
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

いわき 1 社会福祉法人柳愛会　幸寿苑 いわき市平上平窪字原田13-1

＜介護員＞
①利用者との会話・昼食の配膳・苑内散歩の介助、おやつ・水分補給
介助、衣類整理等
②身体の状況や家族の事情のために、ご家庭で生活を続けることが困
難な高齢者に生活の場を提供します。
住み馴れた家を離れて暮らすお年寄りのために、心からくつろいでい
ただけるよう、毎日のふれあいを大切に、温かな雰囲気づくりに気を
配っています。
利用される方が楽しんでいただけるよう、ドライブやショッピング、
誕生会など、催しも盛り沢山です。

いわき 2 株式会社アカデミー
いわき市中央台飯野4-2-4
ニュータウンセンタービル1F

＜教育、職業訓練施設スタッフ＞
①生徒対応業務補助、資料作成業務補助、職業紹介業務補助
②「再就職に向けてステップアップしたい！」という方の為に公共職
業訓練を行っております。WordやExcel、簿記の資格取得に向けての
授業の他、履歴書の記入方法やビジネスマナーもお教えいたします。
求職者の方をサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

いわき 3
社会福祉法人　りんさく福祉会　介
護老人福祉施設　望洋荘

いわき市平豊間字合磯39

＜介護員＞
①１日目…オリエンテーション，実習（利用者との会話・昼食の配
膳・施設内散歩介助・衣類の整理整頓など）
　２日目…実習（利用者との会話・昼食の配膳・施設内散歩介助・衣
類の整理整頓など）
　３日目…実習（利用者との会話・昼食の配膳・施設内散歩介助・衣
類の整理整頓など），反省会
②「望洋荘」は平成15年12月に開設しました。当施設は高台にあり太
平洋を一望できます。家庭的な雰囲気を大切にし、ご利用者様の過ご
しやすい環境づくりを心掛けています。職員同士のコミュニケーショ
ンを大事にし、働きやすい環境づくりにも力を入れています。小名浜
や鹿島の大型ショッピングモールまで車で15分の場所にあるのも魅力
です！一度、見学に来てみませんか？随時受け付けています。★当法
人は『せんしょう苑』(内郷）も運営しております。詳しくはＨＰを
ご覧ください。

いわき 4
社会福祉法人　エル・ファロ
自由空間

いわき市植田町中央三丁目7-6

＜生活支援員＞
①障害福祉サービス事業所における生活支援のお仕事です。レクリ
エーション活動など日中活動の支援業務等を体験していただきます。
②常に介護が必要な方に、主に日中において、障害者支援施設などで
食事及び排泄等の介護を行うほか、創作活動や生産活動の機会を提供
します。

いわき 5 農事組合法人　いわき菌床椎茸組合 いわき市渡辺町泉田字花立67番地の1

＜食料品製造業＞
①菌床椎茸の生産体験
②当施設は菌床作りから出荷まで一貫生産をしています。実習対象は
原則全行程となります。

いわき 6 特別養護老人ホームハートフルなこそ いわき市勿来町白米長沢8

＜介護職＞
①１日目…　事業概要及び基本方針説明、事業所見学
　２日目…　入居者さんとのコミュニケーションを取りながら日常生
活支援の業務見学、間接業務体験
　３日目…　入居者さんとのコミュニケーションを取りながら日常生
活支援の業務見学、間接業務体験
②『ハートフルなこそ』は生涯学習の場であり、社会的に役割を担う
家として、一人ひとり出会えた人を大切にすることを基本としたサー
ビスを提供し、利用者さんが、新しい環境のなかで、新しい仲間と生
活することになっても、自分の生まれ育った町や家族、知人・隣人に
触れていたいと願うのが自然であり、地域の人々が、家で家族ととも
に生活することができるためにも存在する家を目指しています。詳し
くはHPをご覧ください。

いわき 8
オリックス・ゴルフ・マネジメント
合同会社小名浜カントリー倶楽部

いわき市小名浜上神白字東大沢1-44
＜レストラン ホールスタッフ＞
①ウェイター、ウェイトレス

いわき 8
オリックス・ゴルフ・マネジメント
合同会社
小名浜カントリー倶楽部

いわき市小名浜上神白字東大沢 1-44
＜コース管理人＞
①芝生の手入れ及びそれに追随する作業・樹木の手入れ及びそれに追
随する作業

いわき 10 有限会社ユウ 小川きのこ園 いわき市小川町上平字中平7

＜収穫・包装作業＞
①工場内キノコ製造業務の内、キノコの収穫とパック詰めを担当して
いただきます。
②全行程立ち作業となります。収穫、トレイに入れる作業は手作業と
なり、キノコに傷を付けないように丁寧に取り扱うなどの配慮をしな
がらの作業となります。

いわき 10 有限会社ユウ 小川きのこ園 いわき市小川町上平字中平7

＜製造作業員＞
①工場内キノコ製造業務全般（※キノコの仕込み）、菌を植えるプラ
スチック容器を機械に入れ、終わったら機械から出す作業、機械の掃
除、翌日の準備（※菌掻き等の作業）、菌を培養して芽出しをする機
械の操作、カゴ500～600個を台車を使って棚に移す作業
②重い物（10㎏程度）の持ち運びがありますので体力が必要となりま
す。（全工程立ち作業）



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

いわき 11 いわき市再生資源協業組合
いわき市渡辺町中釜戸大石沢24-1
いわき市リサイクルプラザ　クリン
ピーの家

＜選別作業＞
①家庭から回収された資源ごみ（缶、ペットボトル、びん類、容器包
装プラスチック）を、リサイクル種類別に手選別する作業。
②指導員が指導にあたりますので、初心者でもできる作業です。

いわき 12 有限会社　あい・あい いわき市郷ヶ丘2丁目55-3
＜介護職＞
①デイサービス業務における利用者への声掛け、誘導、コミュニケー
ション、体操、スタッフの補助

いわき 13 株式会社　マルト いわき市内　スーパーマルト各店
＜販売職＞
①食品スーパーマーケットでの送品補充作業、野菜・果物の商品づく
り（袋詰め）等の作業

いわき 14
株式会社ポラリス
ミスタードーナツ谷川瀬ショップ

いわき市平谷川瀬字双藤町77

＜調理及び接客・販売、店舗運営の全般＞
①店舗内（厨房、客席、バックヤード）外の清掃、調理現場見学、洗
い物、仕込み作業等体験、セールスエリア、ホール見学、クリーン臭
検等体験、業務内容 オリエンテーション及び説明

いわき 15 株式会社ポラリス　幸楽苑錦店 いわき市錦町中迎四丁目7-12

＜調理及び接客・販売、店舗運営の全般＞
①店舗内（厨房、客席、バックヤード）外の清掃、調理現場見学、洗
い物、仕込み作業等体験、セールスエリア、ホール見学、クリーン臭
検等体験、業務内容 オリエンテーション及び説明

いわき 16 田中建設株式会社 いわき市平堂の前9　いわき事務所

＜技術職（施工管理技士）、建設機械運転手、現場作業員＞
①双葉郡内全域での公共工事等の災害復旧工事（道路・海岸等）にお
ける土木・建築工事の施工管理業務、建設機械の運転業務、現場作
業、その他付随作業に従事していただきます。（除染業務はありませ
ん）

いわき 17 特別養護老人ホーム 寿限無 いわき市泉町本谷字大田23-1

＜介護職＞
①入居者様とのコミュニケーションの実施を通じながら、入居者様の
一日の生活状況の見学や職員同行によるイベント等の参加。
②「葵会」では、みなさま方それぞれの生活習慣を大切にし、
「その方らしく」生活して頂くことを目標にケアをご提供しておりま
す。
「あきらめ」の生活ではなく「あたりまえ」の生活、
そして「最期の最期まで輝いた人生をみなさまに送って頂くために、
私達がこの瞬間出来ることに全力で取り組む」・・・それが「葵会」
の介護です。

いわき 18 ワタナベ電建株式会社　いわき営業所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

＜電気工事＞
①電気工事：現場（一般家屋）において実作業又は補助作業

いわき 18 ワタナベ電建株式会社　いわき営業所
a)いわき市内の現場
b)双葉郡内、田村市内

<伐採>
①伐採：現場見学又は片付け作業

いわき 19
株式会社　福寿会
いわきふるさとの楽園

いわき市平下荒川字大作130-2

＜介護スタッフ＞
①レクリエーション、食事介助、排泄介助、おむつ交換、清拭、見守
りなど
②・担当スタッフの指示に基づき実習を行います。
  ・担当スタッフとともに実施しますので安心して実習を受けること
が出来ます。

いわき 20 特別養護老人ホーム　ひまわり荘 いわき市平上片寄字上ノ内193番地
＜介護＞
①介護業務に携わることが主になりますが、その中でも直接的（利用
者の生活支援）間接的な方法を学びます。

いわき 21 株式会社いわき遠野らぱん いわき市遠野町上遠野字若宮60-1

＜製造業（食品加工）＞
①食品工場での軽作業及び農場での軽作業
②農業法人で原材料となる野菜の栽培から、工場内での食品加工まで
を体験できます。

いわき 22 ヘアースペースOZ いわき市植田町根小屋36
＜美容＞
①店内清掃、タオルたたみ、洗い物、施術補助

いわき 24 株式会社トスネット南東北　いわき営業所 いわき市平字作町三丁目3番地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。



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

いわき 25
社会福祉法人 　いわきの里
地域密着型特別養護老人ホーム
サンシャインよしま

いわき市好間町北好間字外川原33番地
の1

<介護職>
①日常生活全般の身体介護について（食事、排せつ、歩行、会話、見
守り等）
②基本的、初歩的な部分を体験していただきます。（主に食事、会
話）

いわき 26
社会福祉法人　いわきの里
地域密着型特別養護老人ホーム
特養ひなた

いわき市明治団地12-19

<介護職>
①日常生活全般の身体介護について（食事、排せつ、歩行、会話、見
守り等）
②基本的、初歩的な部分を体験していただきます。（主に食事、会
話）

いわき 27
有料老人ホーム　シルバーレジデン
ス　孔輪閣

いわき市平上片寄字上ノ内175-1

<介護員>
①
・施設見学後、有料老人ホームについての説明。
・入居者様とのコミュニケーションを取りながら、日々の生活状況の
見学をしていただきます。
・レクリエーション見学

②多くの部屋数を誇る有料老人ホームですが、アットホームな雰囲気
が自慢の当施設。いつもスタッフや入居者様の笑い声が聞こえ、思わ
ず笑顔になってしまう。そんな施設です。年間休日は120日ありま
す！社会保険や退職金制度、育児休暇も完備していて、安心して長く
働き続けられる職場です。なんでも相談できる風通しの良さも魅力の
ひとつ。

いわき 28 アトム工業株式会社 いわき市明治団地58-307

＜土木作業員（軽作業）＞
①現場での土木軽作業全般
②幅広い年齢層の方が従事しており、とても明るい職場です。
複数名で作業を行いますので、未経験の方も指導いたします。

いわき 29 株式会社　伴助 いわき市泉町3-13-2

<水産物加工製造>
①・シマホッケ、赤魚、サバなどの干物の製造、加工。
  ・干物を総菜に加工する。
②一度食べたらやみつきになる美味しい干物づくりをしてみません
か？
全国各地に卸売りしております。
インターネットにて、個別販売もしております。
初心者の方でも簡単にできる作業です。

いわき 30 社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院 いわき市錦町落合1番地1

<介護職>
①施設内見学、利用者とのコミュニケーション、食事介助、入浴介
助、排泄介助、レクリエーション補助など
②実際の介護の仕事を理解できるような実習です。
看護助手としての職場体験内容も可能です。

いわき 31
社会福祉法人ふたば福祉会・認知症
高齢者グループホームせんだんの家

いわき市錦町江栗馬場9番地1

<医療福祉>
①(1)ご利用者様やスタッフとの交流
・レクリエーション
・食事、お茶時間の交流
・入浴、排せつ介助の見学
(2)系列の特別養護老人ホームの視察
②「やさしい思いやり、いつも笑顔が絶えない施設づくり」を目指し
て、一緒にキャリアアップして行ける方のご応募をお待ちしておりま
す。

いわき 32 株式会社　いわき印刷企画センター いわき市平荒田目字田中内南149-1

<営業>
①・社内見学：制作部門・製造部門の見学
  ・顧客訪問：既存顧客へ訪問し、商談します
  ・店舗訪問：当社の『いわきひとまち百景』の販売を依頼している
店舗への訪問

いわき 32 株式会社　いわき印刷企画センター いわき市平荒田目字田中内南149-1

<事務>
①納品書・請求書の発行　電話対応　来客応対　他
　必要な経験、免許、資格等：エクセル、ワード
②当社は創業５１年を迎え、いわき市と仙台市を中心に営業しており
ます。印刷のみならず、web.動画や販促企画も提案させて頂いており
ます。

いわき 33 海鮮四季工房きむらや　いわき店 いわき市平南町70-1

<料亭　仕出し業>
①調理補助、清掃、接客ホール係、仕出し盛り付け、配達
②味良し、雰囲気良し、おもてなし良しの三拍子そろった日本料理
店。ワンランク上のサービスを心がけている店作りをしています。

いわき 34 いわき小名浜菜園株式会社 いわき市小名浜住吉字入海3-1

〈農業〉
①・昇降台車に乗り栽培補助管理作業
  ・トマトの収穫作業
  ・トマトのパッキング作業
　・トマトの葉かき作業
日本一の栽培面積を誇るフェンロー型温室で、一緒においしい生鮮ト
マトを作りましょう。初心者の方でも丁寧に指導致します。



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

いわき 35 有限会社　ＡＢＣいわき いわき市平字作町2-1-9

<広告業（広報誌発行・web制作・Ｔポイント・ＬＩＮＥ取扱業務）>
①店舗への取材・原稿作成・校正作業・webページ制作(入力、写真加
工など）
②いわきの情報を県内外に広く発信し、いわきの活性化を目指してい
ます。
平均年齢30才と、若さとパワーで元気のある会社です。

いわき 38
社会福祉法人　養生会
特別養護老人ホーム　かしま荘

いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２４

<老人介護>
①介護体験として高齢者の方の食事介助・入浴業務などの体験をして
いただきます。
②介護職としての資格取得支援制度有。
働きながらプロを目指す人を支援していきます。
介護職に興味ある方一緒に働いてみませんか？
福利厚生制度も充実しています。

いわき 39
介護付有料老人ホーム
幸福の家桜の里

いわき市平谷川瀬字根木作62

<介護職>
①１．入居者様との交流・話し相手
　２．レクリエーション・行事等の余暇支援
　３．食事の配膳・下膳・後片付け
　４．環境整備-施設内外の清掃
　５．介護補助
②１．入居者様のご満足＝職員の満足という考え方で、職員の労働環
境の整備に努めています。
　２．「チーム桜の里」を基本に協調・協力体制を重視しています。
　３．明るい職場作りを目指しています。
　４．人事評価制度有り：能力に応じた処遇を実施しています。
　５．ボトムアップ方式で運営しております。

いわき 40
社会福祉法人楽寿会
特別養護老人ホーム楽寿荘

いわき市四倉町上仁井田字横川67

<介護職>
①・日常生活介助の補助
　・コミュニケーション
　・レクリエーション、クラブ活動への参加
②四倉地域を中心に活動中です。
楽寿荘として特徴的なことは、①楽寿荘で最期を迎える入所者の方が
多いこと、②勤続年数の長い職員が多いこと、③事業を行う際の職員
の団結力が高いこと、の三つがあります。

いわき 41
社会福祉法人ふたば福祉会
特別養護老人ホームせんだん

いわき市錦町江栗馬場９番地１

<介護職>
①(1)法人説明
　(2)ご利用者様やスタッフとの交流
　・レクリエーション
　・食事、お茶時間の交流
　・入浴、排せつ介助の見学
②平成２９年７月いわき市錦町にオープンした特別養護老人ホームで
す。特養４０床、ショートステイ１０床、併設のグループホーム９床
の施設です。新築の職員宿舎も利用でき、近隣にコンビニや大型量販
店も多く、新生活をすぐにスタートできます。
前年実績　賞与４ヶ月間　退職金は中退共　県社協二本立

いわき 42 株式会社　吉村興業 いわき市錦町中央2丁目14-1

<現場管理者・現場作業員>
①１日目　・企業説明　・作業内容説明
　２日目　・現場見学
　３日目　・現場実践
②経験問わず募集します。資格支援、昇級、有給、有ります。
従業員の仲も良く人間関係等働く上での環境には自信があります。
各種保険完備してます。

いわき 43 株式会社 ジョイント
いわき市平字小太郎町4-12
ZENSHOいわきビル501号

<営業>
①１日目　・企業説明、仕事の全体像の説明、営業担当者のサポート
　２日目　・営業担当者についてサポートを行いながら、営業全般の
仕事の実践をします。
　３日目　・営業担当者についてサポートを行いながら、営業全般の
仕事の実践をします。
②当社は地元のお客様に支えられ、デジタル複合機、PCをはじめとし
たOA機器やオフィス什器を中心に、お客様の環境に合わせた営業提案
から導入、アフターサポートを含む販売を行っております。未経験で
あっても、新しいものに興味を持って仕事に取り組む人材を募集して
います。

いわき 43 株式会社 ジョイント
いわき市平字小太郎町4-12
ZENSHOいわきビル501号

<カスタマーエンジニア>
①１日目　・企業説明、仕事の全体像の説明、カスタマーエンジニア
のサポート
　２日目　・カスタマーエンジニア担当者についてサポートを行いな
がら、仕事全般の実践をします。
　３日目　・カスタマーエンジニア担当者についてサポートを行いな
がら、仕事全般の実践をします。
②当社は地元のお客様に支えられ、デジタル複合機、PCをはじめとし
たOA機器やオフィス什器を中心に、お客様の環境に合わせた営業提案
から導入、アフターサポートを含む販売を行っております。未経験で
あっても、新しいものに興味を持って仕事に取り組む人材を募集して
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

いわき 44 株式会社 全商
いわき市平字小太郎町4-12
ZENSHOいわきビル501号

<管理及び作業スタッフ>
①１日目　・企業説明、仕事の全体像の説明、テナント状況の見学
　２日目　・電話対応や書類作成等の業務を行い、仕事の実践をしま
す。
　３日目　・電話対応や書類作成等の業務を行い、仕事の実践をしま
す。
②自社不動産ビルにおけるテナント管理を主に行っており、その他
に、グループ会社（OA機器販売）の補助作業を行っています。幅広い
視野で仕事に取り組める人材を募集しています。

いわき 45
社会福祉法人祐寿会
地域密着型特別養護老人ホーム
しんせつ館ゆもと

いわき市常磐湯本町日渡74-13

<介護職>
①１日目　・施設の概要等、利用者との接し方、環境整備（掃除、
シーツ交換など）
　２日目　・食事の準備、片づけ、レクリエーション、入浴介助
　３日目　・２日目と同じ
②資格取得のための助成金制度あり

いわき 46 桂建設株式会社 いわき市四倉町字西四丁目2-4

<一般土木、建築の補助業務>
①１日目　・企業説明・社内見学及び現場見学
　２日目　・施工中の現場での担当者の管理補助
②総合建設業として安全は全てに優先し、顧客が感動する製品を提供
する施工をモットーに常にお客様の立場になり、真心施工で地域に貢
献を合い言葉に職員一丸となり取り組んでおります。是非職場に足を
運んで見て下さい。

いわき市四倉町字西四丁目2-4

<一般事務請求書等の整理>
①１日目　・企業説明・社内見学及び現場見学
　２日目　・施工中の現場での担当者の管理補助
②総合建設業として安全は全てに優先し、顧客が感動する製品を提供
する施工をモットーに常にお客様の立場になり、真心施工で地域に貢
献を合い言葉に職員一丸となり取り組んでおります。是非職場に足を
運んで見て下さい。

いわき 47 有限会社大秀商事 たまごの郷 いわき市泉町滝尻字南坪27-1

<菓子製造>
①１日目　・菓子製造補助と包装
②養鶏場直営のたまごとたまごのお菓子のお店です。
幅広い年代の方々にお越しいただき地域の語らいの場にもなっていま
す。

いわき 48 株式会社かげつ
いわき市好間町下好間字叶田134-1
かげつ斎苑好間

<サービス>
①１日目　・企業説明、見学、体験
　２日目　・見学、体験
②いわき市を中心に葬祭業を展開する八幡台やまたまやグループで、
楢葉町での新規オープンに伴う求人です。大切な故人様との最期をプ
ロデュースし、地域で一番「ありがとう」が集まる場でありたいと
願っております。

いわき 49 有限会社　新妻空調サービス
いわき営業所
いわき市好間工業団地1-26
テナントNo.２

<空調工事及びメンテナンスの作業員>
①１日目　・企業説明　・社内見学（倉庫内商品や現場作業など）
②地域密着型の会社を目指しています。地元のみならず、福島県内、
隣県の一般家庭のエアコン取付工事から、大規模な施設ビルの空調工
事・メンテナンスまで幅広いニーズに応え事業を展開しています。未
経験者も活躍中。私たちと一緒にやりがいのある仕事にチャレンジし
てみませんか？

いわき 50
株式会社
MARUWA QUARTZ（マルワクオーツ）
いわき工場

いわき市勿来町大高館ノ内1

＜製造（研磨、機械加工、溶接、検査など）＞
①企業概要の説明、工場見学を通して製造工程や仕事内容などを学び
ます。（約4時間）
②・現在の世の中には欠かせないパソコンやスマホ。
　　それに搭載される半導体を製造する装置内に、
　　石英ガラス製品が使われています。
　　今後、自動運転車の普及やＩｏＴ、ＡＩの進化・発展のためには
　　半導体の力が不可欠で、需要の増加も見込まれています。
　・年間休日125日（2017年実績）、日勤のみ、制服貸与、
　　企業型確定拠出年金制度 、従業員持株会（任意）など。
　・㈱MARUWAグループ。
　・休日には、ソフトボールやマラソン、卓球、
　　ゴルフなどを楽しむこともあります。

いわき 51
株式会社　銀河警備保障
いわき営業所

いわき市平六町目5-23

＜警備員＞
①１日目　・会社概要及び警備業務の説明、業務実施地内での見学な
ど
②公共工事を主にした交通誘導警備の他、イベント警備や駐車場警備
など車両・歩行者の安全誘導を行います。大手取引先が多数あり、年
間を通して仕事量は安定しております。男女ともに活躍できる職場で
す。
就業場所は、いわき市，双葉郡広野町，双葉郡富岡町です。



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

いわき 52
株式会社
ザ・ラッキーリレーション

いわき市平字愛谷町４丁目８－３

＜警備員＞
①１日目　・企業説明
　２日目　・講習見学
　３日目　・現場見学
②当社は平成20年創業の会社です。
大震災を乗り越え、福島県を元気にする事を目標に人材派遣、警備
業、建設業を柱にしています。
初心者の方でも働きやすい環境の会社です。

いわき 53
株式会社
不二代建設

いわき市内郷宮町代154-5

＜不動産営業＞
①１日目　・オリエンテーション後、各現場案内
　２日目　・現場実務
　３日目　・現場実務後、面談、報告書作成
②当社は社員全員が「安心して働ける会社」「幸せな人生を送る事の
出来る会社」を目指しております。

いわき 53
株式会社
不二代建設

いわき市内郷宮町代154-5

＜建設（建築⇒施行管理，プラント⇒施工管理，土木⇒設計・施工管
理・施行）＞
①１日目　・オリエンテーション後、各現場案内
　２日目　・現場実務
　３日目　・現場実務後、面談、報告書作成
②当社は社員全員が「安心して働ける会社」「幸せな人生を送る事の
出来る会社」を目指しております。

いわき 54
東洋平成ポリマー株式会社
福島工場

いわき市好間工業団地１番６１

＜製造　【製造オペレーターコース】プラスチックフィルム製品製造
オペレーター＞
①会社概要説明，工場内にて大型機・中型機・小型機のフィルム生産
現場の見学（体験）など、最大３日間体験可能です。
②熱をかけると収縮する透明のプラスチック製のフィルム（シュリン
クフィルム）の製造を行っている工場です。通販大手先で物品を購入
時に段ボールの中に製品を固定する役目のあるフィルムとして使われ
ていたりします。
２００８年にいわき市に新設された若い工場です。
他に東京・大阪に営業所、茨城工場・高知工場があります。

いわき 54
東洋平成ポリマー株式会社
福島工場

いわき市好間工業団地１番６１

＜保全　【保全担当コース】　機械のメンテナンス・修理業務＞
①会社概要説明，職種説明，製造機械の修理・保全・メンテナンス作
業などの見学，質疑応答など、最大３日間体験可能です。
②熱をかけると収縮する透明のプラスチック製のフィルム（シュリン
クフィルム）の製造を行っている工場です。通販大手先で物品を購入
時に段ボールの中に製品を固定する役目のあるフィルムとして使われ
ていたりします。
２００８年にいわき市に新設された若い工場です。
他に東京・大阪に営業所、茨城工場・高知工場があります。

いわき 55 まがら洋菓子研究所（有）
いわき市小名浜君ヶ塚町９－６
季節の洋菓子工房
ラトリエ　グランブルー

＜菓子製造＞
①１日目　・製造補助（シール貼り，計量，洗い場作業など、製造全
般の業務補助）
　２日目　・製造補助（シール貼り，計量，洗い場作業など、製造全
般の業務補助）
　３日目　・製造補助（シール貼り，計量，洗い場作業など、製造全
般の業務補助）
②「ラトリエグランブルー」は、いわき市小名浜にある洋菓子店で
す。本店は創業1982年から続く「ふたば茶亭」。
オープンは2005年。素材や製法にこだわりをもったシェフ眞柄オリジ
ナルのスイーツを、毎日製造・販売しております。
どこか懐かしさを感じる老舗の味わいはもちろん、色とりどりのマカ
ロンや、伝統菓子のカヌレ・ド・ボルドー、毎朝焼きたてのパン、手
土産に最適な詰め合わせ商品など、様々なシーンで使えるスイーツ
が、すべてここで揃います。姉妹店の「ラトリエ　グランブルー 内
郷店」も宜しく願い致します。

いわき 55 まがら洋菓子研究所（有）
いわき市小名浜君ヶ塚町９－６
季節の洋菓子工房
ラトリエ　グランブルー

＜店舗販売＞
①１日目　・販売（接客，ラッピング，レジ，電話応対など、店舗販
売業務）
　２日目　・販売（接客，ラッピング，レジ，電話応対など、店舗販
売業務）
　３日目　・販売（接客，ラッピング，レジ，電話応対など、店舗販
売業務）
②「ラトリエグランブルー」は、いわき市小名浜にある洋菓子店で
す。本店は創業1982年から続く「ふたば茶亭」。
オープンは2005年。素材や製法にこだわりをもったシェフ眞柄オリジ
ナルのスイーツを、毎日製造・販売しております。
どこか懐かしさを感じる老舗の味わいはもちろん、色とりどりのマカ
ロンや、伝統菓子のカヌレ・ド・ボルドー、毎朝焼きたてのパン、手
土産に最適な詰め合わせ商品など、様々なシーンで使えるスイーツ
が、すべてここで揃います。姉妹店の「ラトリエ　グランブルー 内
郷店」も宜しく願い致します。


