２０２０年３月新規大学等卒業予定者「合同企業説明会ｉｎ八戸」参加事業所一覧
＊受付順
企業名

番号
1
2
3

平成３１年３月６日（水）八戸プラザホテルアーバンホール芙蓉の間

八戸通運株式会社
社会福祉法人 吉幸会
特別養護老人ホームみろく苑
株式会社 ミライフル
ミライフルホームバスサービス八戸

業種

所在地

一般貨物自動車
運送業

八戸市城下１－１－９

老人福祉・介護事業

三戸郡田子町大字田子字七日市
上ノ平６０番地

老人福祉・介護事業

八戸市南類家２－１７－１９

4

株式会社 青森ポートリー

畜産農業

三戸郡階上町蒼前東２－９－４６

5

ＮＰＯ法人 おいらせサポートハウス Ｋの家

障害者福祉事業

十和田市大字法量字焼山６４－２２７

6

ＯＬＥＤ青森株式会社

電子デバイス製造業

上北郡六ヶ所村尾駮弥栄平１－８２

7

医療法人 健仁会

老人福祉・介護事業

上北郡七戸町字笊田川久保１００－１

8

株式会社 石上建設

一般土木建築工事業

八戸市類家４－２－２６

9

社会福祉法人 メープル

老人福祉・介護事業

上北郡六戸町大字上吉田字長谷
８５－１１

10 株式会社 南部システム

建築リフォーム工事業

八戸市大字長苗代字島ノ後２７

11 株式会社 青森テクノロジー

電気通信・信号装置
工事業

上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎２７１

12 八戸燃料株式会社

石油・鉱物卸売業

八戸市城下１－１１－２

13 ゆうき青森農業協同組合

農林水産業協同組合

上北郡東北町字素柄邸８２－３

14 田中建設株式会社

一般土木建築工事業

十和田市東一番町２－５０

15 アンデス電気株式会社

電子デバイス製造業

八戸市桔梗野工業団地１－３－１

16 高周波鋳造株式会社

鉄素形材製造業

八戸市沼館４－７－１０８

17 三浦建設工業株式会社

建設用・建築用金属製品
八戸市大字鮫町字高森３０－８
製造業

18 田中建設工業株式会社

一般土木建築工事業

十和田市元町西２－１２－１

19 鴻池メディカル株式会社宮城営業所

専門サービス業

宮城県黒川郡大和町吉岡東３－８－２
（青森県内に就業場所あり）

石油・鉱物卸売業

八戸市新湊３－６－１２

21 青森綜合警備保障株式会社

警備業

青森市第二問屋町３－１－６３

22 株式会社 トヨタレンタリース青森

自動車賃貸業

青森市新田３－６－４

老人福祉・介護事業

三戸郡階上町大字赤保内字道仏
道添２１－１２

電気工事業

八戸市大字尻内宇狼走７－６７

専門サービス業

上北郡六ヶ所村尾駮字野附１－３８

一般貨物自動車
運送業
公認会計士事務所
税理士事務所

大阪府大阪市中央区城見１－２－２７
（青森県内に就業場所あり）

自動車教習所

弘前市和泉１－３－１

29 株式会社 八戸パークホテル

ホテル業

八戸市吹上１－１５－９０

30 三八五流通株式会社

一般貨物自動車
運送業

八戸市大字長苗代字上中坪３５－１

20

23

北日本石油株式会社仙台支店
八戸販売支店

社会福祉法人 徳望会
特別養護老人ホーム見心園

24 株式会社 愛工大興
25

青森レコードマネジメントサービス
株式会社

26 アートコーポレーション株式会社
27 株式会社 近田会計事務所
28

株式会社 ムジコ・クリエイト
（モータースクール）
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八戸市根城８－６－１１

企業名

番号

業種

所在地

31 広和計装株式会社

電気通信・信号装置
工事業

八戸市大字長苗代字上碇田６－１

32 株式会社 アルファベットパステル

婦人・子供服小売業

札幌市中央区南２条西２５丁目

33 株式会社 エコプラス

小売業（リユースショップ）

宮城県名取市上余田千刈田３０８
（青森県内に就業場所あり）

34 マル厨工業㈱東北工場
35 株式会社 ビジネスサービス八戸支店

暖房・調理等装置附属品
十和田市大字米田字山日向２３－１
製造業
情報処理
八戸市大字糠塚字下道１６
提供サービス業

36 株式会社 ジャバス青森プラント

畜産食料品製造業

上北郡おいらせ町松原２－１３２－１０

37 岩手県北自動車株式会社南部支社

一般貸切旅客自動車
運送業

八戸市大字是川字二ツ屋６－７９

38 株式会社 コサカ技研

土木建築サービス業

八戸市大字長苗代字上碇田５６－２

39 株式会社 鳥山土木工業

一般土木建築工事業

上北郡六ヶ所村倉内字笹崎２３２－１４

40 プライフーズ株式会社

畜産食料品製造業

八戸市卸センター１－１１－８

41 株式会社 よこまち

各種食料品小売業

八戸市大字尻内字八百刈３９－３

42 辻・本郷税理士法人八戸事業所

公認会計士事務所
税理士事務所

八戸市城下４－２５－５

43 株式会社 阿部繁孝商店

畜産食料品製造業

岩手県二戸市福岡字中町１３番地
（青森県内に就業場所あり）

44 株式会社 ジェイテック

事業サービス業

上北郡六ヶ所村尾駮弥栄平１－１０８

45 青森日揮プランテック株式会社

建物サービス業

上北郡六ヶ所村尾駮弥栄平１－８９

46 株式会社 サンデー

小売業

八戸市根城６－２２－１０

医薬品・化粧品小売業

弘前市大字末広２－２－１０

48 上北建設株式会社

一般土木建築工事業

十和田市穂並町２－６２

49 株式会社 サカモトアクエア

管工事業

八戸市小中野２－４－１２

50 株式会社 中野グループ

各種物品賃貸業

八戸市類家１－８－５

51 日本フードパッカー株式会社

畜産食料品製造業

上北郡おいらせ町松原２－１３２－３５

52 特別養護老人ホーム ひだまり

老人福祉・介護事業

三戸郡五戸町字苗代沢３－６６０

53 青森風力開発株式会社

管理・補助的経済
活動事業

上北郡六ヶ所村倉内字笹崎１０５０－１

54 株式会社 南部架設

識別工事業

八戸市桔梗野工業団地２－３－１

55 六ヶ所エンジニアリング株式会社

一般土木建築工事業

上北郡六ヶ所村尾駮字上尾駮
２２－２５８

56 社会福祉法人 やすらぎ会

障害者福祉事業

八戸市大字松舘字田ノ平１９－１

57 社会福祉法人 道友会

老人福祉・介護事業

八戸市大字櫛引字上矢倉２－１

58 公益財団法人 こころすこやか財団

障害者福祉事業

八戸市尻内町字島田１４－１

59 サクサシステムエンジニアリング株式会社

ソフトウェア業

八戸市北インター工業団地１－３－５４

60 藤村機器株式会社

建築材料卸売業

弘前市大字高田３－６－２

61 株式会社 サカイ引越センター

一般貨物自動車
運送業

宮城県仙台市宮城野区日の出町
２－１－４３（青森県内に就業場所あり）

自動車小売業

八戸市小中野１－３－１５

産業用電気機械器具
製造業

八戸市北インター工業団地１－３－４７

47

62

株式会社 横浜ファーマシー
（スーパードラックアサヒ）

トヨタカローラ八戸株式会社
（塚原企業グループ）

63 多摩川精機株式会社八戸事業所
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企業名

番号

業種

所在地

64 検査開発株式会社

事業サービス業

上北郡六ヶ所村尾駮字野附１３２１－５

65 タクミホーム株式会社

不動産代理業・仲介業

八戸市城下３－１－５

66 株式会社 共同物流サービス

倉庫業

八戸市卸センター１－１３－１

67 株式会社 共同電算センター

情報処理
提供サービス業

八戸市卸センター１－１２－１０
八戸総合卸センター会館内

68 八戸液化ガス株式会社

化学製品卸売業

八戸市卸センター２－６－２７

69 株式会社 岩岡

卸売業

八戸市卸センター２－７－１３

70 株式会社 京谷電気

電気工事業

八戸市北白山台２－８－２３

71 株式会社 北栄技興

土木工事業

八戸市大字尻内町字高田１９－４

72 株式会社 アットマーク

機械器具小売業

八戸市売市２－１３－１６

73 株式会社 マルイチ横浜

水産食料品製造業

上北郡野辺地町字鳥井平３４－９２

74 太平ビルサービス株式会社八戸支店

建物サービス業

八戸市北白山台２－２－２２

75 株式会社 ジョン

洗濯業

76 多摩川テクノクリエイション株式会社

専門サービス業

77 株式会社 田中組

一般土木建築工事業

十和田市大字三本木字本金崎２３０－１

78 アグリＴＡＳＫＥＬ株式会社

耕種農業

上北郡東北町字塔ノ沢山１－３１１

79 倉石ハーネス株式会社売市事業所

老人福祉・介護事業

80 階上キユーピー株式会社

食料品製造業

81 株式会社 田名部組

一般土木建築工事業

八戸市石堂２－１１－２１

82 株式会社東建工営

土木建築サービス業

宮城県名取市杜せきのした１－２－７
（青森県内に就業場所あり）

老人福祉・介護事業

八戸市大字十日市字黒坂３５

83

社会福祉法人 八陽会
特別養護老人ホーム 修光園

84 ノーザンライツ株式会社
85 ＡＴＯＭ Ｗｏｒｋｓ株式会社

インターネット付随
サービス業
非鉄金属
同合金圧延業

八戸市大字河原木字浜名谷地
７６－３４１
長野県飯田市鼎切石５１２１－１３８
（青森県内に就業場所あり）

八戸市大字売市字左水門下１２－６０
リンクサイドマンション１０３号
三戸郡階上町角柄折字新沼館
９－１５９

八戸市十三日町１６ Ｃｉｎｏ７階
上北郡六ヶ所村大字鷹架字
発茶沢１３３－７０

86 青森マツダ自動車株式会社

自動車小売業

青森市石江字岡部８６－１

87 社会福祉法人 楽晴会

老人福祉・介護事業

三沢市大町２－６－２７

88 株式会社 クロス

石油・鉱物卸売業

東京都江東区亀戸６－５３－９
（青森県内に就業場所あり）

89 株式会社 ＡＮＯＶＡ

電子デバイス製造業

上北郡六ヶ所村尾駮弥栄平１１５－４

90 株式会社 めんこいメディアブレーン

労働者派遣業

岩手県盛岡市本宮５－２－１５
（青森県内に就業場所あり）

91

地代所建設株式会社
株式会社 アオモリパイル

92 株式会社朝日レンタックス
93 株式会社マエダ
94 附田建設株式会社

土木工事業
セメント製品製造業
事務用機械器具
賃貸業
百貨店
総合スーパー
土木工事業
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八戸市城下１－１７－２
八戸市大字河原木字平１－１０
むつ市小川町２－４－８
上北郡六ヶ所村尾駮字二又２３－２

