
事業所名称 所在市町村 採用予定人数

1 株式会社 トーモク 青森工場 青森市 2

2 株式会社 青南RER 青森市 30

3 株式会社 中才自動車修理工場 青森市 1

4 株式会社 マルハニチロ北日本　青森工場 青森市 3

5 勝又金属工業 株式会社 青森市 5

6 株式会社 アプティマルワ 青森市 3

7 株式会社 フレッシュダイナー 青森市 2

8 株式会社 ネクスト 青森工場 青森市 1

9 AUKプレート 株式会社 青森市 5

10 青森昭和電線 株式会社 青森市 1

11 青森三八五流通 株式会社 青森市 2

12 株式会社 いしおか 青森市 1

13 有限会社 和田鉄工所 青森市 1

14 秀永商事 株式会社 青森市 5

15 アンデス電気 株式会社 青森工場 青森市 2

16 新栄建設 株式会社 青森市 1

17 株式会社 青北テクノサービス 青森市 2

18 有限会社 外川農機商会 板柳町 1

19 株式会社 サンライン 田舎館村 5

20 株式会社 ムツミテクニカ 田舎館村 2

21 株式会社 青森ライト 青森工場 おいらせ町 2

22 平野産業 株式会社 おいらせ町 1

23 日本フードパッカー 株式会社　青森工場 おいらせ町 5

24 有限会社 青和興業 おいらせ町 2

25 株式会社 トップレディ おいらせ町 3

26 株式会社 駒のまほろば 大鰐町 2

27 有限会社 横浜製材所 風間浦村 2

28 株式会社 橘機工 五戸町 1

29 株式会社 阿部繁孝商店　五戸工場 五戸町 10

30 株式会社 サンライズエンジニアリング 五戸町 2

31 大蔵工業 株式会社 青森工場 五戸町 4

32 東北三吉工業 株式会社 五戸町 2

33 東北山田車体工業 株式会社 五戸町 4

34 太子食品工業 株式会社 三戸町 15

35 株式会社 青森芝浦電子 三戸町 2

36 有限会社 ミート・サービス　三戸事業所 三戸町 2

令和２年３月新規高卒者採用予定情報　※企業掲載は順不同。採用予定人数は４月２０日現在。
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37 スターゼンミートプロセッサー株式会社　青森工場 三戸ビーフセンター 三戸町 1

38 株式会社 佐々木鉄工ベンディング 三戸町 10

39 株式会社 サンヨーソーイング 七戸町 3

40 株式会社 ベルテクノプラント工業 七戸町 5

41 株式会社 三輪鉄建 七戸町 1

42 株式会社 お菓子のみやきん 七戸町 1

43 株式会社 阿部繁孝商店　田子工場 田子町 10

44 マツハシ林産 株式会社 田子町 2

45 青森アップルジュウス 株式会社 つがる市 2

46 株式会社 みちのくジーンズ 青森工場 つがる市 2

47 有限会社 山下自動車整備工場 つがる市 1

48 株式会社 エス・イー・シー 木造工場 つがる市 2

49 ハイコンポーネンツ青森 株式会社 鶴田町 2

50 株式会社 東北ミクロン 東北町 1

51 有限会社　カーショップ市ノ渡 十和田市 1

52 有限会社　ジャムフレンドクラブ野辺地 野辺地町 9

53 有限会社 サン ニ サン 階上町 1

54 有限会社 八戸築炉 八戸市 2

55 東北飼料 株式会社 八戸市 1

56 東京鐵鋼 株式会社 八戸工場 八戸市 6

57 エプソン アトミックス 株式会杜 八戸市 6

58 エム・ピー・エム・オペレーション　株式会社 八戸市 6

59 八戸製錬 株式会社 八戸製錬所 八戸市 3

60 株式会社 田中鉄工所 八戸市 2

61 株式会社 住吉工業 八戸市 2

62 共栄食鳥 株式会社 八戸市 5

63 エムエス工業 株式会社 八戸市 1

64 株式会社 光洋鉄工 八戸市 3

65 株式会社 セイシンハイテック 八戸市 3

66 MCCユニテック 株式会社 八戸市 1

67 株式会社 角工業 八戸市 3

68 株式会社 エコブリッジ 八戸市 1

69 株式会社 宝幸 八戸工場 八戸市 2

70 有限会社 青森ヒューム 八戸市 1

71 エム・ピー・エム・　王子ホームプロダクツ 株式会社 八戸市 1

72 トヨタカローラ八戸 株式会社 八戸市 3
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73 株式会社　シー・アンド・ ヴィカンパニー 八戸市 1

74 陸奥工業 株式会社 八戸市 1

75 合名会社 菓子処 丸美屋 八戸市 1

76 八戸鉱山 株式会社 八戸市 3

77 三信包装 株式会社 八戸市 1

78 株式会社 東北コアセンター 八戸市 3

79 合同酒精 株式会社 酵素医薬品工場 八戸市 4

80 熊さん第三工場 株式会社 八戸市 3

81 熊さん 株式会社 八戸市 5

82 有限会社 盛田工業 八戸市 2

83 株式会社 ライフ・ヴィジョン 八戸市 3

84 山田設備機工 株式会社 八戸市 2

85 北辰工業 株式会社 八戸市 2

86 白銀鉄建工業 株式会社 八戸市 2

87 有限会社 赤坂鉄工所 八戸市 2

88 極洋食品 株式会社 八戸工場 八戸市 2

89 東北機工 有限会社 八戸市 1

90 有限会社 しんぼり 工場兼事務所 八戸市 1

91 若野ホンダ販売 株式会社 八戸市 3

92 広和計装 株式会社 八戸市 1

93 天馬 株式会社 八戸工場 八戸市 2

94 株式会社 旭ゴム工業 八戸市 1

95 株式会社 テクトリー 八戸市 2

96 有限会社 佐々木電機 八戸市 2

97 八戸酒造 株式会社 八戸市 1

98 株式会社 アピール 平川市 2

99 株式会社 青森エリート 平川市 5

100 尾上りんご商業協同組合 平川市 2

101 株式会社 タカシン 平川市 1

102 株式会社 マルジン サンアップル 平川市 1

103 株式会社 日本マイクロニクス　青森工場 平川市 10

104 株式会社 ベイシックサンミッシェル　トキワ 尾上工場 平川市 5

105 株式会社 木村食品工業 平川市 10

106 オレンジハート 平内中野店　山崎 功造 平内町 1

107 音羽電機工業 株式会社 弘前市 2

108 有限会社 二唐刃物鍛造所 弘前市 1
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109 マルマン精密 株式会社 弘前市 5

110 日本ハルマ 株式会社 弘前市 3

111 株式会社 コーア 弘前市 1

112 有限会社 久米田板金工業 弘前市 1

113 株式会社 ボンユニアパレル 弘前市 3

114 株式会社 ウッドハート 弘前市 1

115 かがや食品 株式会社 弘前市 5

116 株式会社 青南商事 弘前市 5

117 株式会社 タムロン 生産本部 弘前市 4

118 キヤノンプレシジョン 株式会社 弘前市 4

119 弘前航空電子 株式会社 弘前市 14

120 弘前総合車輌 株式会社 弘前市 1

121 三光化成 株式会社 弘前工場 弘前市 4

122 カミテック 株式会社 弘前市 2

123 スズキアリーナ弘前城東 株式会社 弘前市 2

124 DMノバフォーム 株式会社 青森工場 藤崎町 1

125 東和電機工業 株式会社 藤崎町 3

126 オリジナルテクノロジー 株式会社 藤崎町 5

127 株式会社 ベイシックサンミッシェル　トキワ 藤崎工場 藤崎町 5

128 有限会社 前田塗装 三沢市 2

129 スターゼンミートプロセッサー株式会社　青森工場 三沢市 5

130 ニッコーム 株式会社 三沢市 1

131 三沢エンジニアリング 株式会社 三沢市 6

132 王子コンテナー 株式会社 青森工場 三沢市 2

133 株式会社 北神エンジニア 三沢市 2

134 下北交通 株式会社 むつ市 2

135 株式会社 タムラ むつ市 1

136 有限会社 吉田ベーカリー むつ市 2

137 田村商事 株式会社 むつ市 1

138 株式会社 木村鉄工所 むつ市 1

139 日本ホワイトファーム 株式会社 横浜町 7

140 日本ピュアフード 株式会社　青森プラント 横浜町 4

141 株式会社 蓬田紳装 蓬田村 5

142 坂本養鶏 株式会社 蓬田村 1

143 ファーストプライウッド 株式会社 六戸町 5

144 株式会社 日産青森サービスセンター 六戸町 2
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145 有限会社 なかにし 五所川原市 2

146 株式会社 エノモト 津軽工場 五所川原市 3

147 株式会社 竹精機 津軽工場 五所川原市 1

148 富士電機津軽セミコンダクタ 株式会社 五所川原市 2

149 山田板金工業 株式会社 五所川原市 2

150 山形砕石 株式会社 黒石市 1

151 リンクフーズ 株式会社 加工部 黒石市 2

152 有限会社 御幸自動車整備工場 黒石市 1

153 株式会社 黒石日産自動車商会 黒石市 1

154 有限会社 プレアデス電子 黒石市 5

155 山崎製パン 株式会社 十和田工場 十和田市 6

156 十和田観光電鉄 株式会社 十和田市 3

157 十和田自動車整備事業協同組合 十和田市 1

158 株式会社 ヤマショウフーズ 青森工場 十和田市 3

159 株式会社 大泉製作所 十和田工場 十和田市 17

160 株式会社 ササキコーポレーション 十和田市 5

161 株式会社 日本の窓 十和田市 2

162 ワダカン 株式会社 十和田市 1

163 青森前田コンクリート工業 株式会社 十和田市 2

164 青森重工 株式会社 十和田市 1

165 平野商事 株式会社 十和田市 1

166 株式会社 みちのくジーンズ　十和田工場 十和田市 3

167 株式会社 ヤマヨ 十和田店 十和田市 5

168 株式会社 ヨコサワ 十和田市 10

169 株式会社 齊下商店 十和田市 1

170 マルゼン工業 株式会社 東北工場 十和田市 12

171 有限会社 名川製作所 南部町 5

172 有限会社 夢ハウス 南部町 1

173 多摩川ハイテック 株式会社　福地第一工場 南部町 3

174 東邦テック 株式会社 六ヶ所村 3

175 株式会社 ANOVA 六ヶ所村 3

176 青森宝栄工業 株式会社 六ヶ所村 2

177 株式会社 永木精機 六ヶ所村工場 六ヶ所村 2


