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－ １ － 

No.1 

オオサカフジコウギョウカブシキガイシャ  カシマシテン 事事業業内内容容  

大阪富士工業株式会社 鹿島支店  国内有数の大手鉄鋼メーカーのパートナー企業として、製鉄所に於い

て鉄鋼生産ラインの管理から品質・安全管理、設備メンテナンス、専用

機械開発といった各種工程作業を請け負っています。 業業種種  製造業 

本本社社住住所所  〒 660－0811 兵庫県尼崎市常光寺１丁目９番１号 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1955年 3月 

 １９５５年に創業した鉄鋼界に於ける老舗企業です。創業以来「鉄」

を核に様々な形で、お客様の「ものづくり」を支えて来ました。鹿島支

店は、日本製鉄(株)東日本製鉄所鹿島地区内の各工場に於いて様々な鉄

鋼・ステンレス製品の製造や生産設備の保全・整備を担っており、都市

開発や産業の発展に大きな役割を果たしております。 

資資本本金金  9,447万円 売売上上高高  223億円 

従従業業員員数数  2,379名(全社)  370名(鹿島支店) 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒 314－0014 

茨城県鹿嶋市光３番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http：//www.ofic.co.jp 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社３３年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

  

鹿鹿島島支支店店        

 私が勤務する職場は、日本製鉄(株)東日本製鉄

所内にあり、ガス・水道の配管に使用するパイプ

を亜鉛槽に漬けてメッキする作業を昼・夜の交替

勤務で行っています。私はメッキ処理設備の調

整・メンテナンスや副産物として発生する不純物

の除去、生産実績の集計などを行っています。 

鹿島支店 小径管部 小径一課 Ａ.О 

 私にとっての仕事のやりがいは、今までに経験をし

たことの無い仕事を任され、それをやり終えたときで

す。その仕事に取り組んでいるときは、苦労や壁にぶつ

かることもありますが、そのハードルを乗り越えて目

標を達成したときには、大きな達成感があります。仕事

を通じて自らの成長を実感でき、とてもやりがいを感

じます。最初は分からないことばかりですが、職場のみ

んなが教えてくれます。是非同じ会社で日本製鉄ブラ

ンドの製品を世界に送り出しましょう。 
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－ ２ － 

 

No.2 

オオトリテックカブシキカイシャ 事事業業内内容容  

鳳テック株式会社 ・薄板鋼板コイルの梱包作業 

・クレーン運転、管理作業 

・品質検査の操業試験作業 業業種種  【製造業】製鉄所内にて製品の梱包作業等 

本本社社住住所所  〒３１４－００１４ 茨城県鹿嶋市光３番地 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  昭和３８年 

私たちは鹿島製鉄所で作られる薄板鋼板を梱包している会社です。 

私たちが包んでいるのは、次の場所で車や冷蔵庫となって皆さんの手元

に届く大切な商品です。「一つひとつ確実に丁寧な作業の実践」をモット

ーに社員一人一人の顔がわかる、アットホームな会社です。 

資資本本金金  １億円 売売上上高高  １，６９４百万円 

従従業業員員数数  １２３名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－００１４ 

茨城県鹿嶋市光３番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.otori-tech.com/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社３３年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  写写真真ななどど添添付付  

僕は、１ＮＡＣという職場で梱包作業を行ってい

ます。コイルという薄い鉄板をロール状に丸めた

製品に金属資材を取り付ける作業を行ったり、最

近は先輩社員に教わりながら大きなコンベヤー

を動かす機械操作も行っています。 

製品といい、梱包を行う機械といい、１つ１つが

とても大きいので大変な作業ですが、とてもやり

がいがあります。 

鳳テックは、上司、先輩方がみんな話しやすい人たち

なので、いい意味で気を遣わずに話すことが出来ます。

仕事もプライベートもわからないことがある時はすぐ

に相談できる楽しく働きやすい環境だと思います。 

ちなみに、クレーン試験を受験した際には、仕事中で

も学習時間を作ってくれたり、問題集を貸してくれた

り、様々なところでサポートしてくれました。 

ちなみに女性のクレーンマンも活躍しています。 
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－ ３ － 

 

No.3 

カシマキョウドウカリョクカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

鹿島共同火力株式会社 親会社となる日本製鉄㈱東日本製鉄所鹿島地区の生産工程で発生する副

生ガスを主燃料として有効活用し、効率的な電気を作ることです。 
業業種種  【火力発電事業】火力発電による発電事業 

本本社社住住所所  〒３１４－００１３ 茨城県鹿嶋市新浜５番地 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９６９年（昭和４４年）１２月２２日 

当社の電力は、東京電力エナジーパートナー・日本製鉄を通じて安定供

給することにより、社会貢献をしております。 

つまり当社は、日本一の電力会社「東京電力」と日本一の鉄鋼メーカー

「日本製鉄」が作った会社であり、その両会社に電力を送っている安定

した会社です。 

資資本本金金  ２２０億円 売売上上高高  
410億 4262万 3千円 

（2020実績） 

従従業業員員数数  １０１名（２０２２年４月１日現在） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－００１３ 

茨城県鹿嶋市新浜５番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.tgn.or.jp/ksk/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

当社は、火力発電設備のオペレーション、メンテナ

ンス、技術・環境管理を行う発電所と総務・経理、

経営企画業務などを行う事務系に分かれており、私

は事務系の中の総務・人事労務の業務を行っていま

す。 

事務系社員は直接的に発電には携わっていません

が、生活や働いていく上で「電気」をつくることの

必要性・重要性は日々感じており、安定供給による

地域社会への貢献が仕事のやりがいとなっていま

す。 

 

当社の求める人材は、 

・情熱・行動力のある方 

・企画力・提案力のある方 

・コミュニケーション力がある方 

自ら目標を立て、失敗を恐れず行動に移し粘り強く取り

組む情熱・行動力のある方や既存の発想にとらわれず、

課題に対して新しい解決方法を考える企画力・提案力の

ある方、そして目標に向かって、周囲の人を動かしてい

くコミュニケーション力のある方を募集しています！ 
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No.4 

カブシキガイシャ エコイノベーション 事事業業内内容容  

株式会社 エコイノベーション RC資源循環炉の操業及び設備メンテナンス 

ガス化溶融炉の操業及び設備メンテナンス 
業業種種  製造業 

本本社社住住所所  〒314－0014 茨城県鹿嶋市光３番地 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９７０年（昭和４５年） 
当社は日本製鉄㈱東日本製鉄所鹿島地区内において、リサイクルを行っ

ている会社です。製鉄所内のダストや所外で発生する廃棄物から鉄と亜

鉛の回収を行い、回収した鉄は製鉄所の高炉へ、亜鉛は精錬メーカーへ

とリサイクルしています。 

廃棄物の処理工程から二次廃棄物を一切発生させないパーフェクトリサ

イクルシステムを通して鉄資源の循環システムを構築しています。 

資資本本金金  １億円 売売上上高高   

従従業業員員数数  １００名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314－0014 

茨城県鹿嶋市光３番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http：//ecoinnovation.jp 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 33年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

還元焙焼された鉄をサンプリングし、分析する 

仕事をしています。サンプルを写真の分析装置 

に挿入し、カーボンの数字を分析します。 

装置の内部が高温になるので取り出し時には 

火傷に注意して作業します。また、別の分析装置

では亜鉛や石灰等の分析もします。分からないこ

とがあれば先輩や上司にアドバイスを受けなが

ら頑張っています。 

 

・元気な挨拶、返事が出来る人 

・時間を守れる人 

現場で働いている人は数人が 1 班となって仕事をして

います。夜に働くこともあるので、時間を守ることが大

事です。これは学校で遅刻しないという点でも同じだ

と思います。 

若い方も多いので、気軽に相談に乗ってくれてます。 

ぜひ一緒に働きましょう！！ 
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－ ６ － 

 

No.6 

ニッテツテックスエンジカブシキガイシャ ヒガシニッポンシテン 事事業業内内容容  

日日鉄鉄テテッッククススエエンンジジ株株式式会会社社  東東日日本本支支店店 日本製鉄グループの中核を担う総合エンジニアリング企業です。 

製鉄プラントをはじめ、「ものづくり」に必要な各種プラントの建設か

らメンテナンスに広く関わっています。 
業業種種  建設業 

本本社社住住所所  〒100-0005 
東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2号  

三菱ビル 
ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1946（昭和 21）年 9月 7日 
日本製鉄㈱１００％出資の会社です。 

鉄をつくる設備が、安定稼働できるよう私達一人ひとりの技術・技能で

支えています。 

また、その技術・技能を生かし、製鉄所以外の外部案件工事も行ってい

ます。 

なので、社員が大切で人材を『人財』ととらえ、社員の育成に力を入れ

ています。 

資資本本金金  54億 7,000万円 売売上上高高  2,804億円 ※2022年 3月期 

従従業業員員数数  12,840名 （内 鹿島地区 937名） ※2022年 3月 31日現在 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0014  茨城県鹿嶋市光 3番地 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区構内 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.tex.nipponsteel.com/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社２２年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

日本製鉄㈱東日本製鉄所鹿島地区および外部案

件工事における設備の保守・点検・維持管理業

務を行っています。 

主な仕事内容は、工場設備の一部を取り外し、

自社の工場で整備し、直したものを組立て工場

に据え付けるなどの作業をしています。整備し

た設備が工場内で動いている姿をみると、やり

がいを感じられる仕事です。 

◆やる気、元気がある人 

◆しっかりと挨拶と返事が出来る人 

◆ルール・時間・期限を守れる人 

◆責任感のある人 

これらのことは社会人になる上で、とても大事なこと

なので、学校生活の中でも頑張っておくことが大切で

す。 

ぜひ私達と一緒にテックスエンジで働きましょう！ 
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－ ８ － 

 

No.8 

コウノイケウンユカブシキカイシャ カシマシテン 事事業業内内容容  

鴻池運輸株式会社 鹿島支店 大手鉄鋼メーカーにおいて、鉄の製造に関わる業務（原料管理・製品の

配替、輸送等）や設備の修理業務等を行っております。 
業業種種  製造業請負サービス、運輸業 

本本社社住住所所  〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1945年 
「「運運ぶぶだだけけがが仕仕事事ででははなないい」」  

運輸と名の付く会社ですが、弊社では鉄鋼・食品・医療・空港等幅広い

業界で請負サービスを提供している会社です。当支店では、製鉄所内の

輸送業務や設備点検業務・修理業務等を行っております。直近ではドロ

ーンを用いた測量業務や点検業務にも力を入れ、最新技術と長年の経

験・知識の融合による新たなサービス提供に挑戦しています！ 

資資本本金金  1,723百万円 売売上上高高  292,348百万円（21年 3月期） 

従従業業員員数数  15,000人 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0015 

茨城県鹿嶋市泉川 1520-4 

ＵＵＲＲＬＬ  https://kashima.konoike.biz/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 33年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

ドローン職場において、工場建物の屋根に穴が開

いていないか・人が入っていけないような狭い場

所の点検を行っています。 

屋外での飛行は風の影響も受けるのでまっすぐ

平行を保って飛ばすのは難しいですが、とてもや

りがいがある仕事です。 

・年の近い先輩社員も多く、上司も気さくな方が多いの

で和気あいあいとした活気のある職場です！ 

・分からないところは、理解できるまで優しく丁寧に指

導してくれます！ 

・仕事と休日のメリハリもあり、オフの時間は会社の福

利厚生でサッカーチケットを無料配布して頂き、サッ

カー観戦もできます！ 

ぜひ、会社見学に来てください 
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No.9 

カブシキガイシャ アスドリーム 事事業業内内容容  

株式会社 アスドリーム 自動車全メーカー新車・中古車・販売・買取・整備・車検・板金塗装・

レンタカー・ボディコーテイング・損害生命保険・各種施工取り扱い 
業業種種  サービス業 

本本社社住住所所  〒314-0011 鹿嶋市港ヶ丘 1-1-36 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  2000年 8月(創業 1999年 3月) 

１９９９年鹿嶋市にて創業し現在鹿嶋市と神栖市にて四店舗体制で展開

中。地域一番点を目指し、行動指針は「お客様の安全安心快適を満たす

最高のサービスを提供します」企業理念を「全従業員の物心両面の幸福

を追求し、地域社会と共に成長、永続する企業となります」 

 

URL  https://asdream.co.jp/ 

資資本本金金  １，０００万円 売売上上高高  １３億円（2021年 7月期） 

従従業業員員数数  ５５名（男３９・女１６・パート含） 

事事業業所所  

所所在在地地  

  

〒314-0011鹿嶋市港ヶ丘 1-1-34 オートガレージオオタ港ヶ丘店 

〒314-0023鹿嶋市谷原 423    オートガレージオオタ谷原店  

〒314-0033鹿嶋市鉢形台 2-4-1  ケアーズ鹿嶋店 

〒314-0115神栖市知手 3011-85  カーセブン神栖店 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【波波崎崎高高校校普普通通科科卒卒女女子子入入社社 44年年目目社社員員  自自動動車車整整備備士士】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

普通自動車と軽自動車がメインの整備作業 

車検整備 オイル・タイア交換 

ナビゲーション・オーディオ取り付け 

キーパーコーティング施工 

修理見積作成 

今年会社全額負担で整備資格取得外部研修に入

校、国家三級整備士取得予定 

整備の仕事をやりたく、入社してから資格を取れるマ

ニュアル研修がある。整備が出来なくてもカーライフ

アドバイザーやコーティング洗車や事務スタッフなど

いろいろな部署でチャレンジ出来る会社です。初めの

頃はミスも有りましたが、例えば新車の整備を一人で

任せられ、最後まで一人で作業出来た時の達成感はと

ても満足でき、やりがいがある。納車時にお客様から

「ありがとう」の言葉が頑張れる原動力です。 
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－ １０ － 

 

No.10 

カブシキガイシャ スミエイ 事事業業内内容容  

株式会社 スミエイ 建設業（設備工事業） 

管工事・鋼構造物工事・機械器具設置工事・土木工事 他 
業業種種  建設業 

本本社社住住所所  〒６４０－８４０４ 和歌山県和歌山市湊４丁目１３番５号 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９６６年 私たちは創業以来「活力」と「信用」をモットーに、鉄鋼メーカーを主

要客先として各種プラントの建設、メンテナンス業務に携わっています。

お客様プラント安定操業へのサービスを通じ世の中へ貢献します。主な

現場は日本製鉄(株)東日本製鉄所鹿島地区構内です。最初はベテラン社

員の元で補助的な仕事全般を行います。必要な資格については入社後、

随時取得して頂きます（費用は会社負担）。条件により会社から社用車（ラ

イトバン）を貸与します（通勤・現場移動用）。 

資資本本金金  ５，０００万円 売売上上高高  ２０億円 

従従業業員員数数  ８４人 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－００１３ 

茨城県鹿嶋市新浜２１ 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.sumiei.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

主に、日本製鉄(株)鹿島地区構内で設備の補修・

メンテナンスをしています。お客様への営業、受

注後に着工するうえで必要な施工計画書等の書

類作成、現場での安全・工程・品質の管理、完工

後の売上・原価管理などの施工管理を行っていま

す。 

協力会社の方々と安全に、工期を守り、品質良く、

トラブルなく施工することが私たちの仕事です。 

鉄づくりや設備補修・メンテナンスなどの知識がなく

ても先輩社員・協力会社の方々が、一から丁寧に教え

てくれます。 

また新しい資格取得にも挑戦でき、様々な知識を得る

ことができます。 

施工管理という仕事は決して一人ではできません。 

共に働く仲間を「信頼」し、「活力」をもって一緒に働

きましょう！ 
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No.11 

カシマショクヒンカブシキカイシャ 事事業業内内容容  

鹿島食品株式会社 
業務用総合食品卸売                                                     

食料品（ドライ・チルド・冷凍食品）・青果・精肉・乳製品・日配品・酒

類・飲料・包装資材・製餡・製菓原材料・介護用食材・食品衛生資材・

備蓄用非常食の販売をしている会社です。 
業業種種  業務用総合食品卸売 

本本社社住住所所  〒３１４－０１３２ 茨城県神栖市筒井１６２０－３ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９５２年（昭和２７）２月１日 当社の創業は、１９５２年（昭和２７年）製餡業を出発点とし、業務

用総合食品卸売業に変革して７１期目を迎えている会社です。 

業務用食材を、茨城・千葉の両県を商圏として保有車両６０台を有し、病

院・老健施設・ホテル・レストラン・ゴルフ場などへ商品の提案と販売をし

ています。また、食の変化とニーズに的確に対応し要望のより一層多様化す

る中でお客様に『安心・安全・信頼』を築き、地域社会に貢献できるよう真

剣に取り組んでおります。 

資資本本金金  ５,０００万円 売売上上高高  ５５億円 

従従業業員員数数  ９８名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０１３２ 

茨城県神栖市筒井１６２０－３ 

ＵＵＲＲＬＬ  http://kashoku.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

【営業業務】 

お客様よりご注文を頂いた商品をリストに基

づき商品の品揃えを行い、病院・老健施設・ホテ

ル・レストラン・ゴルフ場などへ商品を販売・納

品する仕事をしております。 

【一般事務】 

システムへの受注入力（伝票作成）や入荷確定（仕

入買掛）や検収(売掛)請求書作成と電話応対など 

仕事はチームワークで行うためコミュニケーション

能力はとても大事です。また、明るい挨拶はもちろん、

仲間を思いやる心や責任感が必要で、情熱をもって仕

事に取り組む気持ちが大切です。 

是非、一度会社見学をして頂き、社内の雰囲気を感

じてほしいと思います。 共に一緒に働きましょう。 
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－ １２ － 

 

No.12 

エネオスカブシキガイシャ カシマセイユショ 事事業業内内容容  

ＥＮＥＯＳ株式会社 鹿島製油所 石油製品（ガソリン・灯油・潤滑油等）の精製および販売 

ガス・石炭の輸入および販売 

石油化学製品等の製造および販売、電気・水素の供給 業業種種  石油精製業 

本本社社住住所所  〒100－8162 東京都千代田区大手町一丁目 1番地 2号 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1888年（明治 21年）5月 10日 
当社は総合エネルギー企業として、石油、電気、ガス等、幅広いエネル

ギー事業に取り組み、人々の暮らしを支えています。特にガソリンをは

じめとする燃料油販売シェアは国内 No.1です。「ＥＮＥＯＳ」ブラン

ドを掲げ、国内で使われる燃料油の 50％以上を当社が供給しています。

その供給を支えるのが製油所です。製油所は 24時間・365日休まず稼働

し、世の中に欠かせない燃料油を供給する使命を担っています。 

資資本本金金  300億円 売売上上高高  10.9兆円 

従従業業員員数数  9103人（2022年 4月 1日現在） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314－0198 

茨城県神栖市東和田 4番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.kashima-oil.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

運転員として、石油精製装置を実際に運転するお

仕事です。自身の担当エリアを巡回して、装置や

周辺環境の安全管理を行ったり、トラブル未然防

止のための点検作業等を実施します。鹿島製油所

はガソリンや灯油、ジェット燃料等、生活する上

で欠かせない様々な石油製品をつくり、お客様に

供給します。日本のエネルギーの安定供給の一翼

を担っているという大変やりがいのある仕事を

一緒にしましょう！ 

鹿島製油所では、一緒に働く仲間を募集しています。 

☆様々な年代の方とコミュニケーションができる人 

☆自主的に学ぶことが出来、挑戦・向上心のある人 

☆基本的なビジネスマナー（言葉遣い、あいさつ等）が

できる人 

ぜひ、一緒に働きましょう！！ 

入社してからは仕事を覚えたり、業務に必要な資格取

得など勉強することはたくさんありますが、私達、鹿島 

製油所の社員が丁寧に教えます！ 
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－ １３ － 

 

No.13 

ナメガタシオサイノウギョウキョウドウクミアイ 事事業業内内容容  

なめがたしおさい農業協同組合 総合農協事業全般 

信用事業、共済事業、購買事業、販売事業、指導事業 他 
業業種種  農業協同組合 

本本社社住住所所  〒314－0148 茨城県神栖市深芝 2752-5 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  2019（平成 31）年 2月 1日（合併日） 当ＪＡは平成 31年 2月 1日にＪＡしおさいとＪＡなめがたが合併して

誕生しました。 

神栖市、鹿嶋市、行方市、潮来市を管内として、信用（ＪＡバンク）、

共済（ＪＡ共済）、購買（農業生産資材等の販売）、販売（農産物の集出

荷販売）、指導（営農・生活）など多様な事業を展開しています。 

組合員・利用者の皆様との絆を大切にして、地域に根ざした農業と食

文化を守り、地域住民に愛され信頼される組織を目指しています。 

資資本本金金  31億円 売売上上高高  84億円 

従従業業員員数数  283名 

事事業業所所  

所所在在地地  

神栖市太田、鹿嶋市鉢形台、鹿嶋市浜津賀、行方市麻生、行方市

島並、行方市山田、行方市玉造甲、潮来市辻 他 

ＵＵＲＲＬＬ  https://ja-ns.or.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社２２年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  
    

 私は信用事業を担当しています。ＪＡをご利用

の皆さまからお預かりする貯金のお取り扱いや、

営農や生活に必要な資金のご融資を行うことが

主な業務になります。 

 お客様の大切な資産を取り扱っているため、常

に丁寧な仕事が求められます。 

 少し難しい印象を持ってしまうかもしれませ

んが、お客様から直接感謝の気持ちを伝えられた

時はとてもやりがいを感じます。 

業務の中で Excel・Word を使っての処理や簿記の知

識が少し必要になることがあるので、学生のうちに少

しでも触れておくと業務をスムーズに進めることがで

きると思います。 

仕事で必要な資格はその都度取得できるので、わか

らないことがあれば私たちが全力でサポートします！ 

“笑顔で明るく元気よく！”をモットーに、アットホー

ムな雰囲気の職場で一緒に働いてみませんか？ 
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No.14 

ジョウソウカイハツコウギョウカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

常総開発工業株式会社 
土木施工管理・建築施工管理・営業職・総合事務職 

業業種種  総合建設業 

本本社社住住所所  〒３１４－０１３４ 茨城県神栖市賀２１０８－８ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  ２０１４年１０月２０日 
当社は、茨城県・千葉県を拠点に建設事業を展開し、常に地域と共に仕

事に取り組み、お客様のニーズに応えるべく、街づくりに必要な技術の

向上に力を注いできました。また、道路・港湾・上下水道などの生活イ

ンフラ設備をはじめ、官公庁・医療・福祉施設・商業施設といった建築

物、さらにはマンション・個人住宅など、当社の事業領域は飛躍的に拡

大しています。地域に頼られる企業として、常に成長し続けています。 

資資本本金金  １億円 売売上上高高  １１０億９２０万円 

従従業業員員数数  １５０名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０１３４ 

茨城県神栖市賀２１０８－８ 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.josokk.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

【土木工事】道路や橋梁、港湾、上下水道などの

インフラ整備や河川・護岸などへの災害対策を行

っております。 

【建築工事】公共施設からオフィスビル、各種学

校、集合住宅の建設。打合せから企画開発、設計、

施工監理までを一貫して行う設計施工も行って

おります。 

●コミュニケーション能力のある人 

●積極的で行動力のある人 

一つひとつの工事に責任を持って取組み、最高品質を

お客様に提供できるように、日々努力している社員が

多数活躍しています。 

地域に貢献出来る仕事です。会社見学等、行っておりま

すのでお気軽にお越し下さい。 
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No.15 

ショウワサンギョウカブシキガイシャ カシマコウジョウ 事事業業内内容容  

昭和産業株式会社 鹿島工場 ・小麦からパンやラーメンなどの原料となる“小麦粉”の製造 

・大豆、菜種から揚げ物やﾏﾖﾈｰｽﾞなどの原料となる“植物油”の製造 

・ﾄｳﾓﾛｺｼから飲料やアイスなどの原料となる“糖化製品”の製造 他 業業種種  食料品製造業 

本本社社住住所所  〒１０１－８５２１ 東京都千代田区内神田２－２－１ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1936年（昭和 11 年）2月 18日 

■80年以上の歴史を持つ食品メーカー 

 昭和産業は「食を通じて日本を豊かにしたい」という創業者の強い想

いのもと、1936年に設立されました。現在もグループ経営理念である

「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」のもと、穀物取扱量日本一で

あるスケールメリットを活かし日本の食を支えています。 

資資本本金金  142億円 売売上上高高  2,876億円（連結） 

従従業業員員数数  2,899名（連結）(2021年 3月 31日付) 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０１９４ 

茨城県神栖市東深芝６ 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.showa-sangyo.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 77年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ    

 

小麦粉の製造オペレーターをしています。当社

では１日に１０００t もの小麦から小麦粉を製造

しております。私は大規模な製造設備を操作

し、お客様の要望に合った小麦粉ができるよう

に、機器の点検・整備、製造した小麦粉の品質

確認をしております。 

自分が製造に携わった小麦粉が姿・形を変え、

色々な人に食べていただいていると思うとやり

がいを感じます。 

 

仕事はチームで行われます。高校生活での部活動や学

校行事などで“相手の考えていること”、“自分ので

きること”を考え『一生懸命』頑張る力があれば、会

社（チーム）でも力を発揮できます。 

 

ぜひ一緒に働きましょう！ 

当当社社 PPRR動動画画    
QQRRココーードド 

家家庭庭用用ホホッットトケケーーキキ  
売売上上げげ日日本本一一（（当当社社商商品品一一例例）） 
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No.16 

シンエツカガクコウギョウカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

信越化学工業株式会社  ・塩化ビニル樹脂、化成品の製造・販売 

・半導体シリコンの製造・販売 

・シリコーンの製造・販売 他 業業種種  化学工業 

本本社社住住所所  〒１００-０００４ 東京都千代田区丸の内１-４-１ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９２６年９月１６日 

・塩化ビニル樹脂、半導体シリコンは世界シェア首位。 

 それ以外でも世界シェア首位あるいは国内シェア首位の製品を多く 

 有しています。 

・高い収益性を維持しており、業界内でも高収益企業として 

知られています。 

資資本本金金  １，１９４億円 売売上上高高  ２兆７４４億円 

従従業業員員数数  ２４，９５４人（連結） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４-０１０２ 

茨城県神栖市東和田１ 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.shinetsu.co.jp 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社４４年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

・塩化ビニル樹脂、化成品等の生産 

・製造設備の保守・点検 

・製造設備の建設・補修等 

・当社の仕事は、高い技術力とチームワークが求められ

ます。 

新入社員の頃は先輩方のように仕事ができるように

なるか不安に感じていましたが、会社からの資格取

得支援や先輩方の丁寧な教育のおかげで徐々に仕事

をこなせるようになりました。 

当グループの一員として働くことに興味を持った方

は、是非工場見学等にお越しください！！ 

心よりお待ちしております。 
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－ １８ － 

 

No.18 

ディーアイシーカブシキガイシャ カシマコウジョウ 事事業業内内容容  

ＤＩＣ株式会社 鹿島工場 合成樹脂、顔料、印刷インキ、電子記録表示素材（電子写真用トナー）、

磁気製品、液晶、プラスチック成形品、粘着製品、石油化学製品、建材

などの開発と製造・販売。 業業種種  【化学工業】化学品の製造・販売 

本本社社住住所所  〒103-8233 東京都中央区日本橋三丁目 7番 20号 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1937(昭和 12)年 3月 15日（創業 1908(明治 41)年 2月 15日） 
吉岡里帆さん演じる「DIC岡里帆」のコマーシャルでおなじみの化学メー

カーです。1908年、印刷インキの製造と販売で創業し、その基礎素材で

ある有機顔料、合成樹脂をベースとして、自動車、家電、食品、住宅な

どの様々な分野に事業を拡大。印刷インキ、有機顔料、PPSコンパウンド

で世界トップシェアとなり、現在、世界の 60を超える国と地域にグロー

バルに事業を展開しています。 

資資本本金金  966億円 売売上上高高  8,554億円（2021年度実績） 

従従業業員員数数  連結 22,474名 単体 3,681名 （2021年 12月 31日現在） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0193 

茨城県神栖市東深芝 18 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.dic-global.com/ja/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社３３年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

 

鹿島工場では、有機顔料、ベースインキ、金属石

鹸、硫黄系石油添加剤、エンジニアリングプラス

チック（PPS 樹脂）といった、インキ・自動車用

途等の基礎素材を製造しています。私自身の主な

業務は、各有機顔料の製造及び生産設備の運転管

理・メンテナンスです。プロセスコンピュータの

プログラミングを担当し、求められる品質の向上

に携わっています。 

何かにチャレンジしたい時、一人ではなく先輩社員と

協力し合って課題を解決し、目標を達成するといった

協調性が豊かな職場です。資格取得、研修、e-learning

など様々なカリキュラムが豊富にあり、自由に自身の

スキルアップを目指せる会社です。 

また、DIC 鹿島工場は今年で操業 50 周年になります。

今よりさらに活気溢れる職場を作る、その一員となり

一緒に働いてみませんか。皆さんの入社を快くお待ち

しております。 
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－ １９ － 

 

No.19 

フジコウウンカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

富士港運株式会社 
・港湾荷役事業及びそれに伴う付帯作業 

業業種種  港湾運送事業 

本本社社住住所所  〒１０５－００１３ 
東京都港区浜松町 1-29-6  

浜松町セントラルビル 
ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９５０（昭和２５）年３月２７日 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 鹿島地区構内の専用岸壁に船を停泊

させるための綱取り、その船より製鉄品の原料となる鉄鉱石や石炭を

揚げる仕事、また出来上がった鉄鋼製品を船へ積み付ける仕事という

製鉄所の入口と出口にあたる仕事を大型の特殊車輛や重機を用いて 

行っております。 

また、荷役に使用する大型重機や道工具の管理、ワイヤー加工等を自

社で行っており、幅広く業務を行っています。 

資資本本金金  ５億４，６００万円 売売上上高高  ７８億５,０００万円 

従従業業員員数数  ５２１名（うち鹿島事業部２２３名） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－００５１ 

茨城県神栖市光１番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.fujikoun.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社２２年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ    

鉄製品を作るための材料となる鉄鉱石や石炭な

どを、大型輸入船より揚げる仕事をしています。 

仕事としては、大型特殊クレーンへの合図や、大

型建設機械を運転している先輩方への合図です。 

普段見ることが出来ないような大型特殊機械が

多くあり、自分も運転できるようになるのが目標

です。 

初めは交替勤務に慣れず、体が辛くなる時もありまし

たが、今となっては問題なくなりました。 

交替勤務ということもあり、同級生よりは多く給料を

頂いています。 

普段の生活では見ることが出来ない大きな貨物船に乗

ることが出来、ブルドーザーなどの重機もたくさんあ

ります。建設機械などの重機が好きな学生、いっぱい

稼ぎたい学生は、是非一緒に働きましょう!! 
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－ ２０ － 
 

No.20 

フソウカガクコウギョウカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

扶桑化学工業株式会社 
化学工業製品の製造・販売 
・鹿島事業所：ライフサイエンス事業のリンゴ酸、無水マレイン酸、フマル酸を製造 
･2023年 4月から、当事業所で電子材料事業の新工場が稼働予定 業業種種  化学工業製品の製造販売 

本本社社住住所所  〒５４１－００４３ 
大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目 3番 10号 
（日生伏見町ビル新館 5階） 

ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  １９５７年６月 当事業所は、1972年に操業を開始し、武田薬品・三井化学の工場を経て
2017年 11月から扶桑化学工業の東日本の製造拠点となりました。 
当社は国内唯一のリンゴ酸メーカーとして、鹿島と大阪の工場とをあわせて世界トッ
プクラスの生産能力を有します。リンゴ酸などの当社の有機酸は、主に食品や日用
品の原料として使用され、日本や海外でニーズが高まっています。 
また、当社の「超高純度コロイダルシリカ」は、半導体の製造に必要不可欠なナノ粒
子として世界でトップクラスのシェアを有しています。2023年４月からは、当事業所
で「超高純度コロイダルシリカ」の新工場が稼働する予定です。 
「リンゴ酸」や「超高純度コロイダルシリカ」など、「グローバルニッチトップ企業」として、
神栖の地から「世界一」の素材を、一緒に提供していきましょう。 

資資本本金金  ４３億３,４０４万円 売売上上高高  ４２２億円（連結） 

従従業業員員数数  ７９４名（連結） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０１０２ 
茨城県神栖市東和田 20番地 

ＵＵＲＲＬＬ  https://fusokk.co.jp 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

以下のような製品を製造するための製造オペレーター及
びそれを支える工務・安全環境・品質保証・分析・管理
といった業務です。 
【ライフサイエンス事業】 
リンゴ酸、無水マレイン酸、フマル酸 
【電子材料事業】 
超高純度コロイダルシリカ 

●チームワークを大切にできる人 
●積極的で前向きな人 
●思いやりのある人 
●コミュニケーション能力のある人 
人々の暮らし・生活を支える製品を提供しています。 
一緒に社会に貢献していきましょう。 
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－ ２１ － 

 

No.21 

ﾗｲｵﾝｹﾐｶﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 事事業業内内容容  

ﾗｲｵﾝｹﾐｶﾙ株式会社 ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ事業所 
石油化学製品の製造 

業業種種  化学工業 

本本社社住住所所  〒130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  2003年 12月 24 日 
当社は、ライオン㈱で取扱う製品の原料製造・供給を担う会社とし

て、ライオン㈱100%出資の下でスタートしました。 

ライオングループの一員として、皆様の日々の暮らしに役立つ家庭用

品(衣料用洗剤や柔軟剤、台所用洗剤、歯磨など)をお届けするために、 

時代のニーズに合わせた原料（界面活性剤など）をライオン㈱と共同で

開発しながら、様々な製品の供給をサポートしています。 

資資本本金金  78億円 売売上上高高  224億円（2021年実績） 

従従業業員員数数  196名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0102 

茨城県神栖市東和田 22 

ＵＵＲＲＬＬ   

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社１１年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

 プラントオペレーターとして、生産設備の計器

類の操作・監視をすることが主な仕事です。 

 化学物質や高圧ガスを扱うプラントを運転し

て 4班 3交替で生産しています。 

 自分が製造した原料を使用している製品が、店

頭に並ぶことをイメージすると、やりがいを感じ

ます。 

入社してしばらくは先輩から運転知識などを学んで

いきます。 

生産を行うためには、コミュニケーションをとるこ

とが特に大切だと感じました。 

私たちと一緒に、ライオン製品を支えましょう！ 
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－ ２２ － 

 

No.22 

エヌテーアクアツインズカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

エヌテーアクアツインズ株式会社 リネンサプライ事業：ビジネスホテルで使用されているタオル、シー

ツ、枕カバーといった商品をクリーニング付きでレンタルしています。 

お客様は外資系ホテル様や大手航空会社様です。 業業種種  リネンサプライ業 

本本社社住住所所  〒144-0041 東京都大田区羽田空港 1-6-6 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1990（平成 2）年 8月 空港やホテルを影から支える縁の下の力持ちのような存在であり、 

自分たちの仕事に自信をもって取り組んでいます。不安なこともあるか

と思いますが、職場見学などで詳しく説明させて頂きますので、安心し

てお越し下さい。入社後の研修やサポートも充実していて、皆さんの成

長を全員でサポートします。仕事中はもちろん真剣ですが、写真のよう

にとてもアットホームな職場です。ぜひ職場へ来て、雰囲気を感じてみ

てください。 

資資本本金金  3,000万円 売売上上高高  25億円 

従従業業員員数数  230名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0255 

茨城県神栖市砂山 2668-13 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.wash.co.jp/nt/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 33年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

リネンサプライ工場でのクリーニングに関わる

お仕事ですが、ほとんどの作業を機械が行ってく

れます。商品を振り分ける仕分け班、クリーニン

グ・洗濯工程の洗浄班、洗浄後の商品を機械にセ

ットする仕上げ班、出荷準備を行う出荷班など全

部で約 10 の作業工程があります。各工程に約 10

名が従事していて、皆の力を合わせて 1日の作業

を行います。 

仕事を覚えるまでは不安や焦りがありましたが、周り

のみんながいつも優しくサポートしてくれるので、安

心して働くことができます。初めて社会にでて働いて、

お給料をもらい、社会人として少し成長できた気がし

ます。次は私がこれから入社してくれる方のサポート

をして、助けになりたいと思います。見学だけでも良い

のでぜひ職場へお越し下さい。気になることがあれば、

職場のみんなに気軽に話しかけてくださいね！ 
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－ ２３ － 

 

No.23 

カブシキガイシャトクヤマ カシマコウジョウ 事事業業内内容容  

株式会社トクヤマ 鹿島工場 
プラスチックレンズ材料、医薬品原薬などの生産 

業業種種  【製造】化学 

本本社社住住所所  〒７４５－８６４８ 山口県周南市御影町 １－１ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1918年 2月 16日 
株式会社トクヤマは、山口県徳山町（現在は周南市）で創業した総合化

学メーカーです。 

鹿島工場は、トクヤマの１００年を超える歴史で培った有機・無機合成

をコア技術とし、ヘルスケア関連事業の製造拠点として１９８５年に竣

工しました。鹿島で生産された製品は、７０を超える世界の国や地域に

出荷され、人々の暮らしを豊かにするお手伝いをしています。 

資資本本金金  100億円 売売上上高高  2,938億円(連結、2021年度) 

従従業業員員数数  5,665名(連結、2022年 3月末) 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０２５５ 

茨城県神栖市砂山２６ 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.tokuyama.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社８８年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ    

⿅島⼯場での製造オペレーター 

プラスチックレンズ材料、医薬品原薬・中間体、 

等の化学製品の製造装置の運転・点検・保守、 

化学製品の調合・充填・検品・包装など。 

鹿島工場はトクヤマの特有技術を武器に先端素材を製

造しています。中でも有機合成技術によって誕生した

フォトクロミック材料は、素早い発退色や紫外線をカ

ットできる特性から、目を守るプラスチックレンズの

調光材料として広く普及しています。都度製造する品

目が変わり、新しいものを製造していく中で、製造課だ

けでなく、生産技術課や環境安全課などの他部署と連

携し対応しています。作業において、直接製品を見るこ

ともできるので、やりがいにつながっています。 



- 24 -

－ ２４ － 

 

No.24 

カシマシティフレイトカブシキカイシャ 事事業業内内容容  

鹿島シティフレイト株式会社 
東証 1部上場企業であり、総合物流業を営む、日本トランスシティの鹿

島地区における１００％子会社です。約１００台のトラック、トレーラ

ーを所有し、トラック輸送業務、配車業務を行っています。 

 
業業種種  物流・一般貨物自動車運送事業 

本本社社住住所所  〒３１４－０２５２ 茨城県神栖市柳川４１２３ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  平成４年４月 

幅広い年齢層の社員が在籍しており、一人一人の意見を大切にしている

のでのびのびとした雰囲気があります。当社の平均勤続年数が１８年以

上なので長く続けることができる働きやすい環境です。 

 

 

資資本本金金  ５，０００万円 売売上上高高  ３億９，６００万円 

従従業業員員数数  ３９名（男性２４名 女性１５名） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１４－０２５２ 

茨城県神栖市柳川４１２３ 

ＵＵＲＲＬＬ   

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社３３年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

総合事務職として業務をしております。主に、物

流業務全般の管理・手配を行う仕事となります。

製造メーカーなどからオーダーを受け商品を納

期に合わせてトラック輸送するため、トラック車

両を手配するお仕事です。積み荷の種類、数量、

納入先、積込先の情報をドライバーへ受付で伝え

る業務や倉庫等の現場で立会作業などもありま

す。 

① 当社は長くお付き合いしているお客様が多いので、

しっかりコミュニケーションを取れる方 

② 人との関係性を大切にできる方 

③ 人との触れ合いを第一に考えたい方 

当社はアットホームな環境です。①～③ひとつでも

当てはまる方、是非一緒に仕事をしましょう。 

 

－ ２５ － 

 

No.25 

サンキュウカブシキガイシャ カシマシテン／カシマテッコウシテン 事事業業内内容容  

山九株式会社 

  鹿島支店/鹿島鉄鋼支店 

物流事業:当社の物流センター等における保管管理と「運ぶこと」に付加価値を追加 

構内事業:長年、蓄積したノウハウを活用し製造ラインの効率的な稼働を支援 

機工事業:専門的な技術で工場内設備の設置から点検・整備・解体までを実施 
業業種種  【サービス】その他 

本本社社住住所所  〒104-0054 東京都中央区勝どき 6-5-23 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1918年 10月 1日  
 山九は歴史と誇りを胸に「人」の力で 100年を駆け抜けてきました。そして鹿島

支店は鹿島臨海工業地域でのＮｏ１アウトソーサーとしてコンビナート内の主要企

業様にベストソリューションを提供しています。 

●自社研修施設等で段階的に人財育成する会社 

●現場の知恵と汗を大切にし社員の可能性を育む会社 

●手厚い福利厚生で人財を大切にする会社 

資資本本金金  286億 1,900万円 売売上上高高  3,929億 6,900万円 

従従業業員員数数  12,249名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0252 

鹿島支店：神栖市柳川 3010-69 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.sankyu.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社２２年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  
  

 
●ロジスティクス(物流事業) 
フォークリフトを使った製品の積込、積卸、運搬
を行っています。トラックのドライバーから【あ
りがとう】と言われたとき、やりがいを感じます。 
●オペレーション・サポート(構内事業） 
お客様の工場内において、製造現場でのオペレー
ターを行っています。経験が浅く、まだ携われて
おりませんが、クレーンやフォークリフトの資格
は取得でき、それぞれの機器を使用した仕事があ
ります。 
●プラント・エンジニアリング(機工事業） 
化学プラント構内のメンテナンスを行っていま
す。様々な協力会社の社員に指示などする監督で
の仕事がメインです。他にも、クレーンなどの重
機を使用した工事を行ったりします。 

 
●ロジスティクス(物流事業） 
社員一人一人がチャレンジ精神を持って作業して
います。誰かのために、頑張れる人お待ちしており
ます。 
●オペレーション・サポート(構内事業） 
常に新しいことへの挑戦があるため、自分自身を成
長させることのできる職場です。挑戦することが好
きな方、成長を実感したい方、是非お待ちしており
ます。 
●プラント・エンジニアリング(機工事業) 
プラントのメンテナンスがメインになります。大変
なこともありますがとてもやりがいのある仕事で
す。少しでも興味がありましたら会社見学などお持
ちしております。 

鹿島工場
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－ ２５ － 

 

No.25 

サンキュウカブシキガイシャ カシマシテン／カシマテッコウシテン 事事業業内内容容  

山九株式会社 

  鹿島支店/鹿島鉄鋼支店 

物流事業:当社の物流センター等における保管管理と「運ぶこと」に付加価値を追加 

構内事業:長年、蓄積したノウハウを活用し製造ラインの効率的な稼働を支援 

機工事業:専門的な技術で工場内設備の設置から点検・整備・解体までを実施 
業業種種  【サービス】その他 

本本社社住住所所  〒104-0054 東京都中央区勝どき 6-5-23 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1918年 10月 1日  
 山九は歴史と誇りを胸に「人」の力で 100年を駆け抜けてきました。そして鹿島

支店は鹿島臨海工業地域でのＮｏ１アウトソーサーとしてコンビナート内の主要企

業様にベストソリューションを提供しています。 

●自社研修施設等で段階的に人財育成する会社 

●現場の知恵と汗を大切にし社員の可能性を育む会社 

●手厚い福利厚生で人財を大切にする会社 

資資本本金金  286億 1,900万円 売売上上高高  3,929億 6,900万円 

従従業業員員数数  12,249名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒314-0252 

鹿島支店：神栖市柳川 3010-69 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.sankyu.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社２２年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  
  

 
●ロジスティクス(物流事業) 
フォークリフトを使った製品の積込、積卸、運搬
を行っています。トラックのドライバーから【あ
りがとう】と言われたとき、やりがいを感じます。 
●オペレーション・サポート(構内事業） 
お客様の工場内において、製造現場でのオペレー
ターを行っています。経験が浅く、まだ携われて
おりませんが、クレーンやフォークリフトの資格
は取得でき、それぞれの機器を使用した仕事があ
ります。 
●プラント・エンジニアリング(機工事業） 
化学プラント構内のメンテナンスを行っていま
す。様々な協力会社の社員に指示などする監督で
の仕事がメインです。他にも、クレーンなどの重
機を使用した工事を行ったりします。 

 
●ロジスティクス(物流事業） 
社員一人一人がチャレンジ精神を持って作業して
います。誰かのために、頑張れる人お待ちしており
ます。 
●オペレーション・サポート(構内事業） 
常に新しいことへの挑戦があるため、自分自身を成
長させることのできる職場です。挑戦することが好
きな方、成長を実感したい方、是非お待ちしており
ます。 
●プラント・エンジニアリング(機工事業) 
プラントのメンテナンスがメインになります。大変
なこともありますがとてもやりがいのある仕事で
す。少しでも興味がありましたら会社見学などお持
ちしております。 
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－ ２６ － 

 

No.26 

カブシキガイシャヨネカワショウジグループ 

/カブシキガイシャヨネカワフーズ 
事事業業内内容容  

株株式式会会社社米米川川商商事事ググルルーーププ  

//株株式式会会社社ヨヨネネカカワワフフーーズズ 

1. 野菜の一次加工品（特にごぼう、にんじん中心）製造販売 

2. 野菜の冷凍加工品製造販売 

3. 国産・輸入野菜の製造販売 
業業種種  食品加工 

本本社社住住所所  〒311－1511 茨城県鉾田柏熊 560 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1987 年 10 月 1 日 米川ｸﾞﾙｰﾌﾟの事業統括会社である㈱米川商事は設立後 50年を経過、「ご

ぼう」を取扱う会社（ごぼう専門商社）としては「日本一」の規模（前

年度ｸﾞﾙｰﾌﾟ売上高 50億円超）を誇るまでに成長しました。茨城県の他､

青森県､新潟県に事業拠点を置き、計 4社で米川ｸﾞﾙｰﾌﾟを形成していま

す。㈱ﾖﾈｶﾜﾌｰｽﾞはごぼうを中心とした野菜（根菜類）のｶｯﾄ､加工､冷凍

処理､ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞを行い、日本全国のお客様のご要望に合わせた商品製

造、流通までの一貫管理体制を確立しています。厳しい衛生管理の下､

今後も品質の維持､新たな商品開発、研究に取組んで参ります。 

資資本本金金  1,000 万円 売上高 
単体 14億（2021年 8月期） 

Gr4社 53億（2021年 8月期） 

従従業業員員数数  85名（パート含む） 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒311－1511 
茨城県鉾田市柏熊 560 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.yonekawa.co.jp/ 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 33年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

  

野菜（ごぼう､にんじんを中心とした根菜類）のｶ

ｯﾃｨﾝｸﾞ､加工､冷凍処理､ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ､品質管理､製 

品確認､商品開発､研究 

 

弊社は製造業者であり､製品化には従業員各人の能力 

維持は勿論のこと､会社全体のチームワーク､連携､協 

力関係が最も求められます。各人のスキルアップに励 

むとともに人との関わり方､気配りを常に意識し仕事 

に取り組んでいます。皆さんも日々の日常生活におい 

て､コミュニケーション､挨拶等の基本的なことを大切 

に､周りに配慮が出来る､広い視野を持つことを意識し 

てみてください。 
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－ ２７ － 

 

No.27 

イイジマチクサンカブシキガイシャ 事事業業内内容容  

飯島畜産株式会社 ・牛豚枝肉の卸、小売り 

・食肉の製造・加工・販売 

・空間除菌サービスの提供に関する業務 業業種種  食肉卸売小売業 

本本社社住住所所  〒311-2111 茨城県鉾田市上沢 1746-4 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1971年 4月 7日 

関東を中心に大手スーパー様、茨城県、東京のお肉屋さんへお肉を届け

たり、地元、飲食店様へお肉、副産物等をお届けしています。本社に隣

接している直売所では人気の「いばらき地養豚メンチ」「いばらき地養

豚コロッケ」はご好評を頂き遠方よりお買い求め頂いております。 

資資本本金金  2000万円 売売上上高高  24億円 

従従業業員員数数  45名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒311-2111 

茨城県鉾田市上沢 1746-4 

ＵＵＲＲＬＬ  https://www.iijima1129.co.jp/ 

社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

地元の生産者より購入した豚を当社で各部位に

カットし大手スーパー、街のお肉屋さん、飲食店

などに小売している会社です。 

皆さんが大好きなラーメンの出汁に使う骨も小

売してます。豚肉はビタミン豊富で大事な体作り

には欠かせません。安心・安全をモットーに地元

はもとより関東一円に配送しています。加工品販

売も行い地元に愛される企業を目指しています。 

枝肉事業部、営業部、営業サポート、製造部、加工品部

と部門が分かれています。 

学歴や成績は参考程度にしか評価しません。 

チームワークが大事ですのでコミュニケ―ション能力

がある人、明るく笑顔で元気な人、価値観を共有できる

人を優先しています。 

食べる事が大好きな方、食肉に興味がある方、楽しく一

緒に働きましょう！ 
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－ ２８ － 

 

No.28 

ユウゲンガイシャ タイヨウサンギョウ 事事業業内内容容  

有限会社 大洋産業 耐火物製造  

出荷梱包 
業業種種  製造業 ・ 出荷梱包 

本本社社住住所所  〒３１１－２１０４ 鉾田市梶山４６７－１ ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  昭和 52年 3月 

昭和 52年に設立し、品川リフラクトリーズ様と共に製造しています。 

製鉄所には欠かせない製品を作り、梱包して出荷しています。 

 

資資本本金金  500万円 売売上上高高  8300万円 

従従業業員員数数  21名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒３１１－２１０３ 

鉾田市汲上 3900 品川リフラクトリーズ構内 

ＵＵＲＲＬＬ   

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

主に製鉄所向けの耐火物を製造しています。 

不定形（粉物）がメインですが、1つ 2kgから 

3ｔ越える物まで様々な製品を作っています。 

自分たちの身の回りにある家具や家電や自動車、バイ

ク等に欠かせない鉄を作る為の物を作っています。 

明るくて元気な人を待っています。 
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－ ２９ － 

 

No.29 

カブシキガイシャ セイミヤ 事事業業内内容容  

株式会社 セイミヤ 生鮮食品（青果・精肉・海産）を中心に、総菜、ベーカリー、雑貨、酒

類等を販売するスーパーマーケットのチェーン展開 
業業種種  小売業（スーパーマーケット） 

本本社社住住所所  〒311－2424 茨城県潮来市潮来 617番地 ＰＰＲＲ欄欄  

設設立立  1975（昭和 50）年 
潮来市に本社を構え、茨城県、千葉県に計 19店舗のお店を展開するス

ーパーマーケットの会社です。「店はお客のためにある」をモットーと

し、常にお客様の立場に立った店つくりや接客に努めております。ま

た、人材育成にも力を注いでおり、約半年間の新入社員研修や、年齢や

勤続年数に関わりなくその人物の能力によって給料が決定する、役割業

績給を採用しています。 

資資本本金金  5,000万円 売売上上高高  271億円 

従従業業員員数数  1,670名 

事事業業所所  

所所在在地地  

〒311－2424 

茨城県潮来市潮来 617番地 

ＵＵＲＲＬＬ  http://www.super-seimiya.co.jp 

若若手手社社員員かかららメメッッセセーージジ【【入入社社 11年年目目社社員員】】  

仕仕事事内内容容  学学生生へへののメメッッセセーージジ  

  

店舗の総菜担当として働いています。セイミヤの

総菜部門は、弁当やフライなどの惣菜と、生寿司

や巻寿司などの寿司製造を担当致します。覚える

ことはたくさんありますが、先輩たちが丁寧に教

えてくれるので、着実にひとつひとつマスターす

ることができます。総菜の難しさは、その日のう

ちに売り切らないといけないことです。地域の行

事や天候等に注意しながら計画します。 

スーパーのお仕事と言えば、ほとんどの方が品出しや

レジ打ちを想像するのではないでしょうか。しかし、本

来の正社員の主な仕事は、売上をはじめとした数値の

管理、人員のマネジメントです。計画、発注、売場作り、

数値検証を繰り返し、売上等の様々な数値を管理しま

す。自分の考えた売場で、お客様が喜んでお買い物をし

ている姿を見るとやりがいを感じます。皆様も是非、こ

のような経験をしてみませんか？ 
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－ ３０ － 

 

No.30   

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾗｶﾜｾｲｻｸｼｮ 事業内容 

株式会社 倉川製作所 
板金加工、溶接組立を主として、一貫生産を展開している会社です。自社内

一貫生産として、設計、購買発注、精密板金加工、ﾌﾟﾚｽから塗装などの二次

加工、組立、検査、運送まで幅広く対応しています。 業種 ﾌﾟﾚｽ板金業 

本社住所 〒311-1705 茨城県行方市内宿 976 ＰＲ欄 

設立 1989(平成元)年 5月 
1979 年「Ｄ.Ｑ.Ｃで仕事を創る。会社を築いて未来を造る」を理念に創業し、

建設機械、農業機械部品、住宅ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ部品など板金部品供給ﾒｰｶｰとして成

長してきました。その後、ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸや物流機材など多品種の生産事業に取

り組み、業績を拡大し、2019 年 12 月には新工場を設立、現在では７箇所の

工場を有し約 180人の従業員からなる企業へと成長しました。これからも事

業拡大に加え、生産性及び技術の向上を目指していきます。主な取引先→

日立建機㈱、㈱ｸﾎﾞﾀ、大和ﾊｳｽ工業㈱、㈱小松製作所、日通商事㈱、UPR㈱ 

資本金 1,500万円 売上高 28億円 

従業員数 170名 

事業所 

所在地 

〒311-1705 

茨城県行方市内宿 1598-6 

ＵＲＬ www.kurakawa.co.jp 

若手社員からメッセージ 

仕事内容 学生へのメッセージ 

 

・ﾌﾟﾚｽ、板金加工、設備ｵﾍﾟﾚｰﾀ 

・溶接(ｱｰｸ・ｽﾎﾟｯﾄ・ﾛﾎﾞｯﾄ) 

・集積作業(出荷・部品集配等) 

・生産管理(受注・工程表発行等) 

未経験でも丁寧に指導してもらえます。工場内では様々

な工程を経て、色々なものが作られています。仕事を覚

える意欲が有れば技術をドンドン磨いていけると思いま

す。怖い顔の上司もいますが(笑)、根は優しく困ったとき

はいつでも相談に乗ってくれます。皆で協力して物を作

っていく「ものづくり」を通して創意工夫や発想力と共に

協力する気持ちの大切さも学びます。 


