
NO 企業名 業種 募集職種 担当者名 TEL（直通）
1 エムイーシーテクノ株式会社東北事業所 建設業 技術職　(機械、電気、土木建築) 栗原　侑希 0246-53-3165
2 株式会社平成興業 サービス業 総合職、事務職 堀江　裕太 029-354-0777
3 永大小名浜株式会社 製造業 製造職 髙津　勝彦 0246-56-6391
4 株式会社サンフレックス永谷園 製造業 総合職、食品製造員 星野　高浩 0246-44-6111
5 株式会社マルト 卸売業　小売業 販売員（総合職） 遠藤　祐喜 0246-65-1522
6 株式会社常磐エンジニアリング その他 機械設計職、電気制御設計、現場施工職等 浅野　伸子 0246-27-6201
7 常磐港運株式会社 運輸業　郵便業 総合職 北郷　正勝 0246-43-2520
8 株式会社東日本技術研究所　いわき事業所 情報通信業 ソフトウェア、開発技術者、プログラマ、システムエンジニア 小野　桂一 0246-25-6688
9 クレハ運輸株式会社 運輸業　郵便業 一般事務職、営業事務職（幹部候補） 安富　真一郎 0246-63-2311

10 小松電工株式会社
介護付有料⽼⼈ホーム幸福の家桜の⾥ 医療福祉 介護職員、機能訓練指導員 ⾦成　佑子 0246-23-2077

11 株式会社ＮＥＳＩ 情報通信業 技術職 ⾦成　郁美 0246-88-8901
12 株式会社シリウス（シリウスグループ） サービス業 営業 永田　仁美 025-249-7788
13 いわき信用組合 ⾦融業　保険業 総合職 小谷松　拓也 0246-92-4111
14 株式会社クラシマ 卸売業　小売業 総合職 寺澤　雄太 024-552-2254
15 株式会社くすりのマルト 卸売業　小売業 ヘルスケアアドバイザー 吉田　典夫 0246-65-1518
16 株式会社不⼆代建設 建設業 営業職、土木技術者、建築技術者、プラント技術者 ⽩岩　不⼆男 0246-26-5141
17 堀江工業株式会社 建設業 土木・建築技術職員、事務職員 鈴木　英⻑ 0246-23-2311
18 ネッツトヨタ郡山株式会社 卸売業　小売業 営業職、エンジニア職 三浦　敏和 024-927-5665
19 株式会社コメリ サービス業 総合職 河野　槙 025-371-4115
20 社会福祉法⼈五彩会 医療福祉 介護職 櫻山　輝美 0246-58-1888
21 株式会社福島マツダ 卸売業　小売業 販売スタッフ・サービススタッフ 鈴木　啓収 024-932-5420
22 常光サービス株式会社 サービス業 総合職（営業、総務、現場管理等） 吉田　寛和 0246-92-0555
23 福浜大一建設株式会社 建設業 土木・建築、施工管理 山本　恵 0246-54-8111
24 株式会社ジョイント 卸売業　小売業 ＩＴエンジニア 新妻　政彦 090-3983-1519
25 いわき大王製紙株式会社 製造業 機械系総合職、電気系総合職 ⽩岩　篤史 0246-62-1111
26 株式会社ＦＳＫ 情報通信業 ｼｽﾃﾑ営業 上田　善⾏ 0246-27-1133
27 株式会社いわきテレワークセンター 情報通信業 ①web制作②総合管理 酒井　育恵 0246-35-1635
28 株式会社渡辺組 建設業 土木施工管理、建築施工管理 佐藤　健⼆ 0246-43-2981
29 田村建材株式会社 建設業 建築施工管理 馬上　一仁 0246-26-3121
30 シオヤ産業株式会社 卸売業　小売業 営業職（ルート営業）、一般事務 森高　茜 0246-53-3751
31 株式会社朽木会計事務所 サービス業 巡回監査業務、受付・一般事務 鈴木　ひかり 0246-27-3631
32 常磐開発株式会社 建設業 土木技術職、建築技術職、環境関連技術職、事務職 早川　昌尚 0246-72-1111
33 社会福祉法⼈育成会 医療福祉 障害者ケアワーク 根本　明枝 0246-43-4466
34 江⼾川木材工業株式会社 卸売業　小売業 ルート営業 氷室　晃 03-3521-8234
35 株式会社いわき精機 製造業 機械設計 箱崎　光由 080-5734-5029
36 株式会社東日本建設コンサルタント 学術研究　専門技術サービス業 設計職、営業職、測量職 鈴木　和也 0246-63-6063
37 社会福祉法⼈ハートフルなこそ 医療福祉 介護職 鈴木　智子 0246-65-2100
38 日本製紙株式会社　勿来工場 製造業 電気設備エンジニアリング 佐々木　真之 0246-65-3111
39 株式会社インフォテック 情報通信業 プログラマ、SE 小林　修一 0246-35-5902
40 株式会社常磐製作所 製造業 生産技術 土田　幸子 0246-26-3111
41 株式会社いわきプリント学習社　村田進学塾 教育　学習支援業 塾講師 小林　高志 070-6491-8080
42 新常磐交通株式会社 運輸業　郵便業 総合職 吉田　裕美 0246-24-9901
43 株式会社地質基礎 学術研究　専門技術サービス業 建設コンサルタント技術者、土木施工技術者 木村　友克 0246-88-8810
44 福島県警察本部 公務 警察官、警察事務 添田　大輔 0120-276-314
45 i-step株式会社 医療福祉 ケアトレーナー、保育補助、医療職 ⻑谷川　由美 0246-46-3322
46 東洋ワークセキュリティ株式会社 サービス業 総合職・営業系、業務職・事務系、警備職・専門系 千葉　翔太 080-8228-0322
47 株式会社ニチイ学館 医療福祉 介護職員、医療事務 大谷　孝子 0246-21-7929
48 株式会社ファミリー 卸売業　小売業 販売員（総合職） 森　勇樹 0246-63-1374
49 大久⾃動⾞販売株式会社 卸売業　小売業 販売職、整備職 小島　洋子 024-572-3241
50 鈴機工業株式会社 製造業 CAD製図、製品検査 北瀬　真紀 0246-23-3729
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