
■１０月３０日（土）

部署・役職 担当者名 ＴＥＬ E-mail

1 13:00～13:15 ㈱丸西組 建設業 管理部 益子　和幸 0761-22-6100 k.masuko@marunishigumi.co.jp

2 13:20～13:35 ニシ・ウエルネス㈱
医療・福祉
サービス業

管理部 益子　和幸 0761-22-6141 k.masuko@marunishigumi.co.jp

3 13:40～13:55 コマツ粟津工場
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部 柿澤　雄太 0761-43-4713 yuta_kakizawa@global.komatsu

4 14:00～14:15 ㈱板尾鉄工所
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部副部長 宮越　利樹 0761-22-5453 t-miyagoshi@itaotk.jp

5 14:20～14:35 三島石油㈱ 卸売・小売業 総務部 中　聖子 0761-22-3311 knaka@mishimaoil.jp

6 14:40～14:55 ㈱安土鉄工所
鉄工・鉱業・機
械製造業

代表取締役社
長

安土　達宏 0761-22-2267 saiyou@anzuchi.co.jp

7 15:00～15:15 ㈱北研精機
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部 北市　正実 0761-22-6588 masami@hokukenseiki.com

8 15:20～15:35 ㈱クロダレース
繊維・化学工
業

総務課長 服部　美貴 0761-47-8111 m.hattori@kuroda-lace.co.jp

9 15:40～15:55 コマツキカイ㈱
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部総務課
長

永江　憲映 0761-48-6080 noriaki.nagae@komatsukikai.co.jp

10 16:00～16:15 小松鋼機㈱ 卸売・小売業 総務部部長 庄田　勇人 0761-24-6264 shouda@komatsukouki.co.jp

■１０月３１日（日）

部署・役職 担当者名 ＴＥＬ E-mail

1 13:00～13:15 ㈱コマテック
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部副部長 北村　隆弘 0761-43-0511 kitamura@komatec.co.jp

2 13:20～13:35 ㈱武田工業所
鉄工・鉱業・機
械製造業

取締役企画室
長

元田　学 0761-43-2321 soumu@takedakogyosyo.co.jp

3 13:40～13:55 松寿園
医療・福祉
サービス業

法人本部 庄田　浩俊 0761-22-0756 syojyuen@yu.incl.ne.jp

4 14:00～14:15 ㈱寺田鉄工建設
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部　課長 寺田　武 0761-47-4415 t-terada@terakho.jp

5 14:20～14:35 北陸電力㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

石川支店総務
部総務チーム

賀戸　亮 076-202-6520 ryo.gato@rikuden.co.jp

6 14:40～14:55 ㈱トスマク
電気・ガス・熱
供給・水道業

常務取締役 河原　克幸 0761-23-0088 kawahara@tosmac.com

7 15:00～15:15 ㈱江口組 建設業 総務部 庄源　知加子 0761-24-1311 shougen@eguchi-group.co.jp

8 15:20～15:35 ㈱北日本テクノス
鉄工・鉱業・機
械製造業

総務部部長 中田　康彦 0761-47-1182 y.nakada@nj-technos.co.jp

9 15:40～15:55 ㈱共和工業所
鉄工・鉱業・機
械製造業

管理部管理課
総務経理係

採用担当　上
出

0761-21-0531 info@kyowakogyosyo.co.jp

10 16:00～16:15 小松管工事協同組合
電気・ガス・熱
供給・水道業

参事 河本　恵子 0761-21-0282 kawamoto@komatsu-kankouji.com
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■１０月３０日（土）

1 ㈱丸西組 建設業 総合建設業、インフラ長寿命化工事業（関連会社）
土木工事および建築工事　全般の施工管理、インフラ（橋
梁・下水道）工事

施工管理技術職、建築営業職、施工技能者（関連会社）
石川県小松市白江町ト１２１番
地１

2 ニシ・ウエルネス㈱
医療・福祉サー
ビス業

有料老人ホームの運営
ご利用者（入居者）さまの食事・入浴・排泄介助、およびレク
リエーションの企画実施

介護スタッフ
石川県小松市白江町ト１２１番
地１

3 コマツ粟津工場
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械・鉱山機械の製造 現業技能職、事務系職種、技術系職種
コマツの事業や現場に関心のある人、諦めずにやり抜ける
人、論理的思考力のある人、主体的に挑戦できる人、チーム
ワークを重視できる人、（募集職種：未定）

石川県小松市符津町ツ23

4 ㈱板尾鉄工所
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設・産業機械部品の設計・製造及び販売、産業用車両の
設計・製造及び販売

製造、生産技術、品質保証
製造（加工、組立、塗装等）、生産技術（生産設備の計画、運
用、設備保全業務等）、品質保証（試作、量産部品等の品質
保証）

石川県小松市工業団地1-65

5 三島石油㈱ 卸売・小売業
工業用潤滑油、灯油、重油などの石油製品販売、ガソリンス
タンド運営、自動車の車検、鈑金、販売

既存のお客様へのルート営業、本社での管理業務、ガソリン
スタンド販売スタッフ

販売職、総合職 石川県小松市問屋町２５番地

6 ㈱安土鉄工所
鉄工・鉱業・機械
製造業

自動車部品の製造 自動車用足回り部品（ハブベアリング）の機械加工 ＮＣ機械工 石川県小松市長田町ロ58番地

7 ㈱北研精機
鉄工・鉱業・機械
製造業

産業・工作機械部品、建設機械の部品加工
加工プログラムの作成及びＮＣ旋盤、マシニングセンタの機
械操作

ものづくりが好きな人、ものづくりに興味がある人 石川県小松市本江町乙23

8 ㈱クロダレース 繊維・化学工業 女性用インナーファッションレース製造、加工、販売 営業、生産管理、製造、営業事務 石川県小松市国府台5-30

9 コマツキカイ㈱
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械、輸送機械、その他産業機械用部品製造
現業職：各種工作機械を操作して部品を製造する仕事　・事
務管理：生産管理、調達管理、品質管理等の業務

石川県小松市矢田野町西32-1

10 小松鋼機㈱ 卸売・小売業
普通鋼・特殊鋼全般またそれらの加工品の販売、機械工具
類、ＦＡシステム等の販売

担当するお客様へ訪問し、商談を行います。新規のお客様
や仕入先へ訪問し、当社を売り込みます。

営業職、何事にも好奇心を持ち成長意欲に溢れている人 石川県小松市光町20番地

■１０月３１日（日）

1 ㈱コマテック
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械部品製造 建設機械部品を溶接、加工、組立、塗装し検査後納入する 健康で誠実に仕事に取り組める方、当初溶接作業を予定
石川県小松市串町工業団地1-
2

2 ㈱武田工業所
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械部品製造業 建設機械部品の設計、溶接、加工、組立、塗装等 設計、機械工、溶接工 石川県小松市月津町ワ3

3 松寿園
医療・福祉サー
ビス業

福祉（老人、障害、児童） 生活支援全般 介護職（福祉業界に興味のある人） 石川県小松市向本折町ホ31

4 ㈱寺田鉄工建設
鉄工・鉱業・機械
製造業

建築用鉄骨の設計・製作・施工及び総合建設業
工場での鉄骨の加工、組立、溶接（ロボット溶接含む）、検査
など

鉄骨材の穴あけ、切断、溶接、組立作業
石川県小松市国府台５丁目３１
－１

5 北陸電力㈱
電気・ガス・熱供
給・水道業

発電・販売事業等 富山県富山市牛島町15番1号

6 ㈱トスマク
電気・ガス・熱供
給・水道業

給排水設備・空調設備工事の設計施工、メンテナンス・リ
フォーム工事

一般住宅から大規模施設までの水道やエアコンに係る仕事
をしています。

設備工事エンジニア、リフォームプランナー
石川県小松市安宅新町ナ37番
地

7 ㈱江口組 建設業 総合建設業 現場監督
「工事現場が好き。地元が好き。仲間と働くことが好き。」この
3つの好きのうち1つでも好きのある人。文理は問いません。

石川県小松市殿町2-66

8 ㈱北日本テクノス
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械キャビン（運転席）の製造および大型バス主要骨格
の製造

部品製造から製品量産化までの一貫体制を構築しており、
各工程の組立成型作業、設計・試作製作など製造業（ものづ
くり）の醍醐味を味わえる仕事内容となっております。

鈑金、組立、溶接、各種オペレーター、生産物流事務員（若
干名）

石川県小松市五国寺町ホ102-
2

9 ㈱共和工業所
鉄工・鉱業・機械
製造業

建設機械用ボルト及び自動車部品製造販売 製造、生産管理、生産技術、品質保証
礼儀正しく元気のある方、自分の行動や発言に責任を持ち、
何事にも一生懸命取り組む方

石川県小松市工業団地1丁目
57番地

10 小松管工事協同組合
電気・ガス・熱供
給・水道業

給排水衛生設備・冷暖房空調設備の設計、施工、メンテナン
ス

・トイレ、キッチン、浴室など水道や排水に関する工事やエア
コン取付工事及びメンテナンス　・暮らしに必要なライフライン
である水道管の設置、補修工事（道路・住宅等）

設備エンジニア（設備工事の施工管理者、技術者） 石川県小松市下牧町ツ28

事業所所在地
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