
地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 1 介護老人保健施設　あだたら 二本松市油井字戸ノ内21-1
＜看護士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士等＞
①要介護高齢者等の介助の補助

県北 2 東北江南株式会社 二本松市小沢字柳原72-4

＜製造工　（工業用プラスチック製品）＞
①図面を基に、NC旋盤等による機械加工・ﾊﾟﾈﾙｿｰによる切断・ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸの溶接加工・半導体や液晶パネル製造装置の一部の製造等の内、簡
単なものを体験していただきます。

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23

＜コースメンテナンス＞
①コース内清掃
　芝刈り同行（作業はしません）
　グリーンカップ切り同行（作業はしません）
②県内トップクラスのコースメンテナンスです

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23
＜ハウスメンテナンス＞
①クラブハウス内清掃業務（風呂・トイレ・他）
②豪華クラブハウス内での業務です

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23

＜フロント＞
①・チェックイン、チェックアウト
　・接客
②笑顔でお客様を接客しましょう

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23

＜レストラン ホール＞
①・接客
　・配膳、下膳、片付け
②コースが見えるレストランです

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23

＜営業（インサイドセールス）＞
①・接客
　・PC業務
　・他、ゴルフ場業務
②集客の楽しさ、おもてなしを体験してください

県北 3 パーシモンカントリークラブ 伊達市霊山町下小国字東海間入23

＜厨房（キッチン補助）＞
①・調理補助
　・食器洗浄
②コースが見えるレストランです

県北 4
公立学校共済組合飯坂保養所
あづま荘

福島市飯坂町字中ノ内1-1

＜旅館業　（調理補助）＞
①食材の下ごしらえ　・各種献立の調理補助及び盛り付け・食器洗浄
等及び片付けなどの業務。②初心者の方でも丁寧に指導いたいますの
で安心して体験していただけます。

県北 5 みちのく荘 福島市飯坂町字小滝5-2
＜旅館業（接客・配膳）＞
①料理の上膳及び下膳、小物の洗浄、布団敷き。

県北 6 株式会社日の出給食 福島市御山字清水尻52-4
＜ルート配送：お弁当＞
①決められた企業様にその日のお弁当の注文数を届けるお仕事。回
収・後片付け含む。

県北 7
アルファクラブ株式会社
株式会社フロンティア八島営業所

福島市八島町5-41 3F
＜冠婚葬祭互助会＞
①冠婚葬祭互助会の内容の勉強。冠婚葬祭のマナー。ＰＲ活動の体
験。

県北 8 株式会社アレフ　福島工場 伊達市梁川町やながわ工業団地1-36
＜食品製造・入出荷作業＞
①びっくりドンキーのハンバーグパティーの製造。入出荷作業。

県北 10 アイエスエフネットライフ　福島 福島市栄町9-18　SKビル3階

<支援員>
①就労をめざす障害者の訓練支援、相談支援業務について事業目的、
業務内容、実務経験をしていただく
　(1)座学　(2)就労訓練(軽作業)　(3)就労相談(ヒアリング)　(4)支
援会議
②支援員は、一定の社会人スキル、ビジネス基礎知識とともに障害に
対する理解と対応・技能の習得が求められます。社会人マナー、ビジ
ネスマナー、作業コミュニケーション、基礎スキル（パソコン操作
等）を訓練支援しています。

県北 11 株式会社安濃農園
a)福島市下飯坂字堰端25-1
b)猪苗代町大字天養字三方平（小田地
区）

＜農業＞
①ハーブ野菜の生産作業。ハーブ野菜の収穫・出荷作業。果樹（リン
ゴ・モモ）の生産作業
②猪苗代も受入可。

県北 12
在宅訪問マッサージ
あいの手　福島店

福島市丸子字東前を中心に半径16km

＜在宅マッサージ＞
①自力での歩行通院が困難な方や在宅で療養されている方のお宅に伺
い、マッサージ及びリハビリを行います。　※国家資格「あん摩マッ
サージ指圧師」をお持ちの方が対象となりますが、資格をお持ちでな
い方も見学や、マッサージ及びリハビリ以外の実習が可能です。

県北 13 株式会社信濃屋
a)福島市鎌田字卸町5-9
b)南相馬市鹿島区字北田71-1（相双地
区）

＜調理補助・盛り付け・洗浄＞
①弁当の製造　　各種弁当の盛り付け・食材の調理・容器、備品の片
付け・洗浄

県北 14 有限会社幸味亭 福島市五月町8番10号
＜飲食業＞
①配膳と皿洗い、清掃、調理補助



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 15 有限会社梅津製麺所 福島市早稲町3-18
＜製麺業＞
①麺の製造、パレット洗い等

県北 16 加藤印房 福島市清明町5番号1
＜印章・印刷物の製造と販売＞
①PCでのデザイン、文字入力等

県北 17 学校法人福島めばえ幼稚園 福島市南矢野目字桜内41-4

＜教諭＞
①a)1クラスに入り、朝から子どもと過ごして、担任業務の観察、手
伝い
　b)保育活動の準備・片付け
　c)掃除

県北 18 有限会社三扇商事 福島市鎌田字月ノ輪43-3
＜農作業、野菜袋・箱詰め＞
①キュウリ、法れん草等の栽培、収穫作業

県北 19 有限会社武田林産 二本松市小関105番地
＜作業員＞
①山林土木（伐採・植栽等）

県北 20
株式会社シムックス
北関東・福島支社

福島市鎌田字卸町12-4

＜交通指導・列車見張り・高速道路規制・施設警備ｓ＞
①警備業の中身について講習、現場の見学
②創業は、昭和50年8月22日群馬県太田市で警備業認定第2号を取得。
北は宮城県（仙台）から、西は愛知県（名古屋）までの営業エリアを
警備業全般、請負事業、鳥獣対策事業等を展開する企業です。
29年度売上額90億（社員3200名）の成長企業として、群馬を拠点に各
地域ごとの特性を生かし、お客様のニーズにあう業務提供と自由な発
想・新たな取組みを、絶えず描き実行していく社風です。
社員の個性を活かすこと。次の人を育てること。
わが社では、人を大切に生かす術を警備業を通じて育み、そのノウハ
ウを社会へ還元・貢献できるよう努力しております。

県北 21 有限会社ゆき美容室 二本松市郭内1-24-2
＜美容補助員、美容師＞
①店内清掃、タオルたたみ、洗い物

県北 22 ひかりの子保育園 福島市南矢野目字桜内33-1

＜保育士＞
①a)1クラスに入り、朝から子どもと過ごして、担任業務の観察、手
伝い
　b)保育活動の準備・片付け
　c)掃除

県北 24 障がい者支援施設　けやきの村 飯坂町中野字高田前2-7
＜生活支援員＞
①余暇活動支援（利用者とのコミュニケーション等）、食事介助、入
浴の際の着脱介助

県北 25 株式会社富樫縫製 二本松市油井字谷池20番地2
＜縫製＞
①裁断補助、検査補助、縫製補助

県北 26
社会福祉法人常照福祉会
にわさか保育園

福島市町庭坂字呑塚28
＜保育士＞
①乳幼児（0～5才）の保育の補助、保育活動、食事・排泄等の補助

県北 27 まちなか宝生園 福島市本町4番23号
＜介護職員＞
①高齢者との談話、見守り、職員の行う介護業務の補助

県北 28
特別養護老人ホーム
アリヴァーレ宝生園

福島市上名倉字五ノ木19番4
＜介護職員＞
①高齢者との談話、見守り、職員の行う介護業務の補助

県北 29
地域密着型介護老人福祉施設
宝寿 木村屋

福島市土湯温泉町字下ノ町2番地の1
＜介護職員＞
①高齢者との談話、見守り、職員の行う介護業務の補助

県北 30 ディサービスセンター 土湯宝生園 福島市土湯温泉町字坂ノ上23番地
＜介護職員＞
①高齢者との談話、見守り、職員の行う介護業務の補助

県北 31 特別養護老人ホーム　さわやかアイリス 福島市在庭坂字志津山6番地の1
＜介護職員＞
①体験実習は利用者の見守り中心に考えています。

県北 32
社会福祉法人
ジェイエイ新ふくしま福祉会
アグリホームデイサービスセンター

福島市笹木野字水口下13-1
＜デイサービス介護員・介護士＞
①高齢者の介護全般（介護員）・看護業務（看護師）

県北 33
社会福祉法人
ジェイエイ新ふくしま福祉会
アグリホームヘルパーステーション

福島市笹木野字水口下13-1
＜訪問介護員＞
①高齢者の生活援助・介護業務全般

県北 34 あづま授産所 福島市笹木野字表屋敷45-3
＜生活支援員＞
①日中活動支援（作業の検査、補助、余暇支援等）

県北 35 済生会川俣光風園 伊達郡川俣町字上桜23-1
＜介護士、ヘルパー＞
①入居者の日常生活支援、排泄介助、車イスの移動、昼食介助、衣類
の整理整頓、室内清掃等



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 36
社会福祉法人吾妻福祉会
さゆりこども園

福島市上野寺字東1番地の1
＜保育士＞
①保育活動の補助、準備・片づけ・掃除
　 食事・排泄等の補助

県北 37 有限会社ホテル光雲閣 二本松市岳温泉一丁目85番地
＜サービスフロント＞
①お客様の受入準備の内で基本作業（客室清掃、朝食会場の片付け、
配膳準備等）

県北 38 株式会社東館 二本松市岳温泉一丁目5番地

＜旅館の料飲サービス課、調理補助、清掃作業＞
①ビュッフェレストランの準備・片付け、調理補助・盛り付け、客室
清掃
※時間帯によりいろいろ行っていただきます。変更あり

県北 40 有限会社泉屋旅館（櫟平ホテル） 二本松市岳温泉二丁目8番地
＜清掃及び食器洗浄業務＞
①客室、風呂場等の清掃、レストラン、食事会場の下膳及び清掃、食
器洗浄、布団片付け

県北 41
社会福祉法人福島愛育園
児童養護施設福島愛育園

福島市田沢字躑躅ケ森16
＜保育士＞
①園児への保育補助、日常保育の生活支援

県北 41
社会福祉法人福島愛育園
あすなろ保育園

福島市田沢姥懐3-1
＜保育士＞
①園児への保育補助、日常保育の生活支援

県北 42 鏡が池碧山亭 二本松市岳温泉2-13
＜旅館業＞
①チェックイン時のお迎え、客室案内、夕食会場（レストラン）にて
料理出しや注文飲料対応

県北 43
社会福祉法人わたり福祉会
介護老人保険施設　はなひらの

福島市飯坂町平字小深田1番地5号
＜介護職＞
①要介護高齢者の日常生活における介護（食事、排泄等の見学、体
験、コミュニケーション、レクリエーション）

県北 44
株式会社NTT東日本サービス
福島IPセンター

福島市大町9-20　NTT大町ビル

＜コールセンター＞
①・センタ見学（お客様対応及び職場環境を見学）
　・コールセンタ概要（コールセンタの仕組、受付システムの機能の
説明）
　・商品サービス説明（フレッツ光、ギガサービス等の商品説明）

県北 45 ヤマニ建設株式会社 二本松市南町225

＜総合建設業＞
①建築、土木工事等の体験及・現在進めている工場現場の見学・国家
資格の種類等について・国家資格を取得するとどんな得点があるのか
等

＜カット野菜工場＞
①野菜のカット作業

＜生産管理事務職＞
①生産管理事務職の見学（軽作業）

県北 47 社会福祉法人緑風福祉会
伊達郡桑折町大字北半田字峯47番地
桑折緑風園

＜介護員、支援員＞
①養護老人ホーム入居者の日常生活支援（食事介助・居室内清掃・排
泄介助・集会所等への移動の介助）

県北 48 すこやかの里デイサービスセンター 福島市沖高字中島14番地1
＜介護員＞
①デイサービス内での高齢者介護の補助（話し相手、食事の配膳、レ
クリエーション等）

県北 49 北信デイサービスセンター 福島市瀬上町字前川原37-11
＜介護員、支援員＞
①養護老人ホーム入居者の日常生活支援（食事介助・居室内清掃・排
泄介助・集会所等への移動の介助）

県北 50 すこやかの里特別養護老人ホーム 福島市沖高字中島14番地1
＜介護員、支援員＞
①養護老人ホーム入居者の日常生活支援（食事介助・居室内清掃・排
泄介助・集会所等への移動の介助）

県北 51 すこやか・ラコパ 福島市仲間町4-7
＜介護員、支援員＞
①養護老人ホーム入居者の日常生活支援（食事介助・居室内清掃・排
泄介助・集会所等への移動の介助）

県北 52
株式会社 ジェイエイ新ふくしまライ
フ　食材センター

福島市小田字町田8番地
＜食品配達＞
担当者との配達同行

県北 53
特別養護老人ホーム
安達ケ原あだたら荘

二本松市安達ケ原一丁自291－1
＜介護職＞
①利用者とのふれあい・昼食時の配膳・リネン交換　など

県北 54 特別養護老人ホーム　ぼたん荘 本宮市本宮字上千束3
＜介護職＞
①利用者とのふれあい・昼食時の配膳・リネン交換　など

県北 55 特別養護老人ホーム　羽山荘 二本松市太田字荻ノ田35－1
＜介護職＞
①利用者とのふれあい・昼食時の配膳・リネン交換　など

福島市上鳥渡字表前27-0県北 46
丸果中央商事株式会社
上鳥渡食品工場



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 57 株式会社サンライト 二本松市渋川字蛇森1-2
＜オペレーター及び検査＞
①成型機等の機械操作及び製品の目視検査

県北 59 株式会社興栄伸建 福島市成川字杵清水27-1
＜営業、施工＞
①外構図CAD設計、住宅建築施工、外構工事施工

県北 59 株式会社 興栄伸建 福島市成川字杵清水27-1
＜一般事務職＞
①CAD設計、積算の実習（パソコン操作できる方）

県北 61 株式会社光大産業 本宮市本宮字作田台68-1
＜木工機械オペレーター（組立・梱包）＞
①木工製品の加工から組立、梱包等

県北 62 株式会社クリーンブリッジ 伊達市霊山町下小国字畑尻36-1
＜除染作業＞
①住宅除染作業（庭及び外壁）

県北 63
佐川急便株式会社
南東北支店　福島営業所

二本松市渋川字舟山132
＜倉庫内仕分け＞
①荷物の仕分け業務の体験

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート新町

福島市新町6-35
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート国見

伊達郡国見町大字藤田字五反田1-3
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート瀬上

福島市瀬上町字町尻70-5
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート桑折

伊達郡桑折町字西大隅93-5
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート梁川

伊達市梁川町字御八郎13-1
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート保原

伊達市保原町字市柳町24
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート笹谷

福島市笹谷字中谷地14-1
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマート方木田

福島市大森字北島20-1
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマートあだたら

二本松市油井字中田1-1
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマートやのめ

福島市南矢野目字向原1-1
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 64
生活協同組合コープふくしま
コープマートいずみ

福島市森合字清水7
【店舗売場担当】
①商品陳列、商品生産等

県北 66 大村紙業株式会社 二本松市平石高田4-163
＜製造業＞
①ダンボール組立、ムシリ、ハリ等の作業
②日々違った作業ができ、楽しいと思います。

県北 67
株式会社マインド
グループホームまいんど花の里

本宮市本宮字蛭田46-1

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②担当者より　　初心者の方、介護の資格のない方でも丁寧に指導い
たしますので安心してご応募ください。また、見学だけでも可能で
す。お気軽にお越しください。

県北 67
株式会社マインド
グループホームまいんど福の里

二本松市向原265-5

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②担当者より　　初心者の方、介護の資格のない方でも丁寧に指導い
たしますので安心してご応募ください。また、見学だけでも可能で
す。お気軽にお越しください。

県北 67
株式会社マインド
まいんど万世三番館

福島市郷野目字東9-3

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②本宮市を拠点とし、郡山市、二本松市、大玉村に事業所を置き、お
客様に信頼され選ばれる事業所をめざすため、地域のニーズに合った
介護事業を展開しております。

県北 67
株式会社マインド
まいんど万世二番館

本宮市本宮字万世134-1

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②本宮市を拠点とし、郡山市、二本松市、大玉村に事業所を置き、お
客様に信頼され選ばれる事業所をめざすため、地域のニーズに合った
介護事業を展開しております。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 67
株式会社マインド
グループホームまいんど万世

本宮市本宮字万世137-5

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②本宮市を拠点とし、郡山市、二本松市、大玉村に事業所を置き、お
客様に信頼され選ばれる事業所をめざすため、地域のニーズに合った
介護事業を展開しております。

県北 67
株式会社マインド
グループホームまいんど満天

安達郡大玉村玉井字北東町54-1

＜介護職＞
①施設概要説明・職場見学・体験実習（利用者とのコミュニケーショ
ン、食事介助、入浴介助、レクリエーション参加）
②本宮市を拠点とし、郡山市、二本松市、大玉村に事業所を置き、お
客様に信頼され選ばれる事業所をめざすため、地域のニーズに合った
介護事業を展開しております。

県北 68 株式会社大旗 二本松市油井字根岸山8
＜家屋解体業＞
①家屋の解体及び付随する土木工事、除染作業。
②親身になって教えますので、ぜひ体験してみてください。

県北 69 株式会社ら・さんたランド 福島市本内字南下釜2-6
＜製造小売・宅配業＞
①移動販売車に同行しての体験

県北 71 株式会社いわきテレワークセンター 福島市大町7番1号内池ビル4F

＜コールセンター業務＞
①顧客からの受電対応、電話応対履歴等のデータ入力や顧客情報の検
索
② 電話応対やパソコン操作に苦手意識のある方でも大歓迎です。ほ
ぼすべてのスタッフが未経験からスタートしました。貴方に合わせた
担当が丁寧に弊社業務をエスコートします。
■主要業務はインターネットサービスプロバイダーに関する電話相談
業務です。研修が充実しているので不安なく働けます。電話受付やイ
ンターネットの知識をつける事ができてやりがいを感じていただけま
す。弊社はコールセンター業務に15年の実績がありますので安心して
就職いただける環境です。再就職を目的とした職業相談や就業応援プ
ロジェクトの受け入れ実績があります。

県北 72
株式会社トスネット南東北　福島営
業所

福島市北中央3丁目41-2

<警備>
①・オリエンティーション（自己紹介、実施概要等説明他注意事項
等）
   ・会社概要紹介
   ・現場見学（2現場程）
   ・模擬警備業務体験（交通誘導、護身術他）
   ・意見交換会
②トスネットは、1997年創立以来、交通誘導、雑踏警備業務を主体に
皆様の「生命・身体・財産」を守ることを使命として今日に至ってお
ります。
SMILE＆SECURITY～笑顔と安心のために～トスネットグループは新し
い時代へ挑戦を続けます。是非、お気軽にご相談ください。

県北 73
山明商事株式会社
だんまや水産　栄町店

福島市栄町11-10　栄町ビル2F
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 74
山明商事　株式会社
魚じるし　養老乃瀧　大町店

福島市大町2-13
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 75
山明商事株式会社
養老乃瀧　西部店

福島市南中央3-6
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 76
山明商事株式会社
養老乃瀧　南福島店

福島市伏拝田中2-1
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 77
山明商事株式会社
養老乃瀧　鎌田店

福島市鎌田字樋口9-7
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 78
山明商事株式会社
養老乃瀧　保原店

伊達市保原町字城ノ内12-4
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 79
山明商事株式会社
養老乃瀧　本宮店

本宮市本宮字栄田145-1
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております

県北 80
山明商事株式会社
養老乃瀧　二本松店

二本松市若宮二丁目65
<調理補助、ホール接客>
①調理補助、盛り付け、ホールにて接客、清掃
②明るく元気な方、お待ちしております



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 81 内池醸造株式会社 福島市瀬上町字西上新田1番7号

<食品製造業>
①・しょうゆ、味噌、つゆ、たれ、ドレッシングなどの調味料の製造
に携わって いただきます。
   ・各種材料の計量、製造、箱詰めなど
②150年余にわたり、キッコーツル醤油、キンサン味噌として皆様の
ご愛顧頂いて参りました。

県北 82 株式会社Helios 伊達市箱崎字布川130-1

<介護事業>
①老人との話し相手
　仕事の見学
②新しい会社なので、活力があり、楽しく元気に仕事できます。

県北 83 株式会社大沢工務店 福島市岡部字大下1-6

<建設業（事務）>
①建設業の退職金に伴う稼働日の日報作成
②アットホームな雰囲気の職場です。犬・ネコがいます。（なごみ
用）

県北 84 生活クラブふくしま生活協同組合 本宮市荒井字山神30

<共同購入品の配達・組合員拡大>
①予め注文を受けている商品（生活クラブでは消費材といいます）を
小型トラックで組合員のお宅、またはグループの当番の方のお宅に届
ける業務です。
②日本には約600の生協があります。その生協の中で食品の安心安全
にこだわり、全国で37万人の組合員がいます。とことんまで安心安全
にこだわります。

県北 85 佐川急便株式会社　福島国見営業所 伊達郡桑折町大字北半田字畑合1-3
<倉庫内仕分け>
①荷物の仕分け業務体験

県北 86 グループホーム　虹の家 本宮市荒井山神14-1

<介護職>
①・施設内の見学、認知症の説明・入居者との会話・身体介護の体験
②認知症になっても、その人らしさを大切にし、安心して暮らせるよ
うな介護支援を行っています。未経験者の方でも介護に興味のある
方、お待ちしてます。

県北 87 NPO法人　コーヒータイム 二本松市若宮2丁目163-1　NTT二本松ビル2F

<職業指導員、生活支援員>
①精神、身体、知的な障がいの皆様といっしょに活動や作業（製品製
作等）をしていただきます。
②障がい者がコーヒータイムで就労することにより、地域社会で役割
を果たし、個々が目指す到達点まで、みんなであたたかく支援する施
設を目指しています。

県北 88 ナンシン精工株式会社 本宮市白岩字埋内120-3

<製造工>
①・会社概要説明　（工場レイアウト、南真グル－プ、一貫生産シス
テム、各工程レイアウト、製品例）
　・工場内見学　（成形課　⇒　組立課　⇒　検査　⇒　物流）
　・体験実習
②南真化学工業株式会社（川崎市）の生産工場会社として、平成元年
に竣工。ＯＡ・工学機器・車載用関連製品の樹脂成形部品等の生産・
販売を主業としています。
金型・成形・組立の一貫生産システムによる高精度・高品質・高効率
で、社員全員が元気にものづくりをしている工場です。　経験不問。
興味のある方大歓迎です。ぜひ、お待ちしています！！

県北 89 伊達貨物運送株式会社 伊達市箱崎字沖前73番地3

<運送業>
①【総合職】
・社内見学
・伝票、入金処理等実務体験
　【ドライバー職】
・社内見学
・ドライバー同乗見学
②当社は地元地域に根ざしつつも、変革する物流界に対応すべく事業
規模拡大を推進しております。
興味を持たれた方は、ぜひ、ご連絡下さい。

県北 90 古関株式会社 伊達郡川俣町字後庵18-1

<スクール&ビジネスユニフォーム製造>
①【縫製】
縫製工業の作業全般
②学生服及び官公庁制服を製造しており、流行に左右されない安定し
た企業である

県北 91 有限会社　おひさま 福島市丸子字富塚18-4
<介護>
①【介護】
介護業務

県北 92
株式会社あいの里
グループホームみなみ

本宮市糠沢字南箕内102-3

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 93
株式会社あいの里
グループホーム美里

福島市南矢野目字道下36-12

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等
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県北 94
株式会社あいの里
グループホーム矢野目

福島市南矢野目字上戸ノ内7-3

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 95
株式会社あいの里
シニアホームきろう

福島市笹谷字谷地前23-5

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 96
株式会社あいの里
シニアホームせんじゅ

福島市笹谷字谷地前22-35

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 97
株式会社あいの里
シニアホームもものさと

福島市小倉寺字美濃輪下1-3

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 98
株式会社あいの里
川俣町 かえでの森

伊達郡川俣町八反田3-2

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 99
株式会社あいの里
川俣町 絹の里

伊達郡川俣町宮町47-1

＜介護職＞
①・企業説明
　・利用者様とのコミュニケーション
　・レクリエーション
　・生活支援
②・充実した研修制度
　・資格取得応援制度
　・表彰制度（勤続３年以上）
　・リフレッシュ休暇制度、海外研修旅行制度　等

県北 100 ミライズ株式会社 福島市町庭坂遠原三3番地の16

＜警備業（交通誘導警備業務）＞
①警備員（交通誘導）のお仕事を勉強して、実際体験してみる
②老若男女問わず活躍中！
各種手当有（資格手当・精勤手当・家族手当などなど）
ハローワークにて求人掲載してます。

県北 101 株式会社阿部紙工 福島市庄野字柿場1-11

＜営業・DTP業務・グラフィックデザイン・製本加工業務・印刷物製
造業務＞
①企業説明・社内見学・各職場での実習体験を行います。
②当社は昭和21年創業の総合印刷会社です。
長年築き上げてきた実績で、大手企業様や地方公共団体様をはじめ幅
広いお客様より、ご信頼をいただいています。
印刷に関連する業務において、常に新しい価値や創造を生み出したい
と考えています。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 102 株式会社誉田　住宅サッシ部 伊達郡川俣町大字鶴沢字馬場10

＜営業、ビルダー様へのルート営業＞
①職場、現場の見学、営業との同行訪問
②住宅サッシ販売（特にYKKAP製品）においては、東北でも上位に入
る実績を有しております。市場の変化に対してもアイディアと行動力
を持った方をお待ちしております。

県北 102 株式会社誉田　住設部 伊達郡川俣町字鉄炮町71

＜給排水衛生設備工事・設備工事、住宅機器の営業＞
①１日目　・企業説明、社内見学・現場作業状況の見学をします。
　２日目　・簡単な給排水工事を作業員と行います。
②地域密着の企業です。また、生活に欠かすことができない水道工事
を行っています。
水道工事にあった資格等も取得でき、独立も可能です。初めての方に
も親切丁寧にお教えいたします。

県北 102
株式会社誉田
カインズホーム川俣店

伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前15
カインズホームFC川俣店

＜販売接客・レジ・商品陳列及び管理＞
①企業説明・店内見学・店内仕事（商品陳列、管理）
②大手カインズのFC店として25年となりました。
地域一番のホームセンターで楽しく働いてみませんか。

県北 102 株式会社誉田プロックス事業部 伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前15

＜営業・現場管理者＞
①１日目　・企業説明　・現場にて、施工、打合せの見学をします。
　２日目　・建材搬入や、現場管理の体験をします。
　３日目　・CADを使用した図面の作成体験をします。
②リフォーム（住宅改修）がメインの仕事です。
興味のある方は、ぜひ体験して下さい。

県北 103 有限会社ちちんぷいぷい 福島市清明町1番10号

＜介護員＞
①１日目　・コミュニケーション
　２日目　・レクリレーション
②アットホームな職場です。温かくお迎えします。一緒に体験し、あ
なたの力を試してみませんか。ご来社をお待ちしております。

県北 104 社会福祉法人飯野ふるさと福祉会 福島市飯野町大久保字古枝41番1

＜介護職員＞
①１日目　・介護業務の基礎知識、座学
　２日目　・介護職員についての介護補助体験実習
　３日目　・主要介助（入浴・食事）体験実習を含む介護実習
②開設２年の新しい施設です。入居者様、個人に合わせたケアを目指
している特別養護老人ホームです。年間公休と就業組織上の休暇合計
１０８日、資格取得の為の法人負担制度有り。

県北 105 有限会社イタクラ 福島市郷野目字東9-1

＜土木作業員＞
①１日目　・会社説明　・社内案内（土木事業部）
　２日目　・現場見学（実際働いている方がいる現場・利用者様お宅
へ見学へ行きます）
　３日目　・現場見学　・体験（要相談）
②当社は、多岐にわたる事業を展開しております。ひとつを極めるも
よし、幅広く活躍することも可能です。
未経験者でも大歓迎です。
スキルアップしたい方、職の幅を広げてみたい方、是非お待ちしてお
ります！

県北 105 有限会社イタクラ 福島市郷野目字東9-1

＜訪問介護員＞
①１日目　・会社説明　・社内案内（介護事業部）
　２日目　・現場見学（実際働いている方がいる現場・利用者様お宅
へ見学へ行きます）
　３日目　・現場見学　・体験（要相談）
②当社は、多岐にわたる事業を展開しております。ひとつを極めるも
よし、幅広く活躍することも可能です。
未経験者でも大歓迎です。
スキルアップしたい方、職の幅を広げてみたい方、是非お待ちしてお
ります！

県北 106 株式会社斎藤工機
川俣工場
伊達郡川俣町飯坂字壁沢7-1

＜製造業＞
①１日目　・会社説明、設備案内、加工見学、社長・先輩とのディス
カッション、検査、生産管理見学
②治工具および機械部品の加工から組み立て全般（多品種小ロット）
を事業としています。
当社では、元々未経験者の社員が多く、研修もそれぞれの経験に応じ
て、プログラムを考えます。（社外研修、社外講師研修等）
また、メンター制度を導入し、入社以後（特に若年層の方）、様々な
相談に対応できるようにしています。

県北 106 株式会社　斎藤工機
飯野工場
福島市飯野町字宮川34-8

＜製造業＞
①１日目　・会社説明、設備案内、加工見学、社長・先輩とのディス
カッション、検査、生産管理見学
②治工具および機械部品の加工から組み立て全般（多品種小ロット）
を事業としています。
当社では、元々未経験者の社員が多く、研修もそれぞれの経験に応じ
て、プログラムを考えます。（社外研修、社外講師研修等）
また、メンター制度を導入し、入社以後（特に若年層の方）、様々な
相談に対応できるようにしています。

県北 107
株式会社笠原鋳物工場
福島工場

伊達郡川俣町山木屋字上松林山１－１

＜製造業、鋳物工＞
①１日目　・会社説明、社内見学（安全教育、製造工程）、体験、
ディスカッション
②当社は自動車部品、建設機械部品、電気送電用部品、船舶用部品、
減速機械部品等の普通鋳鉄鋳物(福島工場)の製造販売を行っておりま
す。試作品から量産品の製造及び多品種少量生産に対応し、お客様に
貢献致します。
 また、品質と技術の向上、短納期に対応した工場づくり、「環境に
やさしい企業」の構築にも取り組んでいます。



地域 No． 企業名 実習実施場所 ＜職種＞　　①実習内容　②担当者より

県北 108 ベルグ福島株式会社
伊達郡川俣町大字羽田字曽利田
10番地の1

＜野菜苗生産スタッフ（種まき、接ぎ木、ハウス内作業）＞
①１日目　・種まき、接ぎ木、ハウス内作業（植込、スペーシング
等々）
②・野菜苗（接ぎ木苗）の生産量国内トップクラスであるベルグアー
ス（株）（JASDAQ上場）
　・完全閉鎖型設備やワクチン接種苗等、最先端の技術を利用して日
本の一次産業に貢献

県北 109 総合南東北福祉センター川俣 伊達郡川俣町大字鶴沢字池ノ上30-1

＜介護、看護、リハビリ、その他＞
①１日目　・企業概要説明、見学
　２日目　・各事業所に分かれての専門的な実習
②当センターは老健と特養が併設しており、様々な経験や知識を習得
できる環境が整っております。
医療福祉施設ではありますが、総合職から専門職まで幅広く就業体験
することが可能です。
興味のある方はぜひお問い合わせください。

県北 110 株式会社アイソニーフーズ福島 本宮市荒井字山神40番地12

＜惣菜製造、生野菜カット＞
①１日目…企業説明・社内見学（工場内部門の見学）・衛生学習
　２日目…製造工程実践実習・実践実習反省会
　３日目…事務関係の実習・実習全体の反省会
②大手スーパーマーケット惣菜関連商品の開発・製造に於いてはパイ
オニア的存在です。25年10月新工場稼働。お客様に合ったおいしい食
品の開発を進めています。丁寧な指導を行いますので未経験でもご心
配いりません。食品に興味が有るかた大歓迎。

県北 111 株式会社ナプロアース 伊達市梁川町やながわ工業団地63-1

＜自動車解体・自動車リサイクルの業務全般＞
①１日目…企業説明、社内見学、出荷梱包作業の体験
　２日目…自動車リサイクルの前処理行程作の体験
　３日目…自動車リサイクル部品の美化検品作業の体験
②地球環境に優しい自動車リサイクル業、リサイクル部品を日本全国
のお客様へ直送販売、海外数ヶ国へ輸出。
誕生日休暇制度、有給休暇取得強化月間アリ。

県北 112 郡山冷蔵製氷株式会社 本宮市荒井字北ノ内60-10

＜総合職（倉庫作業）＞
①１日目…企業説明、社内見学、倉庫内にて冷凍食品の片づけ作業
　２日目…冷蔵食肉の仕分け作業、冷凍食品の片づけ作業
　３日目…冷蔵食肉の仕分け作業、冷凍食品の片づけ作業
②当社は郡山で初めて創立100年を迎えた安定した企業です。県内外
に８拠点あり、低温物流を通し社会に貢献しております。資格取得制
度（会社全額負担）やOJT研修、メンター制度などがあるので、この
業界が初めての方も安心してお仕事を始められます。また、社員旅行
や年3回行われる懇親会では、他部署との交流や社員同士の交流を深
めています。社会保険完備、昇給（能力による）、賞与2回、交通費
最大1万、無料駐車場など福利厚生も充実しています。職場体験ぜ
ひ、お待ちしております。

県北 113 株式会社ファーストフーズ福島 本宮市荒井字恵向60-11

＜加工・検品、調理＞
①１日目…会社説明、安全衛生教育、製造研修（加工検品）
　２日目…製造研修（加工検品or調理）・面談
　３日目…製造研修・面談
②お仕事の魅力として、自分が手掛けた食品が店頭に並んでいるとこ
ろを見ると、多くの人に貢献しているという実感が湧いてきます。弊
社、社会保険加入のほか、ベネフィットステーションと呼ばれる、会
員制の福利厚生サービス加入しており、レジャーにグルメに宿泊など
お得になるサービスがご利用になれます。職場は、日中は食堂も完備
しており、大変喜ばれております。誕生日にはケーキをプレゼント。
カラオケやスポーツのサークル活動の積極的行ってます。

県北 114 株式会社代和産業
【福島営業所】
福島市北矢野目字江下3-8

＜施工スタッフ、作業スタッフ＞
①会社案内、事業説明、部材やメッシュシートなど使用資材案内、現
場見学など
②未経験の方大歓迎！ 社員を大切にしてくれる会社で、 稼げるスキ
ルを身につけませんか。
◆学歴・職歴は一切不問⇒未経験者大歓迎！しっかりスキルを磨けま
す！
◆社員を大切にしています⇒福利厚生が充実！海外旅行の楽しいひと
時も！
◆残業少な目、プライベート充実⇒家族との時間、趣味の時間を大切
にできます！


