

津軽警備保障株式会社 サービス業 弘前市55
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60 株式会社　五所川原中央青果 卸売業 営業 五所川原市

61 青森日野自動車株式会社 小売業 営業 八戸市

62 ワダカン株式会社 製造業 生産部員 十和田市

一般職（作業職）

総合

64 株式会社ユニバース 小売業 販売員 県内各店舗

65
太平ビルサービス株式会社
八戸支店

総合職 営業・業務管理 八戸市

66
社会福祉法人つがる市社会福祉協議会
特別養護老人ホームゆうあいの里

介護職 介護員 つがる市

67
社会福祉法人つがる市社会福祉協議会
特別養護老人ホーム安住の里

介護職 介護員 つがる市

68 協同組合サンロード青森
ショッピングセンター

運営管理
事務・販促・
施設管理等

青森市

69 株式会社藤本建設 事務職 総務経理 青森市

土木技術員

大型ダンプ運転手

営業(総合・一般)

技術(総合・一般)

事務(総合・一般)

72 北新機材株式会社 卸売業
営業及び営業アシ

スタント
むつ市

73 有限会社サンアップル醸造ジャパン 製造・販売 総合 つがる市

74 上北建設株式会社 建設業 土木・建築技術者 十和田市

営業・積算

現場監督員

76 青森精機株式会社 卸売業・小売業 営業・総務 青森市/十和田市

77 株式会社丸美佐藤組 建設業 監督員 青森市

78 ウッドホープ株式会社 森林整備 森林整備 青森市

79 たっく接骨院 健康・医療 院内業務補助員 弘前市

80 株式会社　よつば不動産 不動産仲介 営業 弘前市

81 青森ヒバオール株式会社 卸売・小売業
一般事務
広報

弘前市

82 丸喜株式会社齋藤組 建設業 総務事務員 青森市

83 株式会社アグリコミュニケーションズ津軽 製造 総合職 五所川原市

十和田市電子機器製造加賀ＥＭＳ十和田株式会社

建設業・運送業株式会社みどり70 十和田市

63

75 杉山建設工業株式会社 建設業 むつ市

青森市
弘前市
八戸市

建設業株式会社大進建設71
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84 ＡＫＹ合同会社 介護保険事業 事務員 黒石市

85 株式会社いしおか 食肉卸売業
配送および
ルート営業

青森市

86
学校法人明の星学園
青森明の星中学・高等学校

授業担当 保健体育 青森市

87 株式会社ＪＹＵ－ＫＥＮ　青森支店 販売業 販売職 青森市

88 嶋谷税務会計事務所 事務職 事務職 五所川原市


