
 11／8開催　『栃木市・壬生町若年者合同就職面接会』　参加企業一覧
10月２４日現在

栃木市岩舟町

栃木市

栃木市西方町

栃木市

壬生町

5 株式会社　アルレクス 鉄骨・鉄筋工事業

技能工(正社員)(大卒等)
総合職(営業系)(正社員)(大卒等)
技能工(正社員)
営業職(正社員)

2 有限会社　協悦
その他のはん用機械・

同部分品製造業
マシニングセンター　オペレーター(正社員)(大卒等)

4 小野産業(株)栃木工場
その他のプラスチック製

品製造業

総合職(技術系)(正社員)(大卒等)
事務職(正社員)
プラスチック成形オペレ－ター(正社員)
品質管理(正社員)

3 タカ食品工業(株)関東支社
野菜缶詰・果実缶詰

農産保存食料品製造業
製造管理(幹部候補)(正社員)(大卒等)
営業(正社員)

6 株式会社　アーレスティ栃木
自動車・同附属品

製造業

求人内容等詳細について、ハローワーク栃木（または最寄りのハローワーク）へお問い合わせください。

1 株式会社　タスク
医療用機械器具・医療用

品製造業

営業職(正社員)(大卒等)
事務職(正社員)大卒等)
組立(２交替)(正社員)
プラスチック射出成形(正社員)
注射針の加工(正社員)

No 企 業 名 就業場所 業 種 募 集 職 種　

栃木市

設備保全(正社員)(大卒等)
生産技術(正社員)(大卒等)
ダイカストマシンオペレーター(正社員)
経理事務（正社員）

7 丸三産業　株式会社
他に分類されない

卸売業

営業職(正社員)(大卒等)
営業〔ト〕(正社員)
商品管理〔ト〕(正社員)

8 株式会社　徳永
建設用・建築用金属製品
製造業（製缶板金業を含

む）

技術系（開発技術・生産技術）(正社員)(大卒等)
機械工(正社員)
品質検査及び梱包(正社員)
事務(正社員)
営業(正社員)
倉庫・出荷管理(正社員)
機械設備保全（正社員)
部品工作(正社員)

栃木市

栃木市岩舟町

9 株式会社　新和技研
生活関連産業用

機械製造業

電気制御設計(正社員)
機械設計(正社員)
機械組立(正社員)
ＣＡＤトレーサー（設計補助）(正社員)
部品の運搬(パート)

10 株式会社　日本クリエート 労働者派遣業

総務・経理職(正社員)(大卒等)
人材コーディネーター(正社員)(大卒等)
インストラクター(パソコン)(正社員)(大卒等)
研修講座(社員教育、マネジメント)(パート)
ＯＡ総務アシスタント(パート)

栃木市大平町

栃木市

11

原木屋産業　株式会社

原木屋セーフティーステップ　株式会社

建築材料卸売業

その他の職別工事業

営業職(正社員)(大卒等)
営業職(正社員)

営業職 (正社員)
施工課スタッフ(正社員)

14 株式会社　長村製作所
通信機械器具・同関連機

械器具製造業
総合職（設計開発）(正社員)(大卒等)
総合職（営業）(正社員)(大卒等)

12 栃木乳業　株式会社 畜産食料品製造業
事務(正社員)
工場内乳製品製造作業員〔ト〕(正社員)

13 社会福祉法人　すぎのこ会 障害者福祉事業

生活支援員・介護職員(正社員)(大卒等)
総合職（事務職)(正社員)(大卒等)
看護師(けやきの家)(正社員)
看護師(ひのきの杜共生)(正社員)
生活支援員・介護職員(ひのきの杜・ひのき杜共生)
　　　　　　　　　　　　　　(正社員)

栃木市都賀町

栃木市大平町

栃木市大平町
栃木市大平町
栃木市岩舟町
栃木市岩舟町
栃木市岩舟町

栃木市大平町

15

(株)大熊製作所　栃木工場

 株式会社　ＯＴＰ

自動車・同附属品
製造業

金属被覆・彫刻業、
熱処理業（ほうろう鉄器を

除く）

製造スタッフ(正社員)
品質管理（リーダー候補） (正社員)

工場内作業(正社員)
工場内作業(パート)
工場内作業(契約社員)

栃木市西方町



 11／8開催　『栃木市・壬生町若年者合同就職面接会』　参加企業一覧
10月２４日現在

求人内容等詳細について、ハローワーク栃木（または最寄りのハローワーク）へお問い合わせください。

No 企 業 名 就業場所 業 種 募 集 職 種　

21  藤成測量　株式会社 土木建築サービス業
測量補助・ドローン操作(正社員)(大卒等)
技術者補助・一般事務 (パート)

24 株式会社　ヤオハン 各種食料品小売業

総合職（販売職） (大卒等)
店舗スタッフ〔ト〕(正社員)
寿司部門（ヤオハンＮＥＷ大平店）(パート)
惣菜部門（ヤオハンアイム店）(パート)
食肉加工（ヤオハン本部）(パート)
レジ業務(ヤオハンＮＥＷ西店)(パート)
品出し(ヤオハンＮＥＷ大平店）(パート)
レジ業務(ヤオハン城内店)(パート)

25 ファーマシー中山　株式会社 医薬品・化粧品小売業 
総合職(医療事務、一般事務)(正社員)(大卒等)
薬剤師(正社員)(大卒等)
管理栄養士(正社員)(大卒等)

18 (株)上原園 その他の食料品製造業

総合職(正社員)(大卒等)
製造〔都賀インター工場〕(正社員)
製造〔都賀インター工場〕(夜勤のみ)(正社員)
育成管理〔都賀インター工場〕(正社員)
野菜の荷受〔都賀インター工場〕(フルタイムパート)
昼)カット野菜の検査・箱詰〔都賀インター工場〕（パー
ト）
昼)カット野菜の検査・箱詰〔栃木工場〕（パート）
夜)製造（もやし）〔都賀インター工場〕（パート）
仕分け作業〔都賀インター工場〕（パート）

17 株式会社　カシワ
その他の金属製品製造

業

営業(正社員)
梱包・出荷(正社員)
溶接(半自動溶接)(正社員)
事務(正社員)
業務アシスタント(正社員)

16
トレーラーハウスデベロップメント(株)
栃木工場

自動車・同附属品
製造業

ドライバー(正社員)
電気工事(正社員)
溶接工(正社員)

栃木市

壬生町

栃木市都賀町
栃木市都賀町
栃木市都賀町
栃木市都賀町
栃木市都賀町
栃木市都賀町

栃木市
栃木市都賀町
栃木市都賀町

20 株式会社　ヨネモリ　関東工場
建設用・建築用

金属製品製品製造業（製
缶板金業を含む）

施工技術者及び施工管理者(正社員)
一般事務（工場内作業一部含む）(正社員)
生産設計・生産技術管理(正社員)

19  株式会社　福田土木
土木工事業（舗装工事業

を除く）

エクステリア工事スタッフ(正社員)(大卒等)
土木工事スタッフ(正社員)(大卒等)
エクステリアプランナー(正社員)

栃木市藤岡町

栃木市岩舟町

栃木市、大平町岩舟町
小山市、壬生町

栃木市大平町
栃木市
栃木市
栃木市

栃木市大平町
栃木市

栃木県、茨城県
栃木県、茨城県
栃木県、茨城県

栃木市藤岡町

22 株式会社　協和製作所　小山工場
栃木市岩舟町

または
真岡市

自動車・同附属品
製造業

総合職（生産技術・品質管理・営業）(正社員)
技能職(正社員)

23

株式会社　サンプラザコーポレーション

株式会社　栃木自動車教習所

 
株式会社　壬生自動車学校

栃木市

栃木市

壬生町

スポーツ施設提供業

専修学校，各種学校

専修学校，各種学校

スポーツ指導員(正社員)(大卒等)
調理師（見習いも可）(正社員)(大卒等)
営業職(正社員)(大卒等)
フロントスタッフ(正社員)
営業(正社員)
調理師業務(正社員)
調理補助「そばの里ながの」(パート)
配膳スタッフ「本館」(パート)

教習指導員見習(正社員)(大卒等)
経理・総務(正社員)

教習指導員見習(正社員)(大卒等)

栃木市マスコットキャラクターとち介 

 事前の書類選考が無いため、企業の担当と 

         直接 面接できます。  

このチャンス、ぜひご利用ください！ 
ｃ柊あおい 

壬生の妖精ミーナ  


