
＊受付順（№71～76はハローワーク野辺地管轄分） 平成３０年３月５日（月）ホテル青森　３階　孔雀の間

ブース
No

企　業　名 業　種 所　在　地

1 青森ユアサ電池販売　株式会社
各種蓄電池・電装品卸売、
修理業

青森市石江江渡１１－５

2 株式会社　ワイエス管材 管工事資材の卸売業 青森市松原３－４－１９

3 株式会社　成文組 建築工事業 青森市中央４－７－７

4 青森三菱電機機器販売　株式会社 電気機械器具卸売業 青森市中央１－２３ー４

5 株式会社　東奥日報社 新聞業 青森市第二問屋町３－１ー８９

6 日総工産　株式会社
人材サービス業
自動車・同附属品製造業

神奈川県横浜市港北区新横浜１ー４－１
日総工産新横浜ビル　（青森県内に就労場所あり）

7 株式会社　木村建設 総合建設業（土木工事） 青森市合浦２－１９－２１

8 株式会社　サカイ引越センター
一般貨物自動車運送業（引
越事業）

宮城県仙台市宮城野区日の出町２－１－４３
 （青森県内に就労場所あり）

9 青森県民生活協同組合 スーパーマーケット 青森市浜館３－７－７

10 株式会社　セントラルパートナーズ　東北支店
コールセンター事業
保険会社代理業

青森市本町１－３－９　ニッセイ青森本町ビル８階

11 株式会社　東奥アドシステム 広告代理業 青森市古川１－２１－１２　セントラルビューあおもり２Ｆ

12 社会福祉法人　諏訪ノ森会 老人福祉・介護事業 青森市諏訪沢丸山７２

13-1
ジョブメイトグループ
  株式会社　ジョブメイト

職業紹介業 青森市浪打１－１４－３

13-2
ジョブメイトグループ
  有限会社　青森介護サービス

老人福祉・介護事業 青森市浪打１－１４－３

13-3
ジョブメイトグループ
  株式会社　ビリーブケアサポート

児童福祉事業 青森市浪打１－１４－３

13-4
ジョブメイトグループ
  有限会社　青森看護婦家政婦紹介所

グループ内関連企業の総務
業務、不動産管理業務

青森市浪打１－１４－３

14 株式会社　ユニバース スーパーマーケット 八戸市長苗代前田８３－１

15 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

16
社会福祉法人　心和会
　障害者支援施設　金浜療護園

障害者福祉事業 青森市大別内葛野１８０

17 青森スバル自動車　株式会社 自動車小売業 青森市原別６－１０－１

18 アイペット損害保険　株式会社　青森事業所 ペット損害保険事業
青森市古川１－１０－１３
ＡＱＵＡ古川１丁目ビル１Ｆ・４Ｆ～７Ｆ

19-1 株式会社　業務サポートサービス
書籍、携帯電話等販売受託
業務

青森市野木野尻６１－４

19-2 トヨタカローラ青森　株式会社 自動車小売業 青森市野木野尻６１－４

20-1 一般社団法人　慈恵会 病院 青森市安田近野１４６－７

20-2 社会福祉法人　敬仁会　青森敬仁会病院 病院 青森市久栗坂山辺８９－１０

21 株式会社　サンライズモータース 自動車小売業 青森市平新田池上５６－１

22 東和電材　株式会社 電気機械器具卸売業 青森市大野前田７２－１

23 株式会社　リンクステーション ソフトウェア業 青森市長島１－６－６　クロスタワーＡ－ＢＡＹ　４階

24
アートコーポレーション　株式会社
　（アート引越センター）

一般貨物自動車運送業（引
越事業）

大阪府大東市泉町２－１４－１１
 （青森県内に就労場所あり）

25 青森合同青果　株式会社 青果物卸売業 青森市卸町１－１

26 株式会社　マインドゲームス
服飾小物、生活雑貨等卸売
業

青森市橋本３－４－１３　葛西第２ビル２Ｆ

27 株式会社　ケアライフ青森 老人福祉・介護事業 青森市卸町３－５
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ブース
No

企　業　名 業　種 所　在　地

28
マルゼングループ
　マル厨工業　株式会社　東北工場

業務用厨房機器製造業 十和田市大字米田字山日向２３－１

29 株式会社　スズキ自販青森 自動車小売業 青森市石江高間４７－１

30 株式会社　日本ハウスホールディングス 木造住宅設計・施工・販売
東京都千代田区飯田橋４－３－８　日本ハウスＨＤ飯田橋ビ
ル（青森県内に就労場所あり）

31
ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　北日本支
社

燃料小売業 青森市問屋町２－１－１１

32 株式会社　エイ・ジェイ・アイ 保険代理業 青森市浦町奥野７２－３６

33 社会福祉法人　青森県すこやか福祉事業団
障害者福祉事業
老人福祉・介護事業

青森市中央３－２０－３０　県民福祉プラザ３階

34 株式会社　横浜ファーマシー 医薬品・化粧品小売業 弘前市末広２－２－１０

35
ブルーオーシャン株式会社
（津軽海峡フェリー　株式会社）

一般旅行定期航路事業
北海道函館市港町３－１９－２
 （青森県内に就労場所あり）

36 青森農業協同組合 農林水産業協同組合 青森市羽白富田１９０－４

37 日本通運　株式会社　青森支店 一般貨物自動車運送業 青森市新町１－１－８

38 株式会社　トスネット北東北　青森営業所 警備業 青森市千刈１－２１－２２

39 マックスバリュ東北　株式会社 スーパーマーケット
秋田県秋田市土崎港北１－６－２５
 （青森県内に就労場所あり）

40
株式会社　ムジコ・クリエイト
（弘前モータースクール）

自動車教習所 弘前市和泉１－３－１

41 ネッツトヨタ青森　株式会社 自動車小売業 青森市合浦２－１９－３０

42 青森トヨタ自動車　株式会社 自動車小売業 青森市合浦２－１９－２３

43 Ｍ ｉ ｋ　株式会社
調剤薬局、飲食店、ホテル・旅
館業、不動産業

青森市堤町２－１－３　あおばビル７Ｆ

44 株式会社　大西商事 遊技場（パチンコホール）
福井県福井市開発５－１０１１
 （青森県内に就業場所あり）

45 株式会社　マエダ スーパーマーケット むつ市小川町２－４－８

46 株式会社　カネマツ 遊技場（パチンコホール） 青森市古川１－３－７

47 社会福祉法人　弘前豊徳会 老人福祉・介護事業 弘前市大川中桜川１８－１０

48 有限会社　桂工業 建設業（建具・板金工事業） 青森市第二問屋町３－６－１６

49 青森ケーブルテレビ　株式会社 有線放送業 青森市新町２－６－２５

50 株式会社　かんぽ生命保険　東北エリア本部 生命保険業
宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３４　日本郵政グループ
仙台ビル６階　（青森県内に就業場所あり）

51 ＡＵＫプレート　株式会社 金属プレート加工業 青森市三内丸山３９３－２８５

52 株式会社　工藤パン パン、和洋菓子製造業 青森市金沢３－２２－１

53 株式会社　東青設備工業 建設業、設備工事業 東津軽郡平内町小湊下槻１５－８

54 株式会社　テクノル 産業機械器具卸売業 八戸市廿三日町２　ＹＳビル３Ｆ

55 株式会社　青森ダイハツモータース 自動車小売業 青森市石江岡部８５－３

56 株式会社　さくら野百貨店 百貨店 青森市新町１－１３－２

57 青森マツダ自動車　株式会社 自動車小売業 青森市石江岡部８６－１

58 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

59 コクサイ通信特機　株式会社 電気工事業 青森市問屋町１－９－９

60 ニッポンレンタカー東北　株式会社 レンタカー・カーリース業
仙台市青葉区本町１－２－２０　KDX仙台ビル６階
 （青森県内に就業場所あり）

61 青森魚類　株式会社 水産物卸売業 青森市卸町１－１



ブース
No

企　業　名 業　種 所　在　地

62 コネクシオ　株式会社 携帯電話販売業
東京都新宿区西新宿８－１７－１　住友不動産新宿グランドタ
ワー３７階　（青森県内に就業場所あり）

63 株式会社　北星　ＦＣ事業部 レストラン
北海道滝川市明神町２－１－１５
 （青森県内に就業場所あり）

64 株式会社　ヤマイシ 水産物卸売業 青森市牛館松枝５２－１

65 株式会社　東建工営　青森支店 設計コンサルタント業
宮城県名取市杜せきのした１－２－７
 （青森県内に就労場所あり）

66 藤村機器　株式会社 建築材料卸売業 弘前市高田３－６－２

67 株式会社　シンク ソフトウェア業 青森市中央１－２３－４　ダイヤビル５Ｆ

68 株式会社　エコプラス 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）

69 株式会社　みちのく計画 設計コンサルタント業 青森市浜館１－１４－３

70 明和工業　株式会社 管工事業
神奈川県横浜市鶴見区矢向１－６－１９
 （青森県内に就業場所あり）

71 株式会社　マルイチ横浜 水産食料品製造業 上北郡野辺地町鳥井平３４－９２

72 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笹崎２３２－１４

73 日本ホワイトファーム　株式会社 畜産食料品製造業 上北郡横浜町林尻１０２－１００

74 株式会社　岡山建設 一般土木建築工事業 上北郡六ヶ所村倉内芋ケ崎３２４－２

75 株式会社　ＮＥＳＩ　六ヶ所事務所 ソフトウェア業
上北郡六ヶ所村尾馼野附１－３５
　むつ小川原ビル１０３号室

76 ＯＬＥＤ青森　株式会社 電子デバイス製造業 上北郡六ヶ所村尾馼弥栄平１－８２


