
男 30% 女 70%

（男） 0 （女） 1 （男） 1 （女） 1 （男） 0 （女） 0

備考欄

募集人数 3人 対象
【　①　②　】
①新卒　②既卒３年

給与・手当
初任給　　月給　178,000　円以上　　　／　手当（　通勤、時間外、休日、処遇改善、特定処遇改善、介護支援
補助　）

採用者数

募集状況

募集職種 介護職

就業場所 〒980-0011　仙台市青葉区上杉３丁目８－３他（青葉区・若林区・太白区・泉区・岩沼市・石巻市・大崎市・大和町）

採用実績

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

定着状況

従業員数 177 男女比（％）

平均勤続年数 6年 従業員の平均年齢 48歳

事業内容
（150字以内）

宮城県内に介護施設11ヶ所を運営。　仙台市内　グループホーム4ヶ所　小規模多機能施設1ヶ所　　石巻市　グループ
ホーム2ヶ所　大崎市　1ヶ所　岩沼市　グループホーム1ヶ所　有料老人ホーム1ヶ所　大和町　１ヶ所

企業ＰＲ
（150字以内）

弊社では利用者様に最適なケアをご提供するために、職員の教育・研修を充実させております。社内外の研修の実施や
資格取得の補助等。出産、育児にも手厚くサポートするためにくるみんも取得し働きやすい職場をめざしております。

求める人物像
（150字以内）

挨拶ができる人、敬語が使える人、素直な人、人が好きな人、信頼できる人、リーダーシップのある人、何かに打ち込んだ
事がある人

電話番号 022-393-9726 担当者名 菅原
スガワラ

・宇都宮
ウツノミヤ

業種 介護・福祉業

午前の部①　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

ウェル

所在地 仙台市青葉区上杉３丁目８－３



男 91% 女 9%

（男） 7名 （女） 2名 （男） 5名 （女） 0名 （男） 3名 （女） 1名

電話番号 022-771-5311（採用担当部署） 担当者名 総務部
そうむぶ

 主任
しゅにん

　門間
もんま

裕
ゆう

士
じ

午前の部②　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 宮城交通
みやぎこうつう

株式会社
かぶしきがいしゃ

所在地 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘三丁目13－20

業種 旅客自動車運送事業

事業内容
（150字以内）

当社は50年超の歴史があり、これまでバス事業を通して地域の公共交通を支えてきました。今後もコロナに負けず、地域
交通を維持していくために、様々な取り組みを行っており、現在は新規事業にも挑戦中です。”Change Action！”固定観
念にとらわれることなく、更なる進化を遂げるために、今後も事業を行っていきます。

企業ＰＲ
（150字以内）

宮城県に根付き、グループ全体で1,500名在籍している会社はそれほど多くはありません。その規模を活かし、様々な取り
組みをおこなっています。研修センターの新規開設、教育専用車両の導入、MaaSへの参画、新規事業の企画、健康管理
への取組みなどです。業界全体としては厳しい状況ですが、新しい挑戦を続けています。

R4年度（R4年4月入社） R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

色々な職種を募集していますが、宮城で働きたいという想いや、コミュニケーションを楽しむことができる方に来ていただき
たいです。どの職種も人とのかかわりが重要な仕事です。仕事を楽しくするためにも、話すことに対して抵抗がない方の方
がいいかと思います。

定着状況

従業員数 839名 男女比（％）

平均勤続年数 13.9年 従業員の平均年齢 45歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 ① 総合職（事務系企画職）　　② 運転士候補生　　③ 整備士　　④ガイド

就業場所
①④ 宮城交通(株)本社　〒981-3201　宮城県仙台市泉区泉ヶ丘三丁目13‐20
②　　仙台市・富谷市・名取市の営業所　　※詳細はブースにて説明
③　　宮城県内の整備工場　　　　　　　　　※詳細はブースにて説明

備考欄

【総合職】仕事内容：総務、経理、採用、ダイヤ改正、お客様対応、貸切バス手配、営業所統括、経営統制、不動産管理など。
【運転士】入社後に大型二種免許を取得、取得費用は支援制度があります。
【整備士】入社後実務経験を経て、自動車整備士の資格を取得。支援制度があります。
【ガイド】入社後1年は研修期間となります。必要な資格やスキルは入社後に支援します。

給与・手当
初任給　　　①月給20万円以上　②③④月給18万円以上　　　／　手当（　健康・通勤・時間外・職務・資格など
）

募集人数 ① 1名　② 2名　③ 1名　④ 1名 対象
【　①・②　】
①新卒　②既卒３年



男 59% 女 41%

（男） 8 （女） 8 （男） 5 （女） 5 （男） 4 （女） 2

電話番号 022-397-6190 担当者名 勿
ナコ

來
ソ

　拓
タク

真
マ

午前の部③　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

東北丸和
トウホクマルワ

ロジスティクス

所在地 宮城県仙台市太白区郡山6丁目7-21　仙台長町未来共創センター3F

業種 物流・倉庫

事業内容
（150字以内）

当社は、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業をメイン事業としており、とりわけ私たちの暮らしに欠かせない生活必
需品小売業の物流に特化した3PL事業を行っており、私たちの生活の”当たり前”を支えています。3PL事業は、ただモノを
運ぶだけでなく、メーカーから小売・消費者へモノが届くまでの『モノの流れの仕組み』づくりを通じてお客様へ経営（利益）
支援を行っています。

企業ＰＲ
（150字以内）

『人の成長なくして企業の成長なし』
当社は、社員を『人材』ではなく『人財』として、会社の財産であると捉え、人財育成に力を入れています。社内大学制度を
始め、階層ごとの研修、自己啓発補助金制度など、“人財”を育てるフィールドがしっかりあります。毎年多くの新社員が入
社しますが、充実した教育制度により、若手のうちから活躍できるのが当社の魅力です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

当社の社風でもある「明るく・元気に・素直な」人財（明・元・素）を求めています。
明るく元気に挨拶や返事ができ、心から「ありがとう」が言葉にできる人財です。

定着状況

従業員数 534名 男女比（％）

平均勤続年数 5.5年 従業員の平均年齢 42歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 物流マネージャー職・管理事務職

就業場所 〒982-0003　宮城県仙台市太白区郡山6丁目7-21　仙台長町未来共創センター3F

備考欄
基本給は最終学歴、職群によって変動があります。上記の初任給は、大卒、エリア総合職種となります。
※詳しくは、お気軽に担当者へお問い合わせください。

給与・手当 初任給　　　月給　　　193,000　　円以上　　　／　手当（　　通勤手当 等　　　　　）

募集人数 26～30人 対象
【　　①　　】
①新卒　②既卒３年



男 92% 女 8%

（男） 1 （女） 0 （男） 0 （女） 0 （男） 1 （女） 0

電話番号 022-234-1221 担当者名 横山
ヨコヤマ

　俊一
シュンイチ

午前の部④　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 千田建設
チダケンセツ

 株式会社
カブシキガイシャ

所在地 〒981-0915　宮城県仙台市青葉区通町一丁目3番11号

業種 総合建設業

事業内容
（150字以内）

土木・建築請負
・土木：河道掘削工事、道路改良工事、災害復旧工事等
・建築：市営住宅改修、学校の増改築等
土木・建築とも公共工事が中心で、地元のインフラ整備に貢献致しております。

企業ＰＲ
（150字以内）

　当社は創業から70年以上の歴史を持ち、主に公共工事の元請けとして災害復旧工事のほか各種土木工事ならびに構
造物の新築および改修等を通じて地元に貢献して参りました。
　国土交通省東北地方整備局より、「2022年度　工事成績優秀企業」として認定されました。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

　工事現場はチームプレーで目標を達成する職場ですので、計画性・企画力・コミュニケーション力があり、目標達成に向
けて行動できる方が成功する職場です。始めは先輩から丁寧な指導を受けながら業務を習得し、将来的には現場代理
人、監理技術者として、現場の監理業務全般を担っていただきます。

定着状況

従業員数 26人 男女比（％）

平均勤続年数 21年6カ月 従業員の平均年齢 51歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 土木技術者・建築技術者

就業場所 〒　　　　宮城県内

備考欄

〇給与には、40時間分の固定残業代として50,000円以上を含みます。
〇通勤用として社有車を貸与し、ガソリン代は会社が負担します。
〇土・日・祝日を休日とする完全週休二日制です。
　　（ただし、工事の進捗状況等により、時間外勤務および休日勤務が発生することがあります。）
〇宮城労働局「SafeWork向上宣言企業 登録番号第20012号」
〇仙台市奨学金返還支援事業　協力企業

給与・手当 初任給　　　月給　200,000円（内、固定残業代50,000円）以上　　　／　手当（時間外、家族、住宅など）

募集人数 1人 対象
【 ①・② 】
①新卒　②既卒３年



男 40% 女 60%

（男） 0 （女） 0 （男） 0 （女） 0 （男） 0 （女） 0

電話番号 022-397-7396 担当者名 藤原
フジワラ

　隆太郎
リュウタロウ

午前の部⑤　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 アイアンドエス税理士法人
ゼイリシホウジン

所在地 〒980-0013　宮城県仙台市青葉区花京院2-1-14花京院ビルディング12階

業種 会計事務所

事業内容
（150字以内）

中小企業の経営サポート業。
記帳代行・決算書作成・税務申告・給与計算など日々の業務サポートはもとより、会計や税務の面から経営者の良き相談
相手となり、
お客様の事業の発展と繁栄に貢献する仕事です。

企業ＰＲ
（150字以内）

従来の会計事務所の常識にとらわれない経営スタイル。ICT導入にも積極的で、効率的かつ高品質のサービス提供を目
指す次世代型会計事務所です。４０代の公認会計士・税理士が経営する毎年成長している会計事務所で、女性税理士が
３名登録しており、男女ともに活躍できる職場環境。スタッフは平均年齢３０歳代で明るく活気のある職場です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

コミュニケーション能力・対人スキルに富み、自分の頭で考え、前向きに取り組める方。成長意欲の高い方を希望していま
す。

定着状況

従業員数 20人 男女比（％）

平均勤続年数 4年7ヶ月 従業員の平均年齢 39.7歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 財務・税務コンサルタント・税務会計業務担当

就業場所 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在地に同じ

備考欄 短大、専門学校卒の給与手当は上記と異なります。

給与・手当 初任給　　　月給　　181,440　円　　／　手当（　固定残業代27,000円　）※大学院、大学卒の場合

募集人数 2　人 対象
【①②】
①新卒　②既卒３年



男 47% 女 53%

（男） （女） （男） （女） 1 （男） （女）

電話番号 022-224-5648 担当者名 男澤
オトコザワ

　拓
タク

午前の部⑥　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 エヌ・ティファシリティーズ株式会社
カブシキカイシャ

所在地 仙台市青葉区国分町1丁目6番18号　東北王子不動産ビル9階

業種 　サービス業(総合ビルメンテナンス）

事業内容
（150字以内）

ビル設備管理・電気保安管理・清掃・警備業・環境衛生・駐車場管理・マンション管理・建設・インフォメーションのサービス
業務等のビルディング等の管理業務

企業ＰＲ
（150字以内）

「より美しく誠実に」をモットーに良質なサービスの提供を心掛けております。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

人柄の良い事とこの仕事にやる気のある人。

定着状況

従業員数 179人 男女比（％）

平均勤続年数 8年 従業員の平均年齢 58歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 総合職

就業場所 〒981－0503　　仙台市青葉区国分町1丁目6番18号　東北王子不動産ビル9階　他仙台市内の現場に通勤可能な現場

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給180,000　　　　　円以上　　　／　手当（　通勤・時間外・休日・住宅手当等　）

募集人数 ２人 対象
【①・②】
①新卒　②既卒３年



男 94% 女 6%

（男） 9 （女） 0 （男） 2 （女） 1 （男） 6 （女） 0

電話番号 029-283-3155 担当者名 総務部
ソウムブ

　総務課
ソウムカ

　草野
クサノ

　祐貴
ユウキ

午前の部⑦　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャナット

ＮＡＴ

所在地 茨城県那珂郡東海村村松字平原3129-45

業種 その他のサービス業

事業内容
（150字以内）

● 大型核融合・加速器・大型レーザー等の装置に係る施設運転保守および学術研究・技術支援 役務等
● 電気・機械設備、装置の設計・製作・施工・制御、各種ソフトウエアの開発、その他

企業ＰＲ
（150字以内）

株式会社ＮＡＴは、核融合技術、加速器技術、レーザー技術等の分野において研究支援サービスを通じ、日本の先端科
学技術の発展を支えています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

“研究者と共に技術の発展を実現させる”  それがNATのミッション。
当社は、「核融合技術」「加速器技術」「レーザー技術」等の先端科学技術分野において、学術研究支援サービスを通し
て、科学技術発展に携わる実験支援者のプロフェッショナル人材を求めます。

定着状況

従業員数 343 男女比（％）

平均勤続年数 10.5 従業員の平均年齢 47.9

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 技術職

就業場所
将来的に東北大学青葉山キャンパスに立地する次世代放射光施設での業務に従事していただきますが、事前の社内研修
プログラムの一貫として、J-PARC（茨城県東海村）やQST六ヶ所（青森県上北郡六ヶ所村）など県内複数の大型加速器研究施設で
業務従事していただきます。

備考欄

●特別に支払われる手当について（該当する場合）
　・住宅手当：0円～40,000円　・家族手当：0円～25,000円　・交替勤務手当：2,500/回
●資格取得制度（公的資格の資格費用を会社が負担します）
●資格取得褒賞金制度（難関資格取得者には褒賞金を支給します）

給与・手当 新卒初任給　　　月給￥190,000～　　一般　￥170,000～

募集人数 ５， ６ 人 対象
【　①②　　　】
①新卒　②既卒３年



男 35% 女 65%

（男） 2 （女） 14 （男） 9 （女） 10 （男） 8 （女） 11

電話番号 0220-22-7117 担当者名 桜田
サクラダ

　優子
ユウコ

午前の部⑧　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式
カブシキ

会社
カイシャ

ウジエスーパー

所在地 〒987-0511　宮城県登米市迫町佐沼字中江１－７－１

業種 小売業

事業内容
（150字以内）

ウジエスーパーは宮城県内に32店舗を展開する、地域密着型スーパーマーケットです。
これだけの歴史を積み重ねられたのはウジエスーパーで働く仲間達のおかげです。
「食を通して社会貢献したい」「第二新卒・初めての就職だけど頑張りたい！」「地元企業で働いていきたい」そんな想いを
持っている方を歓迎いたします。

企業ＰＲ
（150字以内）

新事業『Uカフェ』は、果物が映えるスムージーを楽しめるカフェ。
キッカケはコロナ禍によって果物の売上が低迷し、果物が廃棄されてしまっていたことでした。試行錯誤し、行きついたの
が果物を使った商品開発でした。インパクト大のビジュアルも相まって、Uカフェはメディアにも引っ張りだこの人気店に成
長しています！

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

「食べる事が好き！」「宮城の為に働きたい！」「同世代の仲間と明るく楽しく働きたい！」
そんな気持ちで充分だと思っています。あまり堅くなりすぎても、力が発揮できませんからね。
一緒に新しいウジエスーパーの未来（新事業）を創りあげていきませんか。みんなワクワクしながらあなたをお待ちしてい
ます。

定着状況

従業員数 2050 男女比（％）

平均勤続年数 15年 従業員の平均年齢 41

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 総合職（販売・店舗運営・商品開発・店舗開発・管理部等）

就業場所 〒987-0511　宮城県登米市迫町佐沼字中江１－７－１

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　　182,000円以上　　　／　手当（通勤、時間外など）

募集人数 10人 対象
【①②】
①新卒　②既卒３年



男 26% 女 74%

（男） 1人 （女） 14人 （男） 6人 （女） 10人 （男） 1人 （女） 13人

電話番号 022-391-6658 担当者名 加藤
カトウ

　麻美
アサミ

午前の部⑨　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人
シャカイフクシホウジン

幸生会
コウセイカイ

所在地 仙台市青葉区栗生1丁目25‐1

業種 福祉・教育

事業内容
（150字以内）

特別養護老人ホーム、通所介護、ケアハウス、居宅支援事業所、地域包括支援センター、障害福祉サービス事業所、障
害者共同生活援助事業所（グループホーム）、認定こども園、認可保育所、事業所内保育施設

※新規事業展開予定！興味のある方は是非！

企業ＰＲ
（150字以内）

仙台市内で高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉の3つの分野を展開している社会福祉法人です。3つの分野を展開して
いるからこそできる地域福祉の拠点としての役割はもちろん、働くわたしたちも幅広い知識や技術を得ることができます。
厚みのある福祉人としてのキャリアの構築が望めます。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

人が好きで決めた職員が多いです。
困っている人がどんなことに困っていて、どうしたいのか一緒に寄り添いながら考え行動できる人。
また一人では完結しない仕事なので、チームとして考え行動ができる人。
気持ちの切り替えができる人。　　　　　　　　　　・・・でもいろんな人がいていいんです。人が相手のお仕事ですから

定着状況

従業員数 530人 男女比（％）

平均勤続年数 6.5年 従業員の平均年齢 35歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 ケアワーカー、生活支援員、保育士（保育教諭）、看護師、生活相談員

就業場所 仙台市内

備考欄

●年次有給休暇（4月採用）：10日付与　●各種休暇制度　　●仙台市保育士宿舎借り上げ支援事業
〇賞与：6月、12月（前年実績3.0ヶ月）　〇特定加算（高齢・障害）：9,564円～（資格経験年数により）
〇処遇改善加算（3月支給）：175,800円～（職種、経験年数により）　〇企業型選択制確定拠出年金制度　　〇退職共済
※「働きやすさ　地域ナンバーワン！」を目指してます。他にも福利厚生や助成がありますので、聞きにきてください！

給与・手当 初任給　　　月給　159,600円以上　　　／　手当（通勤、住宅、夜勤、処遇改善、扶養、時間外）

募集人数 5人 対象
【①　②】
①新卒　②既卒３年



男 15% 女 85%

（男） 0 （女） 0 （男） 0 （女） 0 （男） 0 （女） 0

電話番号 022-279-2941 担当者名 木島弘詞

午前の部⑩　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人　こーぷ福祉会

所在地 仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目20番1号

業種 福祉（介護・保育）

事業内容
（150字以内）

みやぎ生協が母体の社会福祉法人です。
当法人では、住み慣れたこの街で自分らしく安心できるくらしを実現するため、「生協10の基本ケア」として利用者の自立
支援を軸とし、各サービスを利用することで、在宅生活を維持できるようサポートする取り組みを行っております。年2回事
例発表会を開催し、自分たちの行ってきたサービスを振り返り、次のケアに活かす取り組みをしております。

企業ＰＲ
（150字以内）

福利厚生も充実しており、2020年度の年次有給休暇取得率は85%でした。連続休暇制度もあり、10日連続休暇、5日連連
続休暇と年度単位で取得できます。月の残業時間は、平均は5時間程度です。仕事と生活の調和が取れた職場です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

～ひとりの夢中が、明日を変える。～
夢中になれる仕事を探して就職活動をしているあなた、私たちと一緒に更なる成長を目指していきましょう。

定着状況

従業員数 １６７名（法人全体） 男女比（％）

平均勤続年数 9年 従業員の平均年齢 ５1歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種
介護職員（こ～ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーション、ヘルパーステーション)
必要資格：介護福祉士

就業場所 〒９８１－０９６１　 仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目20番1号

備考欄

その他の職種（看護師、ケアマネジャー、介護職、訪問介護員、厨房職員）も募集し
ております。詳しくはホームページをチェックしてください。
 
 

給与・手当
初任給　　　月給　221,180　円以上　　／　手当（処遇改善、特定処遇改善、新処遇改善、資格手当、固定残業
代、役職手当、通勤手当、残業手当、日曜勤務手当、夜勤手当等　）

募集人数 ２人 対象
【　①　・ ②　】
①新卒　②既卒３年



男 30% 女 70%

（男） 0 （女） 10 （男） 1 （女） 2 （男） 1 （女） 2

電話番号 022-281-9459 担当者名 早坂
ハヤサカ

 善
ヨシ

紀
キ

午前の部⑪　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人
シャカイフクシホウジン

あおば厚生福祉会
コウセイフクシカイ

所在地 宮城県仙台市太白区茂庭台2-15-25

業種 福祉・教育

事業内容
（150字以内）

特別養護老人ホームの経営、認可保育園の経営

企業ＰＲ
（150字以内）

当法人は『まずはあなたの笑顔から』をキーワードに掲げております。 高齢者や子どもたち、ご家族に笑顔になってもらう
為には、まずはそこで働く職員の笑顔が必要だと考えます。 職員が笑顔で安心して就業できるように、雇用条件、福利厚
生、職場環境改善に力を入れ、自然と職員の笑顔が生まれる職場を目指しております。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

介護職員：無資格、未経験OK。利用者様以外に、共に働く職員にも優しく接することができる方大歓迎です！
保育士：新卒であれば資格取得見込みの方、既卒の方は有資格者対象、明るく元気いっぱい子どもたちと遊ぶことができ
る方大歓迎！

定着状況

従業員数 160 男女比（％）

平均勤続年数 2.5年 従業員の平均年齢 36歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職員、保育士

就業場所 太白区、宮城野区

備考欄 介護職員と保育士で初任給が違いますので、詳しくは採用担当者までお問い合わせください。

給与・手当 初任給　　　月給　　　　　円以上　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 10人 対象
【　①、②　】
①新卒　②既卒３年



男 90% 女 10%

（男） 1 （女） （男） 3 （女） （男） 3 （女）

電話番号 ０２２－３９７－７９８８ 担当者名 加藤
カトウ

　宏
ヒロシ

啓
ケイ

午前の部⑫　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 アンデックス株式会社
カブシキカイシャ

所在地  仙台市青葉区大町１丁目３－２　仙台ＭＤビル５階

業種 情報処理

事業内容
（150字以内）

システム開発、WEB開発、スマートフォンアプリ開発

企業ＰＲ
（150字以内）

高度IT技術を駆使し地域への貢献、顧客への貢献、社員および家族への貢献を理念し企業活動を行っております。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

柔軟にものを考え、自主的に取り組める人材を求めます。

定着状況

従業員数 52 男女比（％）

平均勤続年数 10年 従業員の平均年齢 35

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 システムエンジニア、WEBエンジニア、アプリケーションエンジニア

就業場所 〒９８０－０８０４　仙台市青葉区大町１丁目３－２　仙台ＭＤビル５階

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給195,662円以上　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 １人 対象
【①】
①新卒　②既卒３年



男 89% 女 11%

（男） 9 （女） 0 （男） 5 （女） 0 （男） 5 （女） 1

電話番号 仙台支社：022-393-7443 担当者名 大童
オオワラ

理恵
リエ

午前の部⑬　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

インフィニットループ

所在地
【札幌本社】　〒060-0031　北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1　サッポロファクトリー1条館3F

【仙台支社】　〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1-11　定禅寺通スクエアビル2F

業種 情報通信業

事業内容
（150字以内）

今話題のxR技術を使ったアプリケーション開発、超負荷に耐えるサーバーサイド技術を使ったスマホゲーム開発等を主に
行っています。

企業ＰＲ
（150字以内）

ゲーム開発で培った技術力と実績があり、常に新しい分野への挑戦を続ける自由度の高い職場で自分の持つ強みを活
かしながら働くことができます。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

趣味でプログラミングを楽しんでいる方、スキルの向上を目指しつつエンジニアとしての腕を地元で振るいたい方、xR分野
に興味がある方、ゲームが好きな方

定着状況

従業員数 162 男女比（％）

平均勤続年数 5年2ヶ月 従業員の平均年齢 33歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種
サーバーサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア、xRエンジニア_VR/AR開発、インフラエンジニア_クラウド
担当

就業場所 〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1-11　定禅寺通スクエアビル2F

備考欄

給与・手当
＜初任給＞
専門卒・高専卒　205,120円/月、■大学卒・高専専攻卒　215,360円/月、■大学院了　220,480円～/月

募集人数 6～10名（札幌と仙台含む） 対象
【①】
①新卒　②既卒３年



男 30% 女 70%

（男） 0 （女） 1 （男） 0 （女） 2 （男） 0 （女） 0

電話番号 022-233-3755 担当者名 安
アン

澤
ザワ

　佐知子
サチコ

午前の部⑭　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 特定非営利活動法人
トクテイヒエイリカツドウホウジン

ぴあいんく

所在地 宮城県仙台市青葉区小松島新堤5-31

業種 福祉

事業内容
（150字以内）

知的障害のある人を支援する障害福祉サービス事業を行っています。小規模の通所施設 (生活介護) 、グループホーム、
ヘルパーステーションを運営しています。一人一人の利用者様に合う支援を大切にしています。

企業ＰＲ
（150字以内）

職員も利用者さんも２０代～３０代が中心となり、皆で楽しみながら活動をしています。無資格の方には介護職員初任者研
修の受講費を法人が負担し、資格を取っていただきます。研修で学びながら仕事ができますので、未経験者の方でも安心
して働けます。その後は、介護福祉士の取得まで法人がサポートします。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

通所施設の音楽活動では職員が楽器の演奏を行い、利用者さんがリズムをとったり、歌ったりします。創作活動では色鉛
筆や絵具を用いて絵画の制作や粘土の小物作りをします。近隣の公園への散歩や遠出のドライブに出る活動もありま
す。利用者さんと一緒に楽しんで活動してくれる人を募集しています。

定着状況

従業員数 9　名 男女比（％）

平均勤続年数 2  年 従業員の平均年齢 40

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 支援職員

就業場所 〒981-0906 宮城県仙台市青葉区小松島新堤5-31

備考欄

◆知的障害のある利用者さんは生活全般において様々な支援を必要としています。日々の楽しみ・やりがい等につながる活
動に加え、食事・排せつ・入浴の介助も必要です。また、生活を支える仕事のため、料理・洗濯・掃除等の家事援助も必要で
す。職員の適性も考慮し、それぞれの役割分担で利用者さんの生活を丸ごと支える仕事を行っています。
◆送迎業務は普通車（ミニバン）と軽自動車で行います。軽自動車のみでの送迎業務も可能です。

給与・手当
初任給　　　月給　180,000 円以上 (職務手当、皆勤手当含) ／手当（資格手当：10.000/社会福祉士・介護福祉
士、通勤手当：上限10.000円、運転手当：5,000円、時間外手当、役職手当）

募集人数 2  人 対象
【　①、②　】
①新卒　②既卒３年



男 86% 女 14%

（男） 2 （女） 2 （男） 6 （女） 2 （男） 3 （女） 1

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　181,000円以上～　　　／　手当（他諸手当、通勤手当）

募集人数 7人 対象
【　　①、②　　】
①新卒　②既卒３年

採用者数

募集状況

募集職種 総合職(現業職、営業職、事務職)

就業場所
〒983-0035
協業組合 仙台清掃公社 本社組合センター
(仙台市宮城野区日の出町一丁目7番15号) 他、仙台市内の事業所

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

自ら行動できる人、自分の成長に挑戦できる人、自分の変化を楽しめる人。
自らの人生を、仕事も、趣味も楽しもうという前向きな人と一緒に成長していきたいと考えています。

定着状況

従業員数 287 男女比（％）

平均勤続年数 11.1年 従業員の平均年齢 45

採用実績

業種 廃棄物処理業

事業内容
（150字以内）

持続可能な社会の実現に向け、
今後も、だれよりもきれいについて考える
仙台清掃公社として、更なる飛躍を遂げて参ります。

企業ＰＲ
（150字以内）

私たちは約50年間宮城県でエッセンシャルワーカーとして地域貢献を行っています。
スローガン「だれよりもきれいについて考える」をもとに日々業務に取り組んでいます。
宮城県で働きたい方をはじめ、自ら行動し挑戦を恐れない方、変化を楽しめる方をお待ちしています！
私たちと一緒に本気で仕事も人生も楽しんでみませんか？

電話番号 022-284-6661 担当者名 船田
フナダ

 潤
ジュン

午前の部⑮　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 協業
キョウギョウ

組合
クミアイ

 仙台
センダイ

清掃
セイソウ

公社
コウシャ

所在地 仙台市宮城野区日の出町一丁目7番15号



男 30% 女 70%

（男） 0 （女） 3 （男） 0 （女） 1 （男） 0 （女） 1

電話番号 022-788-3662 担当者名 菊地
キクチ

あや

午前の部⑯　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

ウェルライフKAWADA

所在地 〒983-0043　　宮城県仙台市萩野町3丁目20番3号

業種 介護

事業内容
（150字以内）

介護保険法による居宅介護支援・訪問介護事業、高齢者住宅の企画運営事業、コンサルティング事業、食事サービス、
病院内衛生消耗品サービス事業

企業ＰＲ
（150字以内）

ウェルライフKAWADAでは介護事業所あおいケアを運営しており、宮城県7事業所(仙台市5事業所、名取市1事業所、多
賀城市1事業所）、北海道札幌市に2事業所があります。　介護の資格をお持ちでない方も入職後、資格取得支援制度を
利用して介護職員初任者研修の受講ができます。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

年齢的には新卒者から見ると離れた従業員が多いです。そんな様々な年齢や環境、雇用形態の他の従業員と、自分と違
うことに臆せずコミュニケーションをとったり前向きにとらえて仕事に生かせる方。　自分から挨拶をしたり、笑顔で入居者
様とお話をしたり、普通のことがすんなりとできるような人物を求めています。

定着状況

従業員数 140名（パート、アルバイトを含む） 男女比（％）

平均勤続年数 11年 従業員の平均年齢 38歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職員

就業場所 〒983-0044 仙台市宮城野区萩野町3丁目20-3　あおいケア　※他　仙台市5事業所、名取市1事業所、多賀城市1事業所あり

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　　180000　　　円　　　／　手当（　　通勤、住宅、家族など　　　　　　　　　）

募集人数 2人 対象
【　　①、②　　】
①新卒　②既卒３年



男 32% 女 68%

（男） 0 （女） 5 （男） 1 （女） 6 （男） 0 （女） 6

電話番号 022-289-8555 担当者名 村松
ムラマツ

　直美
ナオミ

午前の部⑰　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会
シャカイ

福祉
フクシ

法人
ホウジン

ライフの学校
ガッコウ

所在地 仙台市若林区上飯田字天神1-1

業種 高齢者福祉、障害者福祉等

事業内容
（150字以内）

【萩の風キャンパス】特別養護老人ホーム萩の風、萩の風デイサービスセンター、萩の風サテライト、萩の風相談支援セン
ター【上飯田キャンパス】萩の風居宅介護支援センター、萩の風ヘルパーステーション【沖野キャンパス】萩の風就労支援
センター【幸町キャンパス】nuku杜たかまつ（グループホーム）

企業ＰＲ
（150字以内）

日々、人生の先輩である高齢者や障がいのある方との対話から「いのち」や「生きる」を学べます。週末には子どもをはじ
め地域の人たちが参加する「暮らし」を学べるプログラムがあります。『支えあって、学びあってすべてのひとの人生を豊か
に』を法人ミッションとし、ひととひとがやさしく支えあえる社会を目指しています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

仕事を笑顔で受け入れられる方、裏表がない方、素直に謝れる方、快活な態度で空気を明るくできる方、新しいことにチャ
レンジする気持ちがある方

定着状況

従業員数 131名 男女比（％）

平均勤続年数 3.8年 従業員の平均年齢 37.8歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 ケアスタッフ、機能訓練指導員、管理栄養士、看護職員、職業訓練員（農業従事者）

就業場所 〒984-0838　仙台市若林区上飯田字天神1-1　

備考欄
【霞目キャンパス】就労継続B型/職員宿舎（シェアハウス）※令和4年度中開所予定　【六郷キャンパス】複合型施設（地域密着
型特別養護老人ホーム/看護小規模多機能型居宅介護/事業所内保育・多機能型施設）※令和5年度中開所予定

給与・手当
初任給　ケアスタッフ　月給 大卒188000円/短大専門卒182600円/高卒177300円（ライフプラン30000円、処遇
改善各種28000円、通信2000円含）／　その他（介護福祉士10000円、社会福祉士15000円、夜勤手当5500〜
8000円、賞与3ヶ月分、昇給 前年度実績5000円）

募集人数
ケアスタッフ20人、機能訓練指導員1人、管
理栄養士1人、看護職員1人、職業訓練員2
人

対象
【　①・②　】
①新卒　②既卒３年



男 58% 女 42%

（男） 2 （女） 2 （男） 2 （女） 0 （男） 2人 （女） 1人

午前の部⑱　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 仙台
センダイ

冷蔵
レイゾウ

倉庫
ソウコ

株式会社
カブシキガイシャ

所在地

983-0013

宮城県仙台市宮城野区中野5丁目7-29（第3センター）

電話番号 022-387-1226 担当者名 金森
カナモリ

康
コウ

治
ジ

業種 倉庫業

事業内容
（150字以内）

食品の温度管理（冷凍・冷蔵・常温）と賞味期限などの日付管理を行いながら、宮城県を中心に東北
地区のコンビニエンスストアやスーパーマーケット様への（2,500店舗以上）供給や大手水産会社様で
の個人通販の出荷センターなど多岐に渡ってセンター運営をしています。

企業ＰＲ
（150字以内）

弊社は食品の温度管理（冷凍・冷蔵・常温）と賞味期限などの日付管理を行いながら、「安全かつ安
心に生活できる今」を提供し続ける創造企業です。 仙台を中心に「食を繋ぐ物流会社」を行っている
企業になります。地元に根付きながら東北へ「食」を届けています。

求める人物像
（150字以内）

弊社は、「安全かつ安心に生活できる今」を提供し続ける創造企業となります、という経営理念を掲げ
ております。その達成の為あらゆる困難に真摯に取り組む、自己向上するなどの行動指針を掲げて
おります。未経験からでも向上心のある方を求めております。

採用者数

定着状況

従業員数 67名 男女比（％）

平均勤続年数 7.5年 従業員の平均年齢 40歳

採用実績

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

募集状況

募集職種 倉庫内で商品の入出庫作業、商品管理など

就業場所
〒983-0013　　　　　　　　　

宮城県仙台市宮城野区中野5丁目7-29（第3センター、他近隣の第1、第2センター、多賀城市のセンターの内いずれか）

備考欄 ご応募前に是非会社見学にお越しください。

給与・手当
初任給　日給月給180,000円（大卒）　日給月給177,500円（短大専門）
手当（　住宅補助手当・通勤費（就業規則に基づく）

募集人数 ３人 対象
【　　　①、②　】
①新卒　②既卒３年



男 90% 女 10%

（男） 10 （女） （男） 6 （女） （男） 9 （女）

午前の部⑲　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

亀山
カメヤマ

鉄工所
テッコウショ

所在地

〒989-3124

宮城県仙台市青葉区上愛子字下十三枚田34-3

電話番号 022-392-1445 担当者名 宮城
ミヤギ

業種 製造業

事業内容
（150字以内）

建築製缶品・圧力容器・熱交換器の設計製作販売
建築関連設備工事（煙突・煙道）　圧力容器メンテナンス業務
産業プラント関連省力化工事
輻射式床冷暖房空調システム設計・施工、道路融雪工事

企業ＰＲ
（150字以内）

当社は長年、地元に密着した企業として、各種金属製缶品や圧力容器の設計から製作、施工まで一貫して行う製造メー
カーであり、これからも東北地域の皆様の産業を支えることを誇りとして成長してまいりたいと願っています。ものづくりが
好きな方、若い人材をこれからも応援し、育ててまいります。

求める人物像
（150字以内）

地元で機械のメンテナンスや、プラント設計のエンジニアリングを目指す、ものづくりが好きな若い人材を応援し、育ててま
いります。

定着状況

従業員数 88 男女比（％）

平均勤続年数 13年 従業員の平均年齢 41.6

給与・手当 初任給　　　月給　　　185,000　　円以上　　　／　手当（通勤・時間外・住宅・家族など）

採用実績

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

採用者数

募集状況

募集職種 ①メンテナンス技術者　②施工管理業務　③法人営業　④空調システム設計

就業場所 本社所在地に同じ

募集人数 4人 対象
【①②】
①新卒　②既卒３年

備考欄
Zoomにて随時会社説明会や工場見学等行っております。
事業拡大と若手技術者育成のため、増員致します。
メンテナンスや施工管理など技術系の仕事のスキルアップを目指している皆様のご応募をお待ちしております。



男 88% 女 12%

（男） 19 （女） 0 （男） 21 （女） 3 （男） 19 （女） 0

電話番号 ０２２－２２７－２７８３ 担当者名 板谷
イタヤ

　淳二
ジュンジ

午前の部⑳　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 昭和
ショウワ

コンクリート工業
コウギョウ

株式会社
カブシキガイシャ

東北
トウホク

支店
シテン

所在地 仙台市青葉区二日町2番15号（二日町鹿島ビル８Ｆ）

業種 建設業および製造業

事業内容
（150字以内）

・PC橋梁・防災構造物の設計・製造・施工
・コンクリート二次製品の設計・開発・製造・施工
・コンクリート構造物の補修・補強・メンテナンス維持管理

企業ＰＲ
（150字以内）

創業６７年！コンクリート総合メーカー。
プレストレストコンクリート橋梁（ＰＣ）・コンクリート二次製品（ＰＣａ）の「開発・設計・製造・施工・補修」ができる日本屈指の
企業です。
公共事業を中心とした事業展開を行っており、安定した企業運営をしています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

「明・元・素」　明るく、元気で、素直な人で主体性がある人物を求めています。

定着状況

従業員数 ７５７人 男女比（％）

平均勤続年数 １１．５年 従業員の平均年齢 ４６．１歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 施工管理・営業・設計・生産管理・品質管理

就業場所 〒980-0802　仙台市青葉区二日町2番15号　or　東北地区の希望する勤務地

備考欄 業績好調のためスタッフ増員します。様々な職種があります。お気軽にブースにお立ち寄りください。

給与・手当 初任給　　　月給　214,000　円以上　　　／　手当（通勤、時間外、家族等）

募集人数 ３人 対象
【①・②】
①新卒　②既卒３年



男 52% 女 48%

（男） 1人 （女） 0人 （男） 0人 （女） 1人 （男） 0人 （女） 1人

電話番号 022-391-1711 担当者名 米倉
ヨネクラ

　尚美
ナオミ

午前の部㉑　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人
シャカイフクシホウジン

　みずきの郷
サト

所在地 〒989-3124　宮城県仙台市青葉区上愛子字道上５９－４

業種 医療・福祉

事業内容
（150字以内）

自閉症の方々の生活支援と日中の作業支援を行っている自閉症の専門施設です。入所施設「ひかり苑」、通所施設「の
ぞみ苑」「南材ホーム」、相談センター「なないろ」の計４施設を運営しています。

企業ＰＲ
（150字以内）

障害の重い方々であっても、持っている力を最大限発揮して生き生きと生活できるよう支援します。職員への指導及びサ
ポート体制としては、スーパーバイズ制をとり、ひとりで悩まずに相談できる体制となっています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

自閉症の方々は、自分の気持ちをうまく伝えられないので、ご本人の気持ちをくみ取って代弁したり、彼らが生活しやすく
なる工夫や、わかりやすい伝え方を考えられる職員を望んでいます。資格の有無は問いません。人と接するのが好きな
人、絶賛募集中です！

定着状況

従業員数 65　人 男女比（％）

平均勤続年数 10年 従業員の平均年齢 43歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種
①支援員職
②相談員職

就業場所
〒989-3124　宮城県仙台市青葉区上愛子字道上５９－４

〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央２丁目２４－１ 仙台市北部発達相談支援センター内

備考欄
今回、自閉症相談センターなないろの相談員を募集します。相談業務に興味のある方、どうぞお越しください。
未経験者歓迎いたします。
施設見学ご希望の場合も承りますので、お気軽にお申し付けください！

給与・手当 初任給　　①月給　198,427円以上　／　手当（通勤、時間外、住宅、扶養など）　　②月給　171,000円以上

募集人数 4人 対象
【　①・②　】
①新卒　②既卒３年



男 58% 女 42%

（男） 2 （女） 4 （男） 5 （女） 5 （男） 1 （女） 1

電話番号 022-398-9854（内線3） 担当者名 高崎
タカサキ

　弥生
ヤヨイ

午前の部㉒　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 特定非営利活動法人
トクテイヒエイリカツドウホウジン

ワンファミリー仙台
センダイ

所在地 仙台市青葉区二日町4-26リバティーハイツ二日町102

業種 医療・福祉・教育

事業内容
（150字以内）

生活に困っている人たちに対しての、住まいの提供。福祉のサービスが必要な人が、サービスを利用できるように連絡・
調整。一人暮らしが難しくなってきた高齢者等に対する見守り支援など。

企業ＰＲ
（150字以内）

福祉の仕事をしたい人にとっては、高齢者、障害者、児童、困窮者とすべての困った人への支援ができる数少ない総合的
な福祉事業所です。厚生労働省や国土交通省、法務省と直接やりとりをするような事業もあります。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

特別な資格や経験は不要です。まず、明るく元気で、失敗にもめげない人を求めます。型にはまらない仕事ばかりなので
「ちょっと自分は型にはまらない変わり者かも」と思う方も奮ってご応募ください。

定着状況

従業員数 24 男女比（％）

平均勤続年数 3.9年 従業員の平均年齢 48.5歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 生活支援・相談支援員

就業場所
〒980-0802
仙台市青葉区二日町4-26リバティーハイツ二日町102

備考欄

給与・手当
初任給　　　月給　17万円以上　　　／
手当（　　通勤手当上限なし、家族手当、残業手当、宿直手当7,000円/回など　　　　）

募集人数 3人 対象
【　　①・②　　】
①新卒　②既卒３年



男 22.6% 女 77.4%

（男） 3 （女） 7 （男） 1 （女） 16 （男） 2 （女） 9

電話番号 022-388-9968 担当者名 佐々木
ササキ

　隆行
タカユキ

午後の部①　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会
シャカイ

福祉
フクシ

法人
ホウジン

　宮城
ミヤギ

厚生
コウセイ

福祉
フクシ

会
カイ

所在地 仙台市宮城野区田子字富里153

業種 医療・福祉・教育

事業内容
（150字以内）

高齢者福祉事業（特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ等）
児童福祉事業（認可保育所、認可外保育所）
障がい福祉事業（児童発達支援センター、放課後売等デイサービス、就労支援事業）

企業ＰＲ
（150字以内）

私たちが大事にしていること

【介護】一人一人の生活に寄り添った個別ケア

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

私たちの理念や大事にしていることに共感してくれる方からの応募をお待ちしています。

熱意や想い、協調性、相手を想って行動できるかなど、あなた自身と対話したうえで人柄重視の選考を行っています。

定着状況

従業員数 460名（パート・アルバイトを含む） 男女比（％）

平均勤続年数 7年 従業員の平均年齢 42歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職、事務総合職

就業場所
〒983-0021
仙台市宮城野区田子字富里153

備考欄
賞与　年2回支給あり
法人採用サイトもご確認ください。（右のQRコード参照）

給与・手当 初任給　　　月給　171,000円以上　　　／　手当（　職種、処遇改善、住宅、通勤、時間外など　）

募集人数 3人 対象
【　①・②　】
①新卒　②既卒３年



男 25% 女 75%

（男） （女） 1 （男） （女） 1 （男） （女） 1

電話番号 022-268-5441 担当者名 亀井弘
カメイヒロシ

午後の部②　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 医療法人五葉萌芽会
イリョウホウジンゴヨウホウガカイ

　萌芽
ホウガ

の森クリニック・歯科

所在地 仙台市青葉区八幡３丁目１３－５

業種 医療（歯科）

事業内容
（150字以内）

歯科クリニックとして、治療、矯正や予防も積極的に行っており、歯科医師とともに歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手
のそれぞれの専門性を発揮し、さらにチームでの医療を推進している。

企業ＰＲ
（150字以内）

仙台市青葉区八幡で開業し３０年余り、地域住民の歯科医療を提供、当院では特に予防歯科にも力を入れています。
そのための歯磨き指導などの教育にも共感いただき、定期的な通院につながっています。
なお、職員は歯科医師をはじめ、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手とそれぞれの専門性とともにチーム医療に取り組
んでいます。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

専門職としての資格取得者であるとともに、チーム医療に適した気配り、目配り、心配りができる方を望んでいます。

定着状況

従業員数 16 男女比（％）

平均勤続年数 ５年以上 従業員の平均年齢 ３０才程度

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手

就業場所 〒980-0871　仙台市青葉区八幡３丁目１３－５

備考欄

給与・手当
歯科技工士　月給260,000円～、　歯科技工士　月給180,000円～、　歯科助手175,000円～　　　他各種手当あ
り

募集人数 各職種１名以上 対象
【①②】
①新卒　②既卒３年



男 45% 女 55%

（男） 3 （女） 4 （男） 3 （女） 4 （男） 0 （女） 2

電話番号 022-397-1515 担当者名 管理
カンリ

部
ブ

　伊藤
イトウ

・山尾
ヤマオ

午後の部③　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 有限会社
ユウゲンガイシャ

　奥州秋保温泉蘭亭
オウシュウアキウオンセンランテイ

所在地 〒982-0241　仙台市太白区秋保町湯元字木戸保7-1

業種 宿泊業

事業内容
（150字以内）

弊社は宿泊業として、旅館・グランピング事業の２本柱を運営しております。
その他、プールや旅館のBBQプラン、宅配弁当、アウトドアサウナなど今の流行に合わせて毎年新たな事業を展開し、
「人にやさしいハートフルな宿」を経営理念に掲げ、老若男女問わず多くのお客様に楽しんで頂ける施設を目指していま
す。

企業ＰＲ
（150字以内）

旅館では、「ウェルカムベビーの宿」として小さなお子様連れでも安心して宿泊でき、宮城県内唯一の「畳風呂」を提供して
います。グランピングでは、仙台市唯一のドーム型グランピングを展開し、ワンちゃんとも宿泊できる新たなサービスを行っ
ています。また若い社員を中心にYouTubeを始めとした「SNSマーケティング」を行い、若いお客様にも楽しんで頂ける施設
です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

【素直・前向き・一生懸命さを持った方】
・自ら目標設定ができ、学び、解決できる人
・失敗してもやりきることのできる人
・困難があっても周りに助けを求めることのできる人

定着状況

従業員数 80人 男女比（％）

平均勤続年数 8年 従業員の平均年齢 32歳（社員）

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 総合職（接客含む）、専門職（和食、パティシエ）

就業場所 〒982-0241　仙台市太白区秋保町湯元字木戸保7-1

備考欄
毎年新規事業を展開しており、社員を増員します。
宿泊業、サービス業、地域創生など興味のある方を募集します。

給与・手当 初任給　　　月給　　18万2千円以上　　　／　手当（　通勤、時間外、社員寮あり　）

募集人数 7人 対象
【　①、②　】
①新卒　②既卒３年



男 29% 女 4%

（男） 2 （女） 0 （男） 0 （女） 1 （男） 2 （女） 0

電話番号 022-302-3305 担当者名 代表取締役社長
ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ

　早川
ハヤカワ

英雄
ヒデオ

午後の部④　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社ＴＯＨＯ
カブシキカイシャトウホウ

所在地 宮城県仙台市太白区柳生2-28-4

業種 電気工事業、電気通信工事業

事業内容
（150字以内）

①電気設備・電気通信設備・空調設備の設計施工
②官公庁案件の設計施工
③住まいのおたすけ隊（一般家庭向け家電販売設置）

企業ＰＲ
（150字以内）

株式会社ＴＯＨＯは、半世紀にわたり、毎日の暮らしに欠かせない、通信環境の整備や公共インフラ及び大小設備の更新
に係わってまいりました。携帯電話基地局の設計施工。コンサートホールやスポーツ施設、工場、オフィス等の施設の更
新が主な業務です。
他にも、公共施設の設計施工にも積極的に挑戦しています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

専門知識や経験は問いません。以下の中で、一つでも当てはまる方を求めております。
１．明るく社交的な方　　２．コツコツ頑張る方　　３．責任感がある方　　４．探究心旺盛で挑戦する方

定着状況

従業員数 33 男女比（％）

平均勤続年数 5年 従業員の平均年齢 47.6歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種
①電気設備・電気通信設備・空調設備　施工者　　②官公庁案件の施工管理者
③営業（設計・積算・折衝業務）　　④住まいのおたすけ隊（一般家庭向け家電販売設置）

就業場所
〒981-1106
仙台市太白区柳生2-28-4

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　　170,000　　　円以上　　　／　手当（　住宅手当8000円～※対象者　　　）

募集人数 ２人 対象
【　　①・②　　】
①新卒　②既卒３年



男 90% 女 10%

（男） ０人 （女） ０人 （男） １人 （女） ０人 （男） １人 （女） ０人

電話番号 ０２２－２２１－４５７６ 担当者名 本田
ホンダ

　克俊
カツトシ

午後の部⑤　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 日建工業株式会社
ニッケンコウギョウカブシキガイシャ

所在地 仙台市青葉区二日町１６－９

業種 建設・インフラ

事業内容
（150字以内）

当社は創立以来「仕事を通して国家社会に奉仕する」ことを社是として地域の道づくりとアスファルト合材製造販売に励ん
で参りました。これまで東北縦貫自動車道をはじめ、国道、県道、市町村道等の舗装工事、河川、橋梁、堤防、上下水道、
コンクリート耐震補強等を施工し、技術力の高い企業として評価をいただいております。

企業ＰＲ
（150字以内）

受賞歴多数（全建賞、国土交通省優秀企業認定、宮城県や仙台市の優良工事施工会社表彰、みちのく i -Construction
奨励賞など）　　ISO9001認証取得、みちのくEMS認証取得、SDGｓ（17項目忠14項目）取組み宣言、政府の働き方改革導
入（完全週休二日制、施工に i - Constructionを採用し生産性向上）、福利厚生施 設（社員割引きで秋保リゾートホテルク
レセント、秋保森林スポーツ公園が利用できます）

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

性格が明るく素直で他人と仲良くなれる協調性のある人物を求めています。入社後は未知との遭遇の連続であり、不安を
感ずることもあると思います。困難に直面した場合は必ず会社が助けますので、少々のことではくじけない強い意志を持
ち、仕事に対しては失敗を恐れずに積極的に取り組んでください。

定着状況

従業員数 ６８人 男女比（％）

平均勤続年数 １７年 従業員の平均年齢 ４２．７歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 施工管理技術者

就業場所
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町6-2-18　 　仙台工事事務所
〒987-0511　登米市迫町佐沼字中江5-9-6　　県北営業所

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　２３２，６００　円以上　　　／　手当（職務手当他）

募集人数 ２人 対象
【①　②】
①新卒　②既卒３年



男 5% 女 95%

（男） 0 （女） 0 （男） 3 （女） 0 （男） 2 （女） 0

電話番号 022-372-7656 担当者名 熊谷
クマガイ

　広
ヒロシ

午後の部⑥　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社東開基礎
カブシキガイシャトウカイキソ

コンサルタント

所在地 仙台市泉区市名坂字御釜田145-2

業種 地質調査業

事業内容
（150字以内）

①ボーリングを中心にした地質調査業
②さく井工事業

企業ＰＲ
（150字以内）

建設コンサルタント、建設業者から受注して業務を行っています。主に国交省、宮城県、電力発注の地質調査業務です。
高い技術力と機動力を評価され、安定した経営を続けています。高齢化が進む建設関連業のなかでは、若い人たちが多
いことが特徴です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

外で自然を相手にする仕事が中心ですので、元気で明るい人が望ましいです。

定着状況

従業員数 19 男女比（％）

平均勤続年数 5.9年 従業員の平均年齢 39.3歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 地質調査作業員

就業場所 所在地と同じ

備考欄

給与・手当 初任給　月給　206,000円以上（職務手当、技術手当、住宅手当含む）／　手当（　時間外手当、通勤手当　）

募集人数 2人 対象
【　　①②　　】
①新卒　②既卒３年



男 36% 女 64%

（男） 5 （女） 0 （男） 1 （女） 1 （男） 1 （女） 6

電話番号 022-772-3073 担当者名 小野寺
オノデラ

午後の部⑦　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人やまとみらい福祉会
　シャカイフクシホウジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フクシカイ

所在地 仙台市泉区上谷刈字向原３の３０

業種 　社会福祉事業

事業内容
（150字以内）

　①　高齢福祉事業（特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業所、訪問介護事業、
サービス付き高齢者向け住宅）
　②　保育事業（認可保育園、小規模認可保育園）
　③　障害福祉事業（障害者就労移行・継続支援事業所、障害者就労継続支援A型・B型事業所）

企業ＰＲ
（150字以内）

地域に根差した社会福祉法人として、仙台市泉区を中心に「高齢」、「障害」、「保育」と幅広く事業を展開しています。
【特別養護老人ホーム抱優館八乙女】は地下鉄南北線八乙女駅から徒歩4分の好立地で、通勤のしやすさはもちろん、資
格取得支援も積極的におこなっております。
新卒採用も毎年、積極的におこなっております！！

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

利用者様、一緒に働く職員に対し、尊敬の念を持って接する事が出来る方。
「明るく」「楽しく」「笑顔のたえない職場」の合言葉に共感し、一緒に成長していける方を募集しています。

定着状況

従業員数 187 男女比（％）

平均勤続年数 4.8年 従業員の平均年齢 39歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職員

就業場所
〒981-3121
仙台市泉区上谷刈字向原３の３０

備考欄

給与・手当 初任給　月給　１９８，６００　円以上　／　手当（　資格、職務、処遇改善、通勤、夜勤、住宅、時間外　等　）

募集人数 6人 対象
【　①、②　】
①新卒　②既卒３年



男 60% 女 40%

（男） 172 （女） 86 （男） 131人 （女） 64人 （男） 124人 （女） 84人

電話番号 022-225-5052 担当者名 桑名
クワナ

　将彰
マサアキ

午後の部⑧　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 東洋
トウヨウ

ワーク株式
カブシキ

会社
カイシャ

所在地 〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18 東洋ワークビル5階

業種 総合人材サービス

事業内容
（150字以内）

アウトソーシング（請負）事業／紹介予定派遣事業／再就職支援事業／
国際事業／情報セキュリティ事業

労働者派遣事業（厚生労働大臣許可　派04-010080） ／ 有料職業紹介事業（厚生労働大臣許可　04-ユ-010049）

企業ＰＲ
（150字以内）

私たちは「人間尊重」「顧客第一」を基本理念とし、
地方から世界を目指すグローカル企業として事業を創造し続けることを経営の基軸に据えております。

東洋ワークグループでは、1976年の創業以来、ダイバーシティを経営テーマに掲げ多様な人材の採用に取り組んでいま
す。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

数多くグループ子会社を持つ我社　基本として「ひと」と関わるビジネスを展開しております。
ＴｏＹｏu！　～あなたのために～

ひとのため、誰かのために、と思えるそんな心を持っている方を歓迎いたします。

定着状況

従業員数 3,000人 男女比（％）

平均勤続年数 7.3年 従業員の平均年齢 24.9歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種
【オペレーター職】大学卒、短大、専門卒、高専卒、既卒
【製造職】大学卒、短大、専門卒、高専卒、既卒

就業場所
・全国30拠点
※オペレーター職は宮城エリア限定で展開　※製造職は希望勤務エリア選択可能

備考欄

給与・手当
初任給　月給【オペレーター職】大卒： 175,000円　短大・専門： 161,000円　【製造職】大卒： 175,000円　短大・専門： 161,000円
手当（通勤手当　上限30,000円、家賃手当、その他手当：10,000円～20,000円）

募集人数 50人 対象
【　①、➁　】
①新卒　②既卒３年



男 42% 女 58%

（男） 1 （女） 2 （男） 0 （女） 2 （男） 1 （女） 1

電話番号 ０２２－７８１－１５７１ 担当者名 小林
コバヤシ

　龍之
タツユキ

午後の部⑨　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 社会福祉法人
シャカイフクシホウジン

つどいの家
イエ

所在地 宮城県仙台市若林区上飯田1丁目１７ー５８

業種 福祉

事業内容
（150字以内）

しょうがいのある方の地域生活を支援するために、生活介護事業、相談支援事業、ヘルパー事業、グループホーム、短期
入所、日中一時支援事業等の事業を実施しています。

企業ＰＲ
（150字以内）

んなに重いしょうがいがある人も、地域でいきいきと生きられるよう支援することが基本理念です。重症心身障害者や自閉
症の方等、様々な方が利用しています。みんないきいき【いい笑顔】が自慢です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

法人の基本理念に共感し、実現に向けて主体的に取り組むことができる人物

定着状況

従業員数 240 男女比（％）

平均勤続年数 9.3年 従業員の平均年齢 40.8

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 生活支援スタッフ

就業場所 〒　仙台市内

備考欄
資格取得、研修制度が充実しています。
無資格・未経験の方も歓迎します。

給与・手当 初任給　　　月給　178,490円以上　　　／　手当（通勤、時間外、住宅、家族、資格など）

募集人数 3人 対象
【　　①②　　】
①新卒　②既卒３年



男 35% 女 65%

（男） 5 （女） 10 （男） 3 （女） 0 （男） 0 （女） 2

電話番号 022-347-3811 担当者名 東
アズマ

　誠
セイ

起
キ

午後の部⑩　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 コスモスケア株式会社
カブシキガイシャ

所在地 〒981-3135　宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目9-1

業種 福祉サービス

事業内容
（150字以内）

地域密着・在宅生活支援を中心とした８業種全25の総合福祉サービス事業（グループホーム・デイサービス・ショートステ
イ・小規模多機能型居宅介護・ホームヘルプサービス・ケアプラン作成・サービス付き高齢者向け住宅・福祉用具販売レン
タル）運営。

企業ＰＲ
（150字以内）

無資格の方は「働きながら資格を取る制度」により、全額会社負担で資格取得をサポート。また、入社後「わかば研修」を
はじめとする充実した社内および社外研修によって、キャリアアップを支援しています。また、今年より新たに週休三日制
を導入し、プライベートの充実につながる働き方改革を推進しています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

①あいさつができる人②協調性のある人③おじいちゃん、おばあちゃんが好きな人を望んでいます。人の役に立ちたいと
思っている方がご活躍いただける職場です。

定着状況

従業員数 375 男女比（％）

平均勤続年数 6年 従業員の平均年齢 42歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職および介護補助職

就業場所
〒981-3135　宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目9-23　グループホームコスモス八乙女　ほか
（本人希望を最大限考慮します）

備考欄

給与・手当欄の金額は、介護職（介護職員初任者研修修了者）の給与です。
介護補助職（無資格）の方は175,400円からスタートとなります（資格取得・半年経過後、習得状況を踏まえ給与がアップしま
す）。
ブースでしかお話できない内容もございます。
介護業界に興味のある皆さまのご応募をお待ちしております。

給与・手当 初任給　　　月給　186,800円以上　　　／　手当（処遇改善、時間外、特別夜勤、通勤、住宅※支給要件あり）

募集人数 2人 対象
【　①②　】
①新卒　②既卒３年



男 31% 女 69%

（男） 2名 （女） 8名 （男） 5名 （女） 15名 （男） 1名 （女） 2名

電話番号 022-302-7093 担当者名 生田目
ナマタメ

　将太朗
ショウタロウ

午後の部⑪　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

ミツイ

所在地 〒982-0011　仙台市太白区長町7-19-39　COMビル101

業種 ①保育事業　②障がい福祉事業（障がい児支援／障がい者支援）　③高齢者介護事業　④営業コンサル事業

事業内容
（150字以内）

①企業主導型保育事業・小規模保育A型
②児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・就労移行支援・就労定着支援・指定特定相談支援
③介護付き有料老人ホーム
④介護施設紹介サポートセンター（高齢者介護施設紹介）・求人サポートセンター（人材紹介）

企業ＰＲ
（150字以内）

「生まれてから最後までサポートする」を企業理念に、社是には「笑顔・笑顔・笑顔」を掲げ、皆様へ笑顔をお届け出来るよ
うに幅広く事業展開しております。常に前向きにできることを追求し続けている会社です。
【その他】
・弊社保育園：社員のお子様の保育料無料
・弊社老人ホーム：社員の親族の入居補助あり

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

・夢がある人!!　　・ヒトが好きな人　　・社会福祉事業に就きたいけど将来性を感じていない人
・挨拶がきちんとできる人　　・分からない事を「分かりません」と素直に言える人　　・前向きな人　　・面白い人
・社会を変えたい人

定着状況

従業員数 218名 男女比（％）

平均勤続年数 3年2ヶ月 従業員の平均年齢 30.6歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種

・保育士（保育園・放課後等デイサービスや児童発達支援等の障がい児支援事業）
・児童指導員（放課後等デイサービスや児童発達支援等の障がい児支援事業）
・支援員（就労移行支援・就労定着支援等の障がい者支援事業）
・介護士（有料老人ホーム）　・営業職（介護施設紹介・人材紹介）

就業場所 各就業場所（仙台市青葉区・太白区・名取市・角田市）

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　160,000円以上　　　／　手当（通勤、資格、業務効率化、処遇改善、職務、役職等）

募集人数 10人 対象
【　　①②　　】
①新卒　②既卒３年



男 80% 女 20%

（男） 3 （女） 2 （男） 2 （女） 2 （男） 3 （女） 1

電話番号 022-236-2523 担当者名 水野
ミズノ

 洋平
ヨウヘイ

午後の部⑫　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社五十嵐商会
カブシキガイシャイガラシショウカイ

所在地 宮城県仙台市若林区卸町5丁目1-4

業種 小売・卸売業

事業内容
（150字以内）

創業114年という⾧い歴史を持ち、宮城県の「Kubota」特約店として県内で圧倒的なシェアを誇る当社。お客様である宮城
県内の農家の皆さんに密着したサービスを提供するため、県内の27ヶ所に拠点を展開中です。

企業ＰＲ
（150字以内）

人間の生活に欠かせない「⾷」に関わる農家の皆さんがお客様であるため、景気に大きく左右されることはありません。国
が⾷料自給率を高めるために農家に対して支援を行なっていることからも、そう簡単に当社の経営基盤が揺らぐことはあ
りません。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

私たちは地元の農家さんに寄り添い、農機具の不具合やお困りごとをうかがったり、解決の手伝いをするパートナーで
す。大切なのは『人情味のある付き合い』をすること。心を通わせるのに、かしこまったトークマニュアルやお堅い提案書は
必要ありません。

定着状況

従業員数 200 男女比（％）

平均勤続年数 15年 従業員の平均年齢 41

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 営業職・整備職

就業場所 本社または宮城県内26拠点のいずれか

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　　185,000　円　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 5人 対象
【　　①②　　】
①新卒　②既卒３年



男 81% 女 19%

（男） 25 （女） 0 （男） 21 （女） 0 （男） 39 （女） 3

電話番号 022-388-7334 担当者名 中條
ナカジョウ

　克
ヨシ

己
キ

午後の部⑬　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

　仙台
センダイ

銘板
メイバン

所在地 〒983-0013 　宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5

業種 卸売業（専門商社）

事業内容
（150字以内）

弊社は保安安全用品の業界シェアNO.1を誇る専門商社です。保安安全用品とは、主に工事現場やイベント会場で使用
されるコーンやバリケードなどの総称で、それらを販売・レンタルする事業を全国で展開しています。

企業ＰＲ
（150字以内）

宮城県仙台市に本社を置く専門商社です。カラーコーンやバリケードなど「安全」に関する商品を幅広く取り扱っており、
業界トップシェアを誇ります。製品をスピーディに顧客に納品できる組織体制が強みです。
経営理念に「社員の健康と幸せ」を掲げており、「健康経営優良法人」に2021年から2年連続認定されています！

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

営業 ：傾聴力・交渉力をもち、一からお客様との関係性を築ける方
プリセールス： ITスキル・知識と関係構築力や提案力をお持ちの方
サポート職 ： サポートをすることが好きで、営業担当と連携し、柔軟かつ丁寧に仕事を実行できる方
業務職 ：体を動かすことが好きで、周囲の人と関係を構築しながら協働できる方

定着状況

従業員数 883　人 男女比（％）

平均勤続年数 ８.２　年 従業員の平均年齢 　　３５.９  歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 ①総合職(営業職)　②総合職(プリセールス)　③サポート職(営業事務)　　④業務職(倉庫・商品管理)

就業場所 本社所在地に同じ

備考欄

初任給については下記の通りです。交通費(上限50,000円)は別途支給。
①総合職(営業職)　：　大卒　235,070円(家賃補助別途支給)
➁総合職(プリセールス)　：　専門卒　214,260円(家賃補助別途支給)　／大卒　223,510円(家賃補助別途支給)
③サポート職(営業事務)　：　専門卒　188,300円(住宅手当含む)　／ 大卒 198,300円(住宅手当含む)
④業務職(倉庫・商品管理)　： 専門卒　203,300円(住宅手当含む)／大卒　 213,300円(住宅手当含む)

給与・手当 初任給　　備考欄参照　　　／　手当（　住宅、健康、通勤、固定残業20h分(総合職のみ)　）

募集人数 各職種1名 対象
【　　①　　】
①新卒　②既卒３年



男 36% 女 64%

（男） 37 （女） 52 （男） 47 （女） 61 （男） 68 （女） 63

電話番号 022-392-1511 担当者名 鈴木
スズキ

　昭彦
アキヒコ

午後の部⑭　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 アサヒサンクリーン株式
カブシキ

会社
ガイシャ

　東北
トウホク

支店
シテン

所在地 宮城県仙台市青葉区落合四丁目２番２２号

業種 介護保険における介護サービス業

事業内容
（150字以内）

・入浴車による訪問入浴介護サービス
看護職員1名と介護職員2名の3名1組でお客様宅に訪問、お部屋に浴槽を設置して安心、快適な入浴サービスを提供す
る仕事です。
・キャリアパス
現場経験により介護福祉士の資格取得や事業所長などの管理業務、人事・教育等へのキャリアアップも可能

企業ＰＲ
（150字以内）

「お風呂で温まりたい」そんな高齢者の方々の希望を具現化し、昭和52年、訪問入浴サービスを日本で最初に事業化。さ
らに、在宅高齢者のニーズに基づき、サービスの質の向上に努めてまいりました。そして「その人らしい生活」を支援する
企業として職員定着を最重要課題と位置付け、より高質なサービスを創造し続け、地域社会の福祉と健康の増進に貢献
し続ける企業です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

高齢者への介護事業は、お客様からの賃金負担もあることから、サービス業として認識されております。求める人物像や
選考基準は、接遇や身だしなみ、お客様に対する思いやりのある方が条件としてとても重要です。

定着状況

従業員数 3618人 男女比（％）

平均勤続年数 5.7 従業員の平均年齢 35歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 介護職（資格なし応募可）　看護職

就業場所 〒989-3126　仙台市青葉区落合四丁目２番２２号　（ほか宮城県内17ヶ所あり）

備考欄 東北支店に隣接する敷地に寮あり　家賃2万円（光熱費別）

給与・手当 初任給　　　月給203,000円以上　　　／　手当（　（通勤、時間外、家族、運転、資格など　　）

募集人数 3人 対象
【　①　②　　】
①新卒　②既卒３年



男 77% 女 23%

（男） 5人 （女） 1人 （男） 4人 （女） 1人 （男） 4人 （女） 3人

電話番号 022-272-2211 担当者名 佐藤
サトウ

　和美
カズミ

午後の部⑮　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 コセキ株式会社
カブシキガイシャ

所在地 〒981-0914　宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2番26号

業種 商社（精密・医療機器）

事業内容
（150字以内）

医療機器、映像音響ICT機器やイベント映像、カメラ等のソリューションを提供する複合専門商社です。
病院やクリニックといった医療分野や学校や官公庁といった文教分野に向けた製品やサービスの提案および、販売した
機器の設置から保守メンテナンスまで当社で担当し、東北をはじめとした地域の皆様をサポートしています。

企業ＰＲ
（150字以内）

当社の主力事業であるメディカル事業では、医療機器の中でも病気の早期発見で人々の健康を守る画像診断機器を中
心に取り扱っております。導入後は、医療機器本来の性能を維持するため、定期的な保守・メンテナンスを行い、安全・安
心にご使用できる環境を提供し、東北の医療に貢献しています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

求める人物像
・自らの考えに基づいて、行動を起こすことができる方。
・人の感情や期待に寄り添う考え方ができる方。

定着状況

従業員数 183名 男女比（％）

平均勤続年数 14.2年 従業員の平均年齢 41.2歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 技術職（フィールドエンジニア）：医療機器の保守メンテナンスや納入時の製品説明サポート　等

就業場所 〒981-0914　仙台市青葉区堤通雨宮町2番29号　コセキ株式会社　仙台営業所

備考欄

技術職については、文系理系一切問いません。また、学生時代に学んできたことも一切問いません。
医療機器本来の性能を維持するため、定期的に保守点検や納入時の製品説明サポートをするお仕事です。
入社後は、OJTを通して知識や技術を身に着けていきますので医療機器業界について知識が無くても大丈夫です。
皆さんのご応募お待ちしております。

給与・手当 初任給　　　月給219,425円　（大学卒）　　／　手当（通勤、時間外 等）

募集人数 1～2人 対象
【　①・②　】
①新卒　②既卒３年



男 53% 女 46%

（男） 8名 （女） 18名 （男） 5名 （女） 5名 （男） 6名 （女） 9名

電話番号 022-212-5131 担当者名 渡邉
ワタナベ

　裕子
ユウコ

午後の部⑯　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

フォレストホームサービス

所在地 〒601-8141　京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花70-1

業種 商社・サービス

事業内容
（150字以内）

近年、SDGsや脱炭素等の社会的動向から注目の高まっている太陽光発電・蓄電池のエコ商材をはじめ、リフォーム・リノ
ベーション、外壁屋根塗装等お客様の暮らしの質を向上させる商材を扱う商社です。最近は、浄水システムを取り扱うメー
カーとしても成長中です。「地球と未来の子ども達の為に」を経営理念とし、 地球環境とお客様の未来をより良いものにし
ていけるよう、日々取り組んでいます。

企業ＰＲ
（150字以内）

・イベントに来場されたお客様への営業活動だけにとどまらず、企画立案等の幅広い業務にチャレンジ出来ます。
・若いスタッフが多く、エネルギー溢れる環境です！平均年齢は29歳。
・風通しが良い環境で、社員ひとりひとりの意見を大切にしています。
・未経験歓迎！充実のフォロー体制で、日々成長を実感できる環境です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

活躍している社員には、素直な人が多いです。謙虚な姿勢で周囲の意見を積極的に取り入れられる人は成長スピードが
速いです。
また、向上心のある人は自身の成長だけでなく周囲にも良い影響を与えており、主体性を持ちチーム全体を盛り上げてく
れています！

定着状況

従業員数 121名 男女比（％）

平均勤続年数 9年 従業員の平均年齢 29歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 営業職

就業場所 京都本社・名古屋支店・福岡支店・北陸支店・東京支店・仙台支店

備考欄 最初の勤務地は全国の支店のいずれかになります。勤務地の相談は可能です。

給与・手当
初任給　【研修中】月給　21万円／手当（皆勤、歩合）　【研修後①】月給　21万円／手当（皆勤）　【研修後②】月給　19万
円／手当（皆勤、歩合）　※2ヶ月研修後は①②より選択制（都度変更可能、ただし2ヶ月前自己申請）

募集人数 若干名 対象
【①・②】
①新卒　②既卒３年



男 90% 女 10%

（男） （女） （男） （女） （男） （女）

電話番号 022-234-7373 担当者名 佐々木
ササキ

　伊津雄
イツオ

午後の部⑰　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 平和交通株式会社
ヘイワコウツウカブシキガイシャ

所在地 〒981-0943　　　仙台市青葉区国見５－４－２２

業種 旅客運送業（タクシー）

事業内容
（150字以内）

①　タクシーでの通常業務及び観光　②　運行管理者

企業ＰＲ
（150字以内）

創業６０年以上の歴史ある仙台市内でも老舗のタクシー会社です。ジャンボタクシーや観光タクシーなど８０台の車両を
保有しています。１台あたりの売上で仙台市内においてトップの実績を誇っており、地域に根付いた活動により老若男女
問わず地域住民にとって身近なタクシー会社として定着いています。自分のペースで仕事ができるタクシードライバーは
働きやすい職種として、近年、注目を集めております。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

タクシードライバーから始めてもらい、のちに運行管理者へ将来は会社の幹部として働いて頂きます。
元気で明るい方　大歓迎です。　サービス業・接客業に興味がある方お待ちしております。

定着状況

従業員数 200名 男女比（％）

平均勤続年数 8年 従業員の平均年齢 56歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 ①　タクシードライバー　②　運行管理者

就業場所 　　本社所在地に同じ

備考欄
新卒者に関しては2023年春の卒業生　３名の採用が決定しています。新卒者には入社準備金として２５万円を支給、奨学金返
済についても　お手伝いさせて頂いております。　是非、会社説明会にお越しください。

給与・手当 初任給　　　月給　200,000円以上　　　／　手当（　なし　）

募集人数 ３人 対象
【　①　②　】
①新卒　②既卒３年



男 94% 女 6%

（男） 2 （女） 0 （男） 3 （女） 0 （男） 2 （女） 0

電話番号 022-352-5958 担当者名 曽根裕也

午後の部⑱　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社Ruby開発

所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-18 オークツリー榴岡 602号室

業種 ソフトウェア設計開発

事業内容
（150字以内）

Webアプリケーション設計開発、各種アプリケーション設計開発、受託開発サービス、IoT系サービス開発

企業ＰＲ
（150字以内）

Rubyを中心とした技術で主にWEBサービス開発を行っております。これからRuby✕技術革新で新しいプロダクトやサービ
スをどんどん生み出していきます。 エンジニアが楽しく開発に取り組めることを大切にするエンジニア・ファーストの会社で
す。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

技術が好きな方、自律してどんどんチャレンジできる方

定着状況

従業員数 48 男女比（％）

平均勤続年数 3年3ヶ月 従業員の平均年齢 35

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 Webアプリケーションエンジニア

就業場所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル第22ビル 602号室

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給　211,000円以上　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 2人 対象
【①】
①新卒　②既卒３年



男 60% 女 40%

（男） 1 （女） 0 （男） 2 （女） 0 （男） 0 （女） 0

電話番号 022-268-7837 担当者名 髙橋
タカハシ

　暁美
アケミ

午後の部⑲　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社
カブシキガイシャ

フリースタイル

所在地 〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町2丁目9-7　仙台ＹＦビル2階

業種 情報通信

事業内容
（150字以内）

【システム開発】
お客様の声に耳を傾け一緒に考え、システムを構築して行きます。
お客様の喜ぶ姿や、笑顔が見られるようなサービスを提供しています。

企業ＰＲ
（150字以内）

弊社は、来年で創業25周年を迎えます。
社員一丸となってお客様に満足していただけるようシステム開発をしています。
社員ひとり一人の感性・生きがいを大切にし、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

学歴にはこだわりません。
システム開発に興味のある元気で笑顔の素敵な人を求めています。

定着状況

従業員数 16人 男女比（％）

平均勤続年数 7年 従業員の平均年齢 31歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 プログラマー

就業場所 〒　　　　　本社所在地に同じ

備考欄
1．入社後2か月間、プログラマーになるための研修を行います。
2．誕生月に誕生日休暇（1日）を取得できます。
3．新規学卒の新入社員で一人暮らしの方に対し、入社から2年間に限り、月額25,000円を支給します。

給与・手当 初任給　　　月給　180,000円以上　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 1人 対象
【　　①　　】
①新卒　②既卒３年



男 80% 女 20%

（男） 6人 （女） 1人 （男） 8人 （女） 3人 （男） 3人 （女） 2人

電話番号 022-380-6370 担当者名 代表取締役　渡辺　元

午後の部⑳　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式会社ハシカンプラ

所在地 〒981-3133  宮城県仙台市泉区泉中央1-40-3

業種 【学術研究，専門・技術サービス業】（建設コンサルタント）

事業内容
（150字以内）

調査：土木構造物(橋梁、トンネル等)の点検、調査、診断
設計：土木構造物の設計、橋梁の補修設計
測量：公共測量および工事測量
運転：橋梁点検車、高所作業車の運転、操作

企業ＰＲ
（150字以内）

弊社は業務の80％は土木構造物の点検・調査・診断ですが、更なる社業発展のため5年前に、橋梁補修設計、道路設
計、測量の部署を設置し、充実を図っています。今あるものを長く使うためのお手伝いを通して、社会に貢献している会社
です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

職務上チームで行動するようになります。外業と内業がありますので、協調性があり、体力に自信のある方を望みます。

定着状況

従業員数 45人 男女比（％）

平均勤続年数 4年 従業員の平均年齢 41.7歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 【技術職】（調査員・設計・測量）

就業場所 所在地に同じ　

備考欄
20代、30代の社員が6割を占める活気溢れる、風通しの良い事が自慢の1つです。
是非私達と一緒に仕事をしてみませんか。

給与・手当 初任給　　　月給　大卒：196,000円以上　／　手当（通勤、時間外、住宅、家族など）

募集人数 5人 対象
【①、②】
①新卒　②既卒３年



男 80% 女 20%

（男） 3 （女） 0 （男） 0 （女） 1 （男） 4 （女） 1

電話番号 022-2748-3196 担当者名 管理部
カンリブ

　内堀
ウチボリ

　雅浩
マサヒロ

午後の部㉑　8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 株式
カブシキ

会社
カイシャ

仙台
センダイ

リサイクルセンター

所在地 宮城県仙台市泉区根白石字福沢後１番地の１

業種 再生資源卸売業

事業内容
（150字以内）

①古紙、金属、プラスチック等を再生し、原料として再生するリサイクル業　②産業廃棄物・一般廃棄物等の収集運搬・処
分業
③機密破砕業務、解体業、計量証明事業

企業ＰＲ
（150字以内）

弊社は、創業４０年の実績を持ち、事業を通じて、資源の枯渇を防ぎ、地球環境の維持に取り組んでいる企業です。特に
いち早く、SDGｓに取り組み、健康地球会社グループのメイン会社として、地域貢献にも積極的に取り組んでいます。また、
４年連続健康経営優良法人に認定されるなど、社員が安心して働ける企業を目指しています。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

健康地球会社グループの一員として理念に同意され、明るく、元気に前向きに、協調性のある人材を望んでいます。

定着状況

従業員数 63 男女比（％）

平均勤続年数 6年 従業員の平均年齢 39.5

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 営業職、業務職、業務事務（一般事務）

就業場所 〒981-3221　宮城県仙台市泉区根白石字福沢後１番地の１

備考欄

給与・手当 初任給　　　月給205，000円（大卒）以上　　　／　手当（　通勤手当、住宅手当、固定残業手当　）

募集人数 各職種３人 対象
【　①　　　】
①新卒　②既卒３年



男 21% 女 79%

（男） 0 （女） 1 （男） 0 （女） 1 （男） 1 （女） 0

電話番号 022-781-5576 担当者名 鈴木
スズキ

午後の部㉒ 8/30 合同就職面接会in仙台 企業プロフィールシート

事業所名 特定非営利
トクテイヒエイリ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

　アスイク

所在地 仙台市宮城野区鉄砲町中3-14テラス仙台駅東口2階

業種 教育・学習支援・生活支援・児童館・保育園

事業内容
（150字以内）

①子ども・若者支援事業（教育・学習支援）、②フリースクール事業、③保育園事業、④児童館事業、⑤フードバンク事業、
⑥こども食堂関連事業

企業ＰＲ
（150字以内）

仙台市をはじめ、自治体との協働により、子ども・若者に対し、多岐にわたり幅広く事業を展開することで、一人でも多くの
子どもたちの支援につながるよう取り組んでいます。私たちの取り組みで、困難を抱える子どもたちが立ち上がり、輝ける
未来に向かって歩みだす一助となるよう行動するNPO法人です。

R3年度（R3年4月入社） R2年度（R2年4月入社） R1年度（H31年4月入社）

求める人物像
（150字以内）

ネットワークを広げ、良好な協力関係を築き、専門性を高め積極的に学び続ける人材。規律を遵守し、利用者の安全管理
や個人情報保護等へ意識を持ち、批判や愚痴ではなく、どうすればよりよい状況を築けるのか考えられる人物であり、他
の人や組織でもできることではなく、私たちがやる意味や価値にこだわる方を広く求めます。

定着状況

従業員数 136名 男女比（％）

平均勤続年数 3年 従業員の平均年齢 34歳

採用実績

採用者数

募集状況

募集職種 相談支援スタッフ、訪問支援スタッフ、学習コーディネータースタッフ、保育士、児童館職員

就業場所 〒            各事業所の場所による（仙台市内及び市外に多数あり）

備考欄 支援事業・教育事業に興味のある皆様のご応募をお待ちしております。

給与・手当 初任給　　　月給　１８０，０００　　円以上　　　／　手当（　　　　　　　　　　　）

募集人数 2人 対象
【　　①および②　　】
①新卒　②既卒３年


