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【団体概要】

【団体住所・TEL】

【団体HP】

【団体SNS】

技術職 技能職
営業
事務職

その他

15 池下工業株式会社 前橋市岩神町四丁目10番19号 027-231-4571 https://www.isikk.com/ ○

15 岩上建設株式会社 前橋市二之宮町1686番地 027-268-1111 https://iwakami-kensetsu.jp/ ○

16 鵜川興業株式会社 前橋市六供町705番地 027-224-3105 https://www.ugawakougyou.co.jp ○

16 小野里工業株式会社 前橋市下小出町一丁目1番地12 027-231-4211 http://www.onozato-kogyo.co.jp ○

17 小林工業株式会社 前橋市表町二丁目11番8号 027-224-1751 https://www.kobayashikogyo.co.jp ○ ○

17 佐田建設株式会社 前橋市元総社町一丁目1番地7 027-290-1603 https://www.sata.co.jp ○ ○

18 株式会社志村工業 前橋市滝窪町1319番地 027-283-5370 ○ ○

18 株式会社下田工業 前橋市富士見町時沢500番地2 027-288-4025 ○ ○

19 末広産業株式会社 前橋市亀里町786番地 027-265-1295 http://www.suehiro-sangyo.com/ ○

19 大幸建設株式会社 前橋市東大室町99番地2 027-268-2216 http://www.taikobuild.com/ ○

20 太眞工業株式会社 前橋市元総社町948番地1 027-251-2961 ○ ○ ○

20 立見建設株式会社 前橋市総社町植野841番地 027-251-5678 https://www.tatsumi-kk.co.jp/ ○

21 株式会社大信工業 前橋市上新田町626番地1 027-280-6100 http://www.daishin.org ○

21 月白工業株式会社 前橋市青柳町447番地2 027-232-8070 ○ ○

22 ドーピー建設工業株式会社 東京都中央区新川2-27-1
東京住友ツインビルディング東館20F

03-6871-0070 https://www.dps.co.jp ○ ○

22 富士鉄重構株式会社 前橋市堀越町953番地 027-283-2261 https://fujitetu.co.jp ○ ○

23 前橋地建株式会社 前橋市小坂子町1688番地2 027-269-9131 https://www.m-ck.jp ○

23 三原工業株式会社 前橋市石倉町二丁目4番地 027-251-5195 https://www.miharakogyo.jp/ ○

24 宮下工業株式会社 前橋市石倉町五丁目14番地9 027-251-1406 http://www.miyashitakk.co.jp/ ○ ○ ○

24 株式会社ヤマト 前橋市古市町118番地 027-290-1818 https://www.yamato-se.co.jp/ ○ ○ ○

25 株式会社吉田鉄工所 前橋市下佐鳥町1001番地1 027-261-4111 https://www.techroad.co.jp ○ ○

25 株式会社リフォーム群馬
前橋市元総社町一丁目1番地7
佐田建設ビル別館

027-253-9616 ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

26 株式会社井ノ上 高崎市八島町265 027-322-1143 http://www.inoue.co.jp ○

26 追川工業株式会社 高崎市倉渕町三ノ倉2016 027-378-4170 ○

27 大木産業株式会社 高崎市京目町197 027-352-6611 ○ ○ ○

27 株式会社岡田工務店 高崎市箕郷町矢原1062-79 027-371-2364 http://okada.gunma.jp/ ○ ○

28 株式会社川崎工務店 高崎市下和田町三丁目5-7　　　　　　　　027-322-3076 ○

28 カワナベ工業株式会社 高崎市矢中町319-6　　　　　　　　　　　027-352-9190    https://www.kawanabe.co.jp/ ○ ○ ○

29 株式会社クリエートイワサキ 高崎市八幡町217-7 027-321-5778 ○ ○

■(一社)群馬県建設業協会

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP
令和6年度採用予定職種

P数 会社名 住　所

 群馬県を代表する269社の建設会社、県下12支部で組織され、会員企業は、品質の高い道路や建物の建設を通して社会に貢献
しているほか、災害時には現場の第一線で、被害の拡大防止や復旧に努めるなど、地域の安心・安全も担っています。
また、次代を担う人材の育成・確保にも取り組んでいます。

https://www.gun-ken.or.jp/
https://twitter.com/gunken000

〒371-0846 前橋市元総社町二丁目5番地3 ☎027-252-1666

【１．前橋支部】地域：前橋市

【２．高崎支部】地域：高崎市

令和6年度採用予定職種
電話番号 企業HP

群馬県建設関連企業 掲載情報一覧
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29 群馬土建工業株式会社 高崎市並榎町150 027-361-3031 http://www.gundo.jp/ ○

30 株式会社コーアエンジニアリング 高崎市倉賀野町2190 027-387-0811 http://www.koa.co.jp/ ○ ○ ○

30 昭和工業株式会社 高崎市吉井町下長根377-1　　　　　　　　　　027-387-3511 ○

31 神宮工業株式会社 高崎市貝沢町614 027-361-5337 http://jingu-kogyo.com/ ○ ○ ○

31 鈴木建設株式会社 高崎市吉井町岩崎2640　　　　　　　　　　027-388-2168 http://www.suzuki-const.com ○ ○

32 髙橋建設株式会社 高崎市箕郷町西明屋441 027-371-2007 www.takahashi-kensetsu.com ○

32 株式会社研屋 高崎市飯塚町805 027-361-5095  http://www.togiya-kk.co.jp/ ○

33 信澤工業株式会社 高崎市旭町18 027-322-5801 http://www.nobusawa-kk.co.jp/ ○

33 冬木工業株式会社 高崎市栄町27番15号 027-323-5008 https://www.fuyuki.co.jp/ ○

34 吉井建設株式会社 高崎市吉井町小串34　　　　　　　　　　027-387-2087 https://www.yoshiikensetsu.jp/home ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

35 株式会社新井土木 みどり市東町荻原140 0277-97-2418 ○

35 大川建設株式会社 桐生市新里町小林47 0277-74-8231 https://www.okawa.co.jp ○ ○

36 桐生建設株式会社 桐生市宮前町二丁目14-1 0277-22-5112 www.kiriken.co.jp ○ ○

36 株式会社山藤組 桐生市黒保根町水沼乙53 0277-96-2511 https://www.sandohgumi.co.jp/recruit/ ○ ○ ○

37 株式会社サン建設 桐生市東二丁目8-18 0277-44-1051 http://www.sunkensetsu.com/ ○

37 塚本建設株式会社 桐生市新里町新川298-1 0277-74-0987 https://www.tsukamoto-kensetsu.com/ ○ ○

38 株式会社野村建設工業 桐生市広沢町一丁目2538-1 0277-52-8282 https://www.nomura-kensetsu.com/ ○ ○

38 モロオカ建設株式会社
みどり市大間々町
大間々1333-2

0277-73-7181 https://www.morooka-const.co.jp/ ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

39 株式会社岩瀬工務店　 伊勢崎市日乃出町645 0270-25-5075 ○ ○ ○

39 柏井建設株式会社 伊勢崎市日乃出町531-4 0270-25-2800 http://www.kashiwai.jp ○

40 上柿建設株式会社 伊勢崎市稲荷町382-1 0270-25-5745 http://www.kamigaki.com ○ ○

40 株式会社神澤組 伊勢崎市下触町884-1 0270-62-1053 http://www.kanzawagumi.co.jp ○ ○

41 株式会社栗原工務店 伊勢崎市連取町1970-1 0270-23-0591 ○

41 小島建設株式会社 伊勢崎市若葉町19番15号 0270-25-3517 http://kojimakensetu.co.jp ○

42 株式会社サンケン 伊勢崎市山王町2647 0270-23-0501 http://www.sanken1972.co.jp ○

42 田中建設株式会社 伊勢崎市連取町3309-7 0270-23-8111 https://www.tanaka-k-k.co.jp/ ○

43 第一工業株式会社 伊勢崎市西小保方町336 0270-62-1512 http://www.daiiti-k.co.jp ○ ○ ○

43 トーモー株式会社 伊勢崎市寿町162番地 0270-25-0548 http://www.tomoh-inc.com ○ ○

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

【３．桐生支部】地域：桐生市、みどり市

令和6年度採用予定職種

令和6年度採用予定職種

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

【４．伊勢崎支部】地域：伊勢崎市
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技術職 技能職
営業
事務職

その他

44 石川建設株式会社 太田市浜町10-33 0276-45-1621 http://www.ishikawa-inc.co.jp ○ ○ ○

44 石橋建設工業株式会社 太田市東本町53番地53号 0276-25-3535 http://www.ishibashi-const.co.jp/ ○ ○

45 市川建設株式会社 太田市新井町173 0276-45-4812 https://www.ichikawa-c.co.jp/ ○

45 岩崎工業株式会社 太田市下小林町62番地1 0276-30-1880 https://iwasaki-kk.co.jp/ ○

46 大木建設株式会社 太田市新田大町663番地 0276-57-0538 ○

46 大沢建設株式会社 太田市尾島町390番地5 0276-52-1415 http://oosawa-kensetsu.com ○

47 荻原建設株式会社 太田市新田上田中町131番地1 0276-56-6161 http://ogiwara-kk.jp/ ○ ○ ○

47 加藤建設興業株式会社 太田市大原町651番地 0277-78-2855 http://www.kato-kk.com/ ○

48 株式会社金井工事 太田市植木野町892番地1 0276-25-2288 https://kanai-kouji.co.jp ○

48 関東建設工業株式会社
太田市飯田町1547番地
OOTAｽｸｴｱﾋﾞﾙ７F

0276-30-0211 https://www.kanto-k.co.jp ○ ○ ○

49 協和建設株式会社 太田市飯田町1242-1 0276-46-2921 http://kyouwa-k.co.jp/ ○

49 株式会社石宝 太田市原宿町3409-1 0276-37-1921 https://kk-kokuho.jp/ ○ ○ ○

50 小林建設工業株式会社 太田市石橋町31番地 0276-37-1221 ○

50 利根建設株式会社 太田市由良町1619-2 0276-31-6931 http://www.tonekk.sakura.ne.jp ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

51 株式会社飯塚組 北群馬郡吉岡町大久保2279-2 0279-54-2766

51 井口建設株式会社 渋川市石原903番地1 0279-22-1852 http://www.iguchi-shibukawa.com/ ○

52 株式会社石関工務店 渋川市吹屋577番地1 0279-23-1086 http://ishizeki.co.jp ○

52 金子建設株式会社 渋川市半田1715番地 0279-22-1182 https://kaneko-kk.co.jp/ ○ ○

53 株式会社木暮組 渋川市赤城町溝呂木452 0279-56-2811 https://kigure.jp/ ○ ○

53 株式会社佐藤建設工業 渋川市小野子1579 0279-59-2306 https://satokensetsukougyou.co.jp/ ○ ○

54 上毛緑産工業株式会社
北群馬郡吉岡町大字
小倉827-87

0279-54-7723 http://www.jouryoku.com/ ○ ○

54 株式会社高特 渋川市八木原224-14 0279-22-2035 https://takatok.co.jp ○

55 田子林業株式会社 渋川市赤城町津久田307-1 0279-23-1214 http://www.tago.jp/ ○ ○

55 株式会社千明建設 渋川市渋川49番地5 0279-23-0415 ○

56 株式会社津久井工務店 渋川市渋川1112-1 0279-24-3333 http://www.tsukuikoumuten.jp ○ ○

56 株式会社南雲建設 渋川市赤城町溝呂木1248-1 0279-56-5381 https://nagumokensetsu.co.jp ○

57 南榛工業株式会社
北群馬郡榛東村大字
広馬場2516

0279-54-4101 http://www.nansin-kk.co.jp ○ ○

57 樋口建設株式会社 群馬県渋川市北牧863-1 0279-20-2100 http://higuchi-kk.co.jp ○ ○

58 株式会社兵藤工務店 渋川市中郷442番地 0279-53-4181 http://www.hyodokoumuten.co.jp/ ○ ○

58 株式会社藤井建設 渋川市北橘町小室178 0279-52-3152 http://fujii-kensetsu.com ○ ○

59 ホクブ株式会社 渋川市半田3225番地 0279-22-3323 https://www.hokubu-k.co.jp/ ○

59 瑞穂建設株式会社 渋川市渋川4413-1 0279-23-0886 https://www.mizuhokensetsu.com/ ○ ○ ○

60 南澤建設株式会社 渋川市渋川2070-21 0279-22-2673 http://minamisawa-kk.co.jp/ ○ ○

60 株式会社吉田組 渋川市北橘町真壁1462 0279-52-3136 ○ ○

令和6年度採用予定職種

令和6年度採用予定職種
P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

【５．太田支部】地域：太田市

【６．渋川支部】地域：渋川市、吉岡町、榛東村
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技術職 技能職
営業
事務職

その他

61 角屋工業株式会社 沼田市栄町100番地１ 0278-23-5321 https://hobbystyle-kadoya.jp/ ○

61 清滝建設株式会社 利根郡みなかみ町幸知76 0278-72-2091 ○ ○

62 須田建設株式会社 利根郡みなかみ町湯原45 0278-72-2332 https://sudaken.recruit-jp.com/ ○

62 株式会社沼建 沼田市高橋場町2013-5 0278-24-3337 http://www.numaken.jp/ ○ ○

63 沼田土建株式会社 沼田市西倉内町593 0278-22-5175 https://www.ndk-g.co.jp/ ○

63 増田建設株式会社 利根郡みなかみ町後閑84-3 0278-62-2151 https://www.masuda-const.co.jp ○

64 光井工業株式会社 利根郡片品村大字越本2535 0278-58-3641 ○

64 萬屋建設株式会社 沼田市上原町1756-2 0278-23-4648 https://www.yorozuya-const.co.jp ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

65 黒澤建設株式会社 多野郡神流町生利1711-2 0274-57-2011 ○ ○

65 高橋建材株式会社 藤岡市白石1651-18 0274-23-3611 https://www.takahashi-kenzai.co.jp/ ○ ○ ○

66 田畑建設株式会社 群馬県藤岡市小林326番地 0274-22-2236 www.tabata-kk.co.jp ○

66 塚越土建株式会社 藤岡市中栗須116-2 0274-22-0466 https://www.tukado.co.jp/ ○ ○ ○

67 塚本建設株式会社 藤岡市小林402 0274-23-1151 https://tsukamotokensetsu.co.jp ○ ○

67 株式会社塚本工務店 藤岡市藤岡1848-1 0274-23-1212 http://www.tsukamotokoumuten.jp ○ ○ ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

68 関東建設工業株式会社 安中市高別当347-1 027-382-2711 http://www.kanto-corp.co.jp ○ ○ ○

68 小板橋建設株式会社 安中市松井田町八城甲28 027-385-6305 https://www.koitabashi-kensetsu.co.jp ○

69 株式会社萩原工業 安中市松井田町土塩499 027-393-1480 http://hagimoku.co.jp/ ○ ○

令和6年度採用予定職種

令和6年度採用予定職種

令和6年度採用予定職種

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

【７．沼田支部】地域：沼田市、みなかみ町、昭和村、片品村

【８．藤岡支部】地域：藤岡市、神流町

【９．安中支部】地域：安中市
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技術職 技能職
営業
事務職

その他

70 池原工業株式会社 吾妻郡東吾妻町大字原町160 0279-68-7111 https://www.ikehara.co.jp ○

70 大久保産業株式会社 吾妻郡嬬恋村大字大笹293 0279-96-0821 http://www.ookubosangyou.jp/ ○

71 東光建設株式会社　　 吾妻郡長野原町大字横壁501-1 0279-82-3355 https://toukhou.com ○ ○ ○

71 南波建設株式会社　 吾妻郡東吾妻町大字原町452 0279-68-2511 https://www.namba-web.co.jp/ ○

72 株式会社武藤組 吾妻郡草津町大字草津266-14 0279-88-3022 https://www.muto3022.net/ ○ ○ ○

72 吉澤建設株式会社 吾妻郡長野原町大字大津178-1 0279-82-2153 https://www.yoshizawa-cc.jp/ ○ ○ ○

73 渡辺建設株式会社 吾妻郡嬬恋村大字三原875 0279-97-2511 http://www.tsumagoi-watanabe.co.jp/ ○ ○ ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

74 株式会社アイビック 富岡市下高瀬534 0274-63-1124 https://www.ivic-corp.com/ ○

74 岩井建設株式会社 富岡市神農原70-2 0274-63-6527 http://iwai-site.co.jp/ ○ ○ ○

75 上原建設株式会社
甘楽郡下仁田町大字
川井196-2

0274-82-3285 https://ue-ken.co.jp ○

75 佐藤産業株式会社 富岡市富岡1769 0274-62-3351 https://www.satohsangyo.co.jp ○ ○

76 タルヤ建設株式会社 富岡市富岡2759 0274-62-3241 http://www.taruya.co.jp/ ○ ○

76 株式会社野口建設 富岡市富岡1667 0274-63-1640 ○ ○

77 みなしろ建設株式会社
甘楽郡下仁田町大字
中小坂3106

0274-82-3331 https://www.minashiro.jp/ ○ ○ ○

77 諸星建設株式会社
甘楽郡下仁田町大字
下仁田424-2

0274-82-3511 http://www.moro-ken.com ○ ○

技術職 技能職
営業
事務職

その他

78 荒井建設株式会社 邑楽郡明和町大佐貫687 0276-84-3221 https://arai-kensetu.co.jp ○

78 尾崎建設株式会社
邑楽郡板倉町大字
西岡新田421

0276-77-0145 http://www.ozakikensetsu.co.jp ○

79 小曽根建設株式会社 群馬県館林市花山町2709 0276-72-1692 ○ ○

79 河本工業株式会社 群馬県館林市北成島町2544 0276-72-3321 https://komoto3321.com ○

80 新和建設株式会社
邑楽郡千代田町大字
赤岩3042-3

0276-86-3172 http://www.shinwakensetsu-gunma.co.jp ○ ○

80 株式会社徳川組
群馬県邑楽郡邑楽町大字
赤堀1111番地

0276-89-1111 http://www.tokugawagumi.co.jp ○

81 原工業株式会社 館林市足次町1047 0276-72-5133 ○

81 本田建設株式会社 邑楽郡大泉町中央2-15-1 0276-62-3471 https://honda-const.co.jp/ ○ ○

82 真仁田土建株式会社
群馬県邑楽郡邑楽町大字
中野2207

0276-88-5348 http://www.manita-doken.com ○

82 本島建設株式会社 群馬県館林市足次町1220-1 0276-74-4664 ○ ○ ○

83 柳瀬建設株式会社 館林市美園町5番31号 0276-73-1593 ○ ○

令和6年度採用予定職種
P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

令和6年度採用予定職種

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP
令和6年度採用予定職種

P数 会社名 住　所 電話番号 企業HP

【１０．吾妻支部】地域：東吾妻町、嬬恋村、中之条町、長野原町、草津町

【１１．富岡支部】地域：富岡市、下仁田町

【１２．館林支部】地域：館林市、明和町、板倉町、千代田町、大泉町
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【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

84 アコン測量設計株式会社 前橋市今井町521-2 027-268-0078 ○

84 株式会社オウギ工設 前橋市上泉町268 027-233-0561 http://www.ohgi-k.jp/ ○

85 株式会社アマネックス 前橋市下小出町3-2-7 027-232-2111 https://amanex.co.jp ○

85 技研コンサル株式会社 前橋市国領町2-21-12 027-231-0111 http://www.giken-jp.com/ ○ ○

86 協和補償コンサルタント株式会社 高崎市並榎町115 027-322-4911 https://www.kyowa-cc.co.jp/ ○

86 株式会社黒岩測量設計事務所 前橋市荒牧町1-40-24 027-234-6601 http://www.kuro.ne.jp/ ○ ○

87 三陽技術コンサルタンツ株式会社 前橋市天川大島町3-8-3 027-243-6211 http://www.sanyo-geo.co.jp ○

87 株式会社測研 高崎市引間町712-2 027-372-6464 https://www.socken.jp/ ○

88 株式会社測設 前橋市高井町1-13-16 027-251-1306 https://www.sokusetsu.com/ ○ ○

88 株式会社高崎測量 高崎市日高町580 027-361-2271 http://www.takasoku.co.jp/ ○

89 株式会社地測設計 前橋市大友町2-28-3 027-253-3421 ○

89 東洋測量設計株式会社 前橋市総社町総社868-13 027-280-4133 http://www.toyo-survey.co.jp/index.html ○ ○

90 藤和航測株式会社 前橋市天川大島町97 027-263-3691 http://towaasv.co.jp ○ ○

90 都市開発設計株式会社 前橋市新前橋町14-26 027-251-3919 https://www.toshi.co.jp/ ○

91 都市設計株式会社 伊勢崎市連取町3282-6 0270-24-0029 https://toshisekkei.jp/ ○ ○

91 富岡測量設計株式会社 富岡市七日市698 0274-62-3628 www.tomiokasokuryo.co.jp ○

92 株式会社冨永調査事務所 高崎市石原町3207-1 027-323-9933 https://tominagachosa.co.jp/ ○ ○

92 有限会社中村測量設計 太田市新島町747 0276-45-5651 https://www.nakamurasokuryousekkei.com/ ○

93 日進工測設計株式会社 前橋市北代田町708 027-234-3806 http://www.nissin.e-const.jp/ ○

93 株式会社フジ開発測量 前橋市総社町3-1-16 027-252-5240 http://www.fujikaihatsu-jp.com ○

94 プロファ設計株式会社 伊勢崎市下触町629-1 0270-62-2111 https://www.propha.co.jp/ ○

94 株式会社山田工務所 前橋市表町2-9-15 027-221-3889 http://www.ymd-k.jp ○ ○

95 株式会社横田調査設計 高崎市山名町606番地5 027-346-5275 ○

■(一社)群馬県測量設計業協会

〒371-0853 前橋市総社町3-1-10 ☎027-251-0730
http://www.gunsokkyo.or.jp/

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP
令和6年度採用予定職種

　当協会は、群馬県の豊かな自然と共生する生活環境づくりをめざし、測量、建設コンサルタント、地質調査や補償コンサル
タントを主業務にする会員企業３６社で構成され「群測協(ぐんそっきょう)」の愛称で親しまれる一般社団法人です。
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【団体概要】

【団体住所・TEL】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

96 石田建材工業株式会社 高崎市上中居町684 027-327-3301 www.ishidakenzai.com ○ ○

96 荻原設備株式会社 高崎市石原町1216 027-322-2281　 www.ogiwara-setsubi.co.jp ○ ○ ○

97 株式会社神寛 館林市松原2丁目6-26 0276-74-2722 http://www.kamikan.co.jp/ ○ ○ ○

97 株式会社キンケン 桐生市相生町2丁目588－59 0277-52-8111　 www.kinken-web.com ○ ○

98 熊井戸工業株式会社 高崎市江木町710-1 027-322-4187 http://www.kumaido.co.jp/ ○

98 新開設備工業株式会社 高崎市吉井町吉井川715-3 027-387-2501 ○

99 反町工業株式会社 沼田市上原町1687 0278-24-3308 https://sorimachi-kogyo.jimdofree.com ○ ○ ○

99 株式会社トーカイ 太田市下浜田町117 0276-46-5821 https://www.tookai.jp ○ ○

100 中西工業株式会社 伊勢崎市今井町732-1 0270-25-5900 www.nkk-nakanishi.co.jp ○ ○

100 藤田ｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 高崎市飯塚町1174-5 027-361-7111 https://www.fujita-sp.co.jp/ ○ ○

101 藤田テクノ株式会社 高崎市飯塚町1174-5 027-361-8111 http://www.fujita-tec.co.jp/ ○ ○

101 星野管工株式会社 桐生市広沢町5-1449 0277-54-4005 http://www.hoshikan.com ○ ○

102 三和水工株式会社 伊勢崎市堀口町872-5 0270-32-0575 https://mituwa-suikou.com/ ○

102 株式会社和田設備工業 前橋市上細井町243-2 027-231-2790 https://a2net.co.jp/wadasetsubi/ ○ ○ ○

  土木工事や建築工事と並び、管工事の建設業許可による「機械設備工事」を担う専門工事業者の団体です。
　空調設備や給排水設備といった人目に触れることの少ない設備工事を担い、快適環境を創造するとともに、水と空気という
大切なライフラインの守り手としての役割を担っています。

■協同組合群馬県機械設備工業会

〒371-0847　前橋市大友町2-29-21　☎027-251-0332

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP
令和6年度採用予定職種
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【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

103 株式会社アイテク 高崎市問屋町2-4-5 027-361-4540 https://www.aitech.co.jp ○ ○

103 株式会社アクロスエンジニアリング
群馬県高崎市箕郷町
下芝679-9

027-371-8141 http://across-eng.net ○ ○

104 株式会社旭テック 前橋市富士見町時沢1212-1 027-288-2073 http://asahi-tech.sakura.ne.jp ○ ○

104 門倉テクノ株式会社 前橋市上小出町3-1-5 027-210-1022 https://www.kadokuratech.co.jp/ ○ ○

105 門倉電機株式会社 前橋市西善町621 027-224-7786 https://www.kadokura-denki.com ○ ○ ○

105 金井電気工事株式会社 高崎市飯塚町1301番地 027-364-5100 ○

106 群商電設株式会社 高崎市上中居町518番地 027-323-4303 http://www.gunsyo.co.jp ○ ○

106 株式会社群電 前橋市大渡町一丁目19番地6 027-280-3301 https://gunden.com ○ ○ ○

107 コシバ電機株式会社 富岡市別保169-1 0274-62-2111 http://koshiba-denki.com/ ○ ○

107 株式会社三興エンジニアリング 桐生市広沢町5-1167 0277-52-5816 http://www.sanko-engineering.co.jp/ ○

108 サンセイ電設株式会社 高崎市和田多中町11-44 027-323-2290 http://www.sansey.jp ○

108 塩沢電気株式会社 富岡市七日市1147 0274-62-2651 https://shiozawa-denki.com ○ ○

109 城北電気工事株式会社 群馬県高崎市上小鳥町337 027-361-5333 https://www.jhec.co.jp ○

109 上毛電業株式会社 前橋市元総社町929-9 027-251-9771 https://jomodengyo.co.jp/ ○ ○

110 新生電設株式会社 高崎市中尾町字吹屋1141-1 027-363-3170 ○

110 株式会社神明電気 高崎市井野町321 027-362-6198 http://e-shinmei.jp/ ○

111 水機興業株式会社 前橋市上泉町3106番地の1 027-269-7111 http://www.suiki-kk.co.jp ○

111 株式会社セイモー 高崎市上並榎町113番地3 027-363-3336 https://www.seimo.jp ○ ○ ○

112 株式会社ソウワ・ディライト 群馬県前橋市小屋原町722-1 027-266-6711 www.sowadelight.com ○ ○

112 田島電気株式会社 桐生市広沢町間ノ島70番地 0277-52-8011 https://tajima-dk.co.jp ○

113 角田電気工事株式会社
吾妻郡東吾妻町大字
原町1259-3

0279-68-2642 http://www8.plala.or.jp/tudk/concept.html ○ ○

113 東栄電工株式会社 高崎市飯塚町1447番地 027-362-5836 http://www.toei-d.com/ ○

114 利根電気工事株式会社 群馬県前橋市亀里町2003-1 027-226-1414 https://tonedenki.co.jp ○

114 藤田エンジニアリング株式会社 高崎市飯塚町1174-5 027-361-1111 https://www.fujita-eng.co.jp/ ○ ○

115 森田電気工事株式会社 桐生市広沢町2-3238-6 0277-54-7850 https://morita-el.com ○

115 湯井電気株式会社 富岡市富岡780-1 0274-62-2327 http://yui-e.jp/ ◯ ◯

　受電、変電設備、照明設備、監視・セキュリティー設備などの工事で社会に貢献している会社の団体です。
　会員70社、賛助会員20社が加入し、会員向けに国家資格取得講習、全県下で「道路及び都市公園内施設の照明器具清掃」を
毎年行う社会貢献事業などをおこなっております。

■(一社)群馬県電設協会

〒371-0026　前橋市大手町2-18-6　☎027-221-9062
https://www.gdensetu.com/

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP
令和6年度採用予定職種
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■群馬県鐵構業協同組合

【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

116 株式会社秋山工業 藤岡市本郷1972-2 0274-22-3774 http://www.akiyamakogyo.com/ ○ ○

116 旭鉄工株式会社 前橋市天川大島町2-3-6 027-224-0397 https://www.asahitk.net/ ○ ○

117 今泉鉄工株式会社 伊勢崎市間野谷町1121 0270-62-4899 http://www6.wind.ne.jp/imaizumi/ ○ ○

117 株式会社三友 沼田市沼須町乙642 0278-24-3133 https://sanyu-numata.com/ ○ ○

118 勅使河原鉄建株式会社 富岡市上丹生1296-2 0274-60-2580 https://teshiken.co.jp ○ ○

118 株式会社鐵建 藤岡市東平井1410-4 0274-40-8040 https://tekken-k.com/ ○ 〇

■(一社)群馬県造園建設業協会

【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

119 赤城グリーン株式会社 前橋市小神明町459 027-231-0857 http://a-green.com/ ○ ○

119 有限会社君島造園  邑楽郡千代田町新福寺455-1 0276-86-2852 ○

120 株式会社共栄緑化 太田市浜町73-12 0276-46-3255 http://www.kyoei-r.co.jp/ ○ ○

120 株式会社群馬清風園 前橋市関根町1-7-14 027-231-3863 http://www.seifuen-gp.com ○

121 株式会社しみづ農園 高崎市柴崎町1563番地 027-352-2244 http://www.shimidzu.jp ○ ○

121 昭和造園土木株式会社 前橋市苗ヶ島町858 027-283-2363 http://syowa-z.jp/ ○ ○ ○

122 株式会社新栄造園 館林市上三林町乙1592-1 0276-73-4197 http://shineizouen.com/ ○

122 株式会社八木造園 高崎市京目町1197 027-352-8482 http://www.yagizouen.com ○

123 株式会社山梅 太田市上小林町226 0276-22-8551 https://www.yamaume.co.jp/ ○ ○ ○

〒379-2153　前橋市上大島町25-5　☎027-290-2244
https://gunmalc.securesite.jp/

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP

〒371-0804　前橋市六供町1074番地　☎027-265-5588
https://www.guntekko.com/

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP

　群馬県内の51社で構成されている協会です。会員の造園技術の向上のため技能士や剪定士等の資格取得を支援して業界全体
のレベルアップ・人材育成をはかっています。公園施設などの緑化工事や個人邸の庭園設計・工事・管理等、環境と緑の空間
を創造し、未来へ伝統と技術を継承しています。

　当組合は、東京に本部を置く団体の下部組織であり、現在65社いる構成員は、市庁舎、集会場、高層ビルなどの建設におい
て、主に、(1)耐震性に優れている。(2)大スパン化(柱や仕切のない大きな空間)が可能である。などの目的で使われる「建築
用鉄骨」の製造および施工業者です。

令和6年度採用予定職種

令和6年度採用予定職種
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■群馬県交通安全施設業協同組合

【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

124 株式会社サンテック 前橋市西片貝町4-9-12 027-225-0711 http://www.suntek.co.jp ○ ○ ○

124 株式会社信交 高崎市萩原町311 027-353-5228 www.shinko-traffic.co.jp ○ ○

125 新日東株式会社 前橋市大渡町1-23-13 027-252-5210 https://e-shinnitto.co.jp/recruit/ ○ ○

125 株式会社中井産業 高崎市八千代町2丁目4-26 027-323-1650 http://www.nakaisangyou.co.jp/ ○

126 株式会社日装 邑楽郡大泉町大字寄木戸121 0276-62-3163 https://www.nissou.co.jp/ ○ ○ ○

126 富士技工株式会社 高崎市正観寺町972-1 027-362-5658 http://www.maroon.dti.ne.jp/fuzi/ ○ ○

127 株式会社友邦 太田市西新町77番地の7 0276-31-5090 ○ ○

■(一社)群馬県住宅協会

【団体概要】

【団体住所・TEL】
【団体HP】

地域：県内全域

技術職
技能職
作業員

営業職
事務職

その他

128 トヨタウッドユーホーム株式会社 栃木県宇都宮市一ノ沢町256-7 028-627-7777 https://www.toyota-woodyou.co.jp ○ ○

hhtps://www.gunma-jyutaku.or.jp

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP
令和6年度採用予定職種

〒371-0026　前橋市大手町1-2-6　☎027-223-3343
https://gunkoukyou.com/

P数 会社名 住所 連絡先 企業HP
令和6年度採用予定職種

〒379-2141　前橋市前橋市鶴光路町765　☎027-212-5011

　当組合は22社で構成され、車社会の群馬県における交通事故防止や、道路利用者の生命を守ることを使命に、専門工事業者
としての誇りを持って「道路標識」「区画線」「ガードレール」等の設置工事等を行っています。

　会員住宅メーカー16社は、高気密・高断熱・太陽光発電などによる高性能・高品質・省エネ住宅の建築を通じて、県民の皆
様の安全・安心・安らぎのある暮らしと、脱炭素社会の実現に貢献します。
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【建設業】

◆

(TEL)027-231-4571 (FAX)027-231-2610 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-268-1111 (FAX)027-268-1113 担当者

各種手当 通勤手当・資格手当　等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許
1・2級土木施工管理技士、1・2級舗装工事管理技士などの資格取得者優遇。

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://iwakami-kensetsu.jp/

経営理念
(80文字以内)

安易な近道を選ぶことなく「おごらず、ひたむきに」歩み続けて、社会基盤の維持整備
や防災・減災対策など建設業者本来の役割で社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

建設業の仕事として最初に思い浮かぶのは工事現場での作業だと思います。人の手
による作業やダンプ・重機の運転等を見かけることも多いでしょう。しかし、建設業の
仕事としては現場での作業以外にも工程管理のための写真撮影やパソコンを使用し
た文書の作成・管理等も行っています。こういった管理を行う技術者の他に、建設機
械のオペレーターとして各種資格を取得し、建設機械のエキスパートとして仕事をして
いる人もいます。

住所 前橋市二之宮町1686

連絡先 総務部　石坂

各種手当 資格手当・役職手当・通勤手当･現場手当・家族手当・時間外手当

採用時
必要資格

普通運転免許

採用職種 技術職

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

企業HP https://www.isikk.com/

経営理念
(80文字以内)

「社会・人・未来」
使命は社会に残る仕事、未来に残る仕事。

企業PR
(320文字以内)

大正2年創業後、土木・建築部門を中心とした総合建設業に成長し、
豊かな郷土づくり、自然・景観にあった地域社会の創造に貢献しています。
土木と建築の各部門では、高度で的確な技術や知識を駆使し、設計から施工、
アフターケアにいたるまでのトータルなサービスを提供し、
お客様の絶大な支持を得ています。
今後とも、地域に密着したきめ細かな仕事を心がけ、多様化するニーズにも素早く
対応出来る優れた技術をもった企業を目指してゆきます。

岩上建設株式会社 前橋支部

池下工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市岩神町四丁目10番19号

連絡先 福井桂子

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 若干名
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【建設業】

◆

(TEL)027-224-3105 (FAX)027-223-8035 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-231-4211 (FAX)027-231-4216 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 特技手当、遠隔手当、家族手当、残業手当、通勤手当 等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

企業PR
(320文字以内)

1910年（明治43年）創業以来、建築・土木を中心に建設プロジェクトを進めてきまし
た。高度成長や様々な厳しい時代の中、常に変化に対応し従業員同士で支え合い
110年の時を刻むことができました。この先も歴史を積み上げていくために、日々変わ
りゆく未来に新しい価値を創造し、弊社の持つ技術で人々の暮らしと自然・社会に貢
献し、安心して働ける職場を目指しています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

連絡先 星野　喜之

企業HP http://www.onozato-kogyo.co.jp

経営理念
(80文字以内)

お客様の要求する品質及び満足を提供し、社会の信頼を獲得し、その発展に貢献す
る。

採用時
必要資格

自動車普通免許

小野里工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市下小出町1丁目1番地12

採用予定人数 技術職 2～3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 職務手当、加給手当、資格手当、他

経営理念
(80文字以内)

安全第一を旨とし、より早く、より安く、より良く、を信条に、相手の幸福と全体の幸福
を願い、至誠慈悲の精神で精進努力する。

企業PR
(320文字以内)

群馬県で70年以上の経歴を持ち、土木、建築を主業務としております。官庁関係や一
般顧客からの受注を行っており、丁寧な仕事ぶりには自信があります。　県内では早
いうちからITO、3D技術に取り組んでおり、積極的な最先端技術を取り入れており、安
定した経営を行っております。

採用職種 技術職

住所 前橋市六供町705番地

連絡先 長谷川　和久

企業HP https://www.ugawakougyou.co.jp

鵜川興業株式会社 前橋支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-224-1751 (FAX)027-224-1766 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-290-1603 (FAX)027-290-1666 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用予定人数 技術職 21名 事務職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当、早出・残業手当、公休出勤手当、単身赴任手当　他

経営理念
(80文字以内)

１．建設事業に特化し、豊かな地域社会の実現に貢献する。
２．公明公正を旨として経営する。 ３．企業改革を持続的に実行する。

企業PR
(320文字以内)

創業は1920年。以来、地域の皆様のご支援のもと、群馬県内のみならず首都圏、北関東、東
北、大阪に拠点を広げ、土木工事や建築工事を通じて地域社会の発展に寄与することを目的
として事業を展開してまいりました。
また、めまぐるしく変化する事業環境に対応するための「ＩＣＴ施工をはじめとするＤＸの推進」、
持続可能な建設事業への転換と社会貢献の確実な実現のための「サスティナビリティ経営の
推進」、ワークライフバランスの充実のための「働き方改革の推進」に全社を挙げて取組んで
いるところです。
『佐田建設に勤めて良かった』を一人でも多くの社員が感じる企業を目指して日々業務に邁進
してまいります。

採用職種 技術職 事務職

住所 前橋市元総社町1-1-7

連絡先 天田

企業HP https://www.sata.co.jp

各種手当 通勤手当・家族手当・住宅手当・資格手当　等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許。技術系は入社後に経験を積み、建築・土木施工管理技士や
建築士の取得に挑戦してもらいます。

佐田建設株式会社 前橋支部

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 5名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.kobayashikogyo.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

・地域に愛される企業として、常に安全・安心に貢献し、未来の価値ある社会基盤を創造しま
す。・お客様の夢を実現するために、ともに歩むベストパートナーであり続けます。

企業PR
(320文字以内)

創業明治13年（1880年）。明治、大正、昭和、そして平成の現在まで、「誠実」にお客
様と向き合い、着実な成長を続けてきました。Gメッセ群馬や日赤病院、また多くの学
校や工場等の建設から土木工事・住宅工事等、県内でも有名な建設工事に幅広く携
わってきました。成長の過程で現状に満足するのではなく、新たな挑戦も始めていま
す。2030年に向け目指す姿をVISIONトキメイク2030と策定。お客様や地域住民等、小
林工業に関わる全てにトキメキを与え、自身もトキメク企業を目指します。

小林工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市表町二丁目11番8号

連絡先 総務部　片貝
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【建設業】

◆

(TEL)027-283-5370 (FAX)027-283-7472 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-288-4025 (FAX)027-288-3975 担当者

各種手当 資格、能力により応相談

採用時
必要資格

一級(二級)土木施工管理技士、左官技能士、普通自動車免許　等歓迎。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域に根ざし、社会に奉仕する気持ちを持ち、顧客と仕事に携わるすべての人々が
満足し笑顔になれる成果を上げる会社を目指す。

企業PR
(320文字以内)

土木工事、左官工事、外構工事、舗装工事
公共の河川・道路・下水道の工事から住宅の壁の塗り替えや、フェンスや擁壁等の外
構工事・駐車場工事、また土地の造成工事など様々な工事を施工します。
多くの職人をかかえ施工に自信を持っています。異なる職種を営む点から様々なアイ
デアを持ち仕事に反映させることが出来ます。

株式会社下田工業 前橋支部

住所 前橋市富士見町時沢500－2

連絡先 下田

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 皆勤手当　　通勤手当　　各種技能手当　等

採用時
必要資格

自動車運転免許（AT限定不可）　＊準中型以上が望ましい

企業PR
(320文字以内)

弊社は地域に根ざした建設業、地元に愛される建設業を目指しています。地域貢献を
積極的に進めるためにも、企業の戦力になって欲しい「若い力」を求めています。ま
た、各種資格取得にも積極的にバックアップしています。地域のインフラ整備に積極
的に関わる事で、自分自身が確実にレベルアップ出来た事を実感できると思います。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 5名 技能職 10名

連絡先 加藤　啓一

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域に根ざした建設業、地元に愛される建設業を目指します。

株式会社志村工業 前橋支部

住所 前橋市滝窪町1319番地
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【建設業】

◆

(TEL)027-265-1295 (FAX)027-265-1412 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-268-2216 (FAX)027-268-3590 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当等

採用時
必要資格

要）普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

群馬県、前橋市発注の公共工事を中心に、土木工事、舗装工事、上下水道工事を管
理、施工していきます。また、民間住宅の外構工事や漏水修理等、土木に関する仕事
を幅広く行っています。
地元前橋に根差し、多くの人々から必要とされる企業を目指して、創業から７０年を迎
えました。これまで培ってきた技術を受け継ぎ、一緒に地域を支えてゆく若い力をお待
ちしています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 大澤

企業HP http://www.taikobuild.com/

経営理念
(80文字以内)

企業というものは、地域から、また多くの人々から必要とされ支持されてこそ成り立つ
ものであり、その存在の価値がある。

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）、入社後に１・２級土木施工管理技士、
１・２級建設機械施工技士資格取得奨励（ＯＪＴ、取得費用全額免除）。

大幸建設株式会社 前橋支部

住所 前橋市東大室町99番地2

採用予定人数 技術職 2～3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
通勤手当、家族手当、大型・中型車運転手当、役職手当、現場手当
福利厚生（作業着、独身寮）、必要資格取得費全額会社負担。

経営理念
(80文字以内)

会社にとって最も大切な財産は「人」であるという理念に基づき、末広産業はこれから
もコンプライアンスと安全を最優先する。

企業PR
(320文字以内)

末広産業ではこれまでスリップフォーム工法の国内パイオニア企業として業績を伸ば
し、今までに延べ7，000ｋｍ内外の工事を進めて参りました。これは世界でもＮｏ１の
実績です。また、制限速度を守り走行する事で道路から音楽が流れるという、こちらも
世界初の試みを成し遂げた音響道路の開発、設計、施工分野が企業イメージアップ
に結びついています。いずれも特許を多数取得しており、技術開発に力を入れていま
す。

採用職種 技術職

住所 前橋市亀里町786

連絡先 近藤

企業HP http://www.suehiro-sangyo.com/

末広産業株式会社 前橋支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-251-2961 (FAX)027-253-5381 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-251-5678 (FAX)027-251-0457 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許(AＴ可)
入社後、建築施工管理技士や建築士の資格取得を奨励しています

採用予定人数 技術職 2～3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、販売手当、家族手当、精勤手当など

経営理念
(80文字以内)

ゆたかな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で人々を幸せに

企業PR
(320文字以内)

1950年の創業以来、群馬県に腰を据えて安定的に事業を拡大している当社。
おかげさまで高い信頼を寄せられており、官公庁や国交省といった行政をはじめ民間
企業、個人のお客様から多くの依頼が舞い込んできており、数多くの現場を手掛けて
います。
⾧年勤めている社員が多い中、県内の高校や専門学校・大学から毎年新入社員が
入社するなど、若手の採用も積極的に行っております。

採用職種 技術職

住所 前橋市総社町植野841番地

連絡先 管理部（寺本）

企業HP https://www.tatsumi-kk.co.jp/

各種手当 皆勤手当・現場手当・通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）

立見建設株式会社 前橋支部

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 5名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域に根ざした企業活動を通じて、常に社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

私たちは昭和５０年の創業以来、「安心・安全・高品質」をモットーに公共土木工事か
ら民間建築基礎工事まで幅広く手掛ける会社です。建築土木業界にも年々高度な
ニーズが求められるなか、今までの経験を活かしつつ、更なる技術向上を図るため社
員一丸となり日々精進してい ます。これからもお客様に信頼される企業で有り続ける
ために成長して行きたいと思っています。

太眞工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市元総社町948番地の1

連絡先 伊藤　雅典
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【建設業】

◆

(TEL)027-280-6100 (FAX)027-280-6101 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-232-8070 (FAX)027-234-4430 担当者

各種手当
通勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当（資格取得にかかる費用は全額会社負
担）

採用時
必要資格

1級・2級土木施工管理技士あれば尚可

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

創造的マネジメントの基　「創意、工夫、努力」　をもって地域社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

創立50周年を迎え、更なる地域貢献に挑戦する企業です。公共土木事業及び民間土
木工事を主に手掛けるとともに、今必要とされているインフラ維持管理業務にも進出
ています。「群馬県働きやすい職場環境づくり推進企業」にも登録されており、プライ
ベートと仕事を両立できる環境で仕事ができます。多くの人たちとコミュニケーションを
取り、お互いに理解、協力しながら同じ目標に向かって仕事ができる人材を求めてい
ます。

月白工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市青柳町447-2

連絡先 入沢  光広

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 職務手当・家族手当・住宅手当・資格手当・皆勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

創業から四十有余年、私たちはモノを創る仕事をしてまいりました。建設業という、全
てがオーダーメイドの世界。ドアや床、壁、窓。お客様が思い描く一つひとつのパーツ
を組み合わせ、世界でたったひとつの誇れる建物を創る。それを続けてきたことが私
たちの誇りとなり、そして、お客様の笑顔がエネルギーとなって今日も前を向いて走る
私たちの支えとなっています。「創ること」を通じて心と心を通わせ、人とモノと環境が
一体化する。空と大地を繋ぎ、人と未来を結ぶ。そんな夢のある建築空間を創造する
ために、私たち大信工業は今日も明日も精進し、走り続けています。夢ややりがいの
ある会社です。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

連絡先 笹尾

企業HP http://www.daishin.org

経営理念
(80文字以内)

建設業を通じて社会生活の改善と向上を図り、人々の生活環境の進展に寄与することです。
創業以来、現在に至るまで私たちはこの考え方を基本に事業を進めてまいりました。

株式会社大信工業 前橋支部

住所 前橋市上新田町626-1
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【建設業】

◆

(TEL)03-6871-0070　(FAX)03-6871-0080 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-283-2261 (FAX)027-283-6989 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当、皆勤手当、生産手当、現場手当、主任手当、技術者手当等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

企業PR
(320文字以内)

当社は昭和37年に鉄工所として創業し、以来チャレンジを続け、現在では建築土木・
鋼構造物・住宅建築などを手掛けております。社内には現場監督、鉄骨工、溶接工、
鳶工、大工といった様々な匠がおり、誠実なモノづくりで日々進化し続けています。ま
た、匠になるべく頑張っている20代・海外技能実習生の若手社員も多く在籍し、社員
一丸となって技能向上・継承に取り組んでおります。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 4名

連絡先 池津　太郎

企業HP https://fujitetu.co.jp

経営理念
(80文字以内)

モノづくりを通じて社会の進歩発展に貢献するとともに、社員が成長し、会社が成長し
続けること

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可）

富士鉄重構株式会社 前橋支部

住所 前橋市堀越町953番地

採用予定人数 技術職 15名 事務職 2名 営業職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒

各種手当 通勤手当、家族手当、現場手当、資格手当、時間外勤務手当

経営理念
(80文字以内)

「和衷協同　熟慮断行」を社是とし、社員一同信頼と実績を積み重ね、企業改革を行い、しな
やかで健全な継続企業として国内外を問わず社会の発展に貢献し続けていきます。

企業PR
(320文字以内)

土木技術者は個人の名前を知られることは殆どありませんが、当社が得意とする橋
梁は道路地図に掲載されます。携わった仕事の結果が見える形で残り、人や物の輸
送で使用される公共性の高い仕事を行っています。「和衷協同　熟慮断行」を社是と
する当社でともに働き、社会インフラ整備に貢献出来たらと考えます。
福利厚生で、入社後１０年間は月額５千円で独身寮（借上社宅）に入居ができます。
その後も社宅の貸与や、「持ち家」取得を応援するための手当を支給する住宅制度が
あります。

採用職種 技術職 事務職 営業職

住所 東京都中央区新川2-27-1　東京住友ツインビルディング東館20F

連絡先 栗原　進

企業HP https://www.dps.co.jp/

ドーピー建設工業株式会社 前橋支部

22



【建設業】

◆

(TEL)027-269-9131 (FAX)027-269-9171 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-251-5195 (FAX)027-253-7479 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用予定人数 技術職 4名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、扶養手当、住宅手当、資格手当

経営理念
(80文字以内)

お客様に満足いただける建設サービスをご提供できるよう個々の社員の力量及び会
社としての総合力の向上に努め、地域社会の発展に寄与し続ける。

企業PR
(320文字以内)

1953年創業以来、土木工事、舗装工事、建築工事を通して地域社会の発展に寄与し
続けられる企業を目指しています。又、自社で保有するアスファルト合材プラントは県
内で屈指の出荷量を誇り、地域の道路インフラ整備の一端を担っております。

採用職種 技術職

住所 前橋市石倉町2-4

連絡先 総務部（狩野）

企業HP https://www.miharakogyo.jp/

各種手当 通勤手当　資格取得支援制度有

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）　1・2級土木施工管理技士資格所有者歓迎

三原工業株式会社 前橋支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.m-ck.jp

経営理念
(80文字以内)

会社一体となり、地域に貢献し、創造的な進歩と発展を図り、常に信頼され、愛される
会社であり続けます。

企業PR
(320文字以内)

当社はＩＣＴ建機など最新の技術を導入し､これからの新しいスタイルの土木工事を構
築しています｡生産性の向上とともに､スタッフの負担を大幅に軽減しました。みんな給
与ＵＰの為のスキルアップや資格取得に時間を費やしたり､独立に向けて知識や技術
を磨くなど､一生懸命仕事に取組んでくれています｡当社は努力がしっかり報われる会
社です。

前橋地建株式会社 前橋支部

住所 前橋市小坂子町1688－2

連絡先 総務部（槙田）
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【建設業】

◆

(TEL)027-251-1406 (FAX)027-254-4325 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-290-1818 (FAX)027-290-1898 担当者

各種手当 通勤手当、時間外手当、住宅手当、家族手当、地域手当、別居手当、ほか

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用職種 技術職 技能職 営業職 事務職

採用予定人数 技術職 技能職 営業職 事務職　30名程

採用学歴 大学卒 大学院卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

企業HP https://www.yamato-se.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

常にお客様価値を高めた建設製品・サービスの提供を追求し、業界
最高の「技術とものづくり」の力を高め、地域社会の発展に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

●地域社会と共に、建設業を新たなステージへ。
・ヤマトはゼネコン／サブコンといった分業生産を見直し、建築製品のワンストップサービスに取り組ん
でいます。
・ヤマトはエッセンシャル企業として、地域社会と共に歩み、発展していきたいと考えています。

●先輩も教育センターの卒業生。 "面倒見の良さ" が自慢です。
・入社して１年間は、同期のみんなが教育センター（新前橋）で研修します。
・先輩も同期も教育センターの卒業生だから、配属後の相談やコミュニケーションもスムーズです。
・"面倒見の良さ"が高い定着率につながっています。

株式会社ヤマト 前橋支部

住所 前橋市古市町118番地

連絡先 人事部　折間

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 通勤手当、資格手当、時間外勤務手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（技術職・技能職・・・AT限定不可）（営業職・・・AT限定可）

企業PR
(320文字以内)

当社は、総合建設業として創立70周年を迎えました。お客様と社会と時代のために、ものづく
りを懸命に行って参りました。土木では街のインフラ整備、建築では商工施設、住宅など生活
の整備に取組み、品質を確保した施工に努めております。現在、働き方改革の取組み、新技
術（ICT施工）の取組みを行い、生産性向上に努めております。使い手もつくりても喜び、満足
し、納得できる新たなものづくりの会社として、「ものづくりは未来づくり」の挑戦をしておりま
す。採用職種として、技術職では土木施工管理、建築施工管理、建築設計、重機施工管理、
営業職では注文住宅プランナー、土木・建築コンサルタントがあります。興味のある方は遠慮
なく問い合わせください、お待ちしております。

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 6名 技能職 2名 営業職 2名

連絡先 総務部　栁井俊昭

企業HP http://www.miyashitakk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

創業以来、「社会のために」という理念をもとに土木、建築、住宅、リフォーム、不動産の分野
において、お客様第一主義に徹しながら、技術力・生産力向上に努めております。

宮下工業株式会社 前橋支部

住所 前橋市石倉町五丁目14番地の9
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【建設業】

◆

(TEL)027-261-4111 (FAX)027-263-3610 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-253-9616 (FAX)027-253-9617 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
現場手当　通勤手当　家族手当　早出・残業手当　公休出勤手当　食事補助手当
遠隔地赴任手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

当社は前橋市を中心として県内での店舗、工場、住宅の新築、リフォームを主力とし
ていましたが、現在は業務拡大により関東各地での大規模店舗の新築工事、改修工
事で顧客の要望にお応えしております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 総務部　橋爪

企業HP

経営理念
(80文字以内)

人が実感できる、美しい機能的な建築空間を創造する

採用時
必要資格

普通自動車免許

株式会社リフォーム群馬 前橋支部

住所 前橋市元総社町1-1-7　佐田建設ﾋﾞﾙ別館

採用予定人数 技術職 2名 営業職 2名

採用学歴 専門校卒 短大卒 大学卒

各種手当 資格手当　職能手当　家族手当　残業手当　通勤手当他

経営理念
(80文字以内)

価値ある製品　　価値ある企業　　価値ある人生

企業PR
(320文字以内)

　当社は終戦直後、昭和20年10月1日に創業し、現在78年目を迎えております。業種
は多岐にわたっており、総合建設、鋼構造物工事、機械加工、板金加工、自社製品開
発の他ドコモショップの経営も手掛けております。近年では人材育成に力を入れてお
り建設部門におきましては、一級建築士及び一級建築施工管理技士の資格取得に向
け、会社が全面的にバックアップ(費用負担及び資格手当支給)しております。また、社
員の安全と健康の取組にも力を注ぎ経営理念である価値ある人生を送れる事を目指
しております。

採用職種 技術職 営業職

住所 前橋市下佐鳥町1001-1

連絡先 笠間　真先

企業HP https://www.techroad.co.jp/

株式会社吉田鉄工所 前橋支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-322-1143 (FAX)027-325-5201 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-378-4170 (FAX)027-378-2320 担当者

各種手当 通勤手当、資格手当、残業手当、家族手当

採用時
必要資格

普通自動車免許、（AT不可）

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域に愛される会社

企業PR
(320文字以内)

当社は土木工事を請け負っている会社です。常に工事を施工するにあたり、安全な作
業また、良質の満足いく製品作りに心掛けております。人材育成においても資格取得
補助等　働きやすい職場環境を目指しております。

住所 高崎市倉渕町三ノ倉2016

連絡先 追川   悦子

各種手当 通勤手当、子供手当、資格手当、等級手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許　入社後、1・2級建築士、1・2級建築施工管理技士、1・2級土木
施工管理技士などの資格取得費用（通学費用含む）を全額負担します。

採用職種 技術職

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

企業HP http://www.inoue.co.jp

経営理念
(80文字以内)

会社は社業の発展と社員の生活の向上を目指し、業務を通してお客様の満足度を高
め、奉仕の心を持って社会に貢献することを目標とする。

企業PR
(320文字以内)

建築・土木・仮設等の工事、建設仮設敷材・舗装機械のレンタル、テナントビル管理な
ど創業以来の豊富な実績と確かな技術でお客様にご満足いただけるサービスを提供
してまいりました。これからも地域の皆様に信頼していただける企業として、しっかりと
責任を果たし地域貢献してまいります。
技術職は土木施工監理、建築施工監理各1名を募集しております。

追川工業株式会社 高崎支部

株式会社井ノ上 高崎支部

住所 高崎市八島町265

連絡先 総務部（大須賀）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名
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【建設業】

◆

(TEL)027-352-6611 (FAX)027-352-6613 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-371-2364 (FAX)027-371-5627 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許(AT限定不可）入社の際に資格は必要ありません。入社後1・2級土木施工管
理技士等の資格・技能講習の取得を支援しています。土木施工管理技士資格取得者歓迎。

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 管理技能手当、資格手当、通勤手当、子供手当、時間外手当、各種お祝い金

企業PR
(320文字以内)

当社は公共土木工事が大半を占めております。創立以来、培ってきた高い技術と豊
富な経験を活かして、地域社会に貢献すべく事業展開をしております。
機動力に優れた土木部は、これまでに数多くの施工をし、公共工事では多くの優良工
事表彰を頂いており、民間工事においてもお客様から数多く喜びの声を頂戴していま
す。これも社員一人一人がプロ意識を持ち、安全作業で施工を行っている賜物と感謝
しております。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 3名

連絡先 総務部　川村

企業HP http://okada.gunma.jp/

経営理念
(80文字以内)

安全を第一に、現場から地域の明日を想う。

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可）

株式会社岡田工務店 高崎支部

住所 高崎市箕郷町矢原1062-79

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職 １名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 管理手当・技術手当・運転手当・家族手当

経営理念
(80文字以内)

社業の発展を通して、社員の幸福度の向上、お客様の満足度の向上をはかるととも
に、地域社会の発展に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

　事業内容としましては、官公庁発注の道路・公園・上下水道・舗装・宅地造成等の土
木工事を中心とした会社です。　また、一級建築士事務所を営み、住宅・事務所・倉庫
等の建築工事の設計及び施工も行っております。　地元密着型の経営方針のもと、若
い世代の雇用を増やし、新しい意見を取り入れた、社員参加型の経営を目指してしま
す。小さな会社ですが、創業54年、地道に健全経営をしております。

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所 高崎市京目町197番地

連絡先 総務部　植田

企業HP

大木産業株式会社 高崎支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-322-3076 (FAX)027-323-0242 担当者

【建設業】

◆

高崎市矢中町319-6

(TEL)027-352-9190 (FAX)027-353-0086 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）　入社後、各資格取得を奨励しています。

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 現場手当、営業手当、家族手当、資格手当など

経営理念
(80文字以内)

誠意をもってことにあたり、社業の発展を通して人々に快適な暮らしを提供し社会に
貢献する。

企業PR
(320文字以内)

私たちは、より高度な技術と総合力で人間味溢れる創造性を追求しています。「生き
がいのある人生の場づくり」を会社経営の社是として、常にお客様への真摯な奉仕を
心がけて日々精進してまいります。「刻一刻と移り変わる社会情勢」「ハイテク化によ
る技術革新」「多様化するニーズ」にこれからも対応する為、各部の独自性を追及しな
がらも、相互に連帯し、私たちはヒューマンな創造性とさらなる革新をもって未来に挑
戦し続けます

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所

連絡先 総務部　小谷

企業HP https://www.kawanabe.co.jp/

各種手当 管理手当・職務手当・資格手当・通勤手当

採用時
必要資格

1級2級土木施工管理技士歓迎。普通自動車運転免許(AT限定不可)

カワナベ工業株式会社 高崎支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

品質・安全の確保を第一に、環境保全をも考慮し、社会基盤整備を担う建設業として
の信頼確保に努める。

企業PR
(320文字以内)

当社は群馬県及び高崎市発注の公共工事(道路・河川・橋・下水)が主体の建設会社
です。昭和24年設立。創業70年。実質無借金の安定した経営をしております。社内の
風通しも良く、先輩社員が後輩社員を全力でバックアップする体制が整っております。
採用職種は土木技術者を募集しております。

株式会社川崎工務店 高崎支部

住所 高崎市下和田町3-5-7

連絡先 川崎準
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【建設業】

◆

(TEL)027-321-5778 (FAX)027-321-5779 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-361-3031 (FAX)027-371-3023 担当者

各種手当 残業手当（深夜残業手当）、休日出勤手当、通勤手当、資格手当、家族手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒

企業HP http://www.gundo.jp/

経営理念
(80文字以内)

発注先の要求している品質・安全・工期を厳守し、技術の向上・革新を常に挑戦し、社
業の発展を通じて社会に貢献すること

企業PR
(320文字以内)

群馬県、高崎市を中心とした公共工事を請け負っている会社です。
創立 昭和5年から続く歴史とともに培った技術と実績を築き上げながら、最新の技術
も取り入れこれからも安全と責任を第一に社会に貢献していきます。

群馬土建工業株式会社 高崎支部

住所 高崎市並榎町150番地

連絡先 宮下

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当・燃料手当・家族手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許証

企業PR
(320文字以内)

大手ゼネコンからの造成工事も多く、アウトレットや住宅地の造成工事などスペシャリ
ストの監督とスタッフが活躍中。
各種資格取得もバックアップ

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 3名

連絡先 岩崎順子

企業HP

経営理念
(80文字以内)

安全最優先、地域社会への貢献

株式会社クリエートイワサキ 高崎支部

住所 高崎市八幡町217-7
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【建設業】

◆

(TEL)027-387-0811 (FAX)027-387-0812 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-387-3511 (FAX)027-387-3500 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 通勤手当、資格手当等

採用時
必要資格

1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

昭和39年創立
創立以来満58年を迎えた当社は、これからも永遠に続く企業として、「街を、生活を、
笑顔をつくりたい」をキャッチコピーとして、地域社会に貢献できるよう努力を続けてま
いります。
技術職は土木・建築施工管理技術者を募集しています。

採用職種 技術職 若干名

採用予定人数 技術職 若干名

連絡先 生井　清孝

企業HP

経営理念
(80文字以内)

誠意は人の道なり　和は力なり　礼節は美なり　創意は進歩なり　努力は勝利なり

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT不可）

昭和工業株式会社 高崎支部

住所 高崎市吉井町下長根377番地1

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 現場手当・通勤手当・家族手当・残業手当等

経営理念
(80文字以内)

持続的に発展し続ける企業を目指し、地域社会に貢献する

企業PR
(320文字以内)

主に土木工事を生業としていますが、特に推進工事を強みとしています。様々な工法
を取り扱っており、最新の技術を駆使して数々の現場で活躍しています。また、新技
術の開発にも取り組んでおり、特許取得の実績もあります。

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所 高崎市倉賀野町2190番地

連絡先 黒岩誉広

企業HP http://www.koa.co.jp/

株式会社コーアエンジニアリング 高崎支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-361-5337 (FAX)027-362-9389 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-388-2168 (FAX)027-388-2108 担当者

採用時
必要資格

普通運転免許証、技術者は新卒者・有資格者優遇、技能者は新卒者・経験者優遇

採用予定人数 技術職 2名 技能職 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当
通勤・家族手当、家賃補助（U・Iターンの方には相談の上、家賃の一部補助あり）
資格取得支援制度、時間外手当

経営理念
(80文字以内)

技術と信頼と情熱をもって地域社会に貢献する

企業PR
(320文字以内)

当社は建設業としての生業はもちろんですが、特に地域で育つ子供たちを大切に考えます。
小学校や自治会に呼びかけ回覧して、地域の皆さんに体験していただく季節の行事を社員総
出で開催しております。暮れには臼と杵での餅つき、夏には長い竹を切って流すそうめん、小
さな事かもしれませんが、子供時代の思い出の一つになってもらいたい、そんな一心で取り組
んでおります。また、子供たちの安全確保のために「通学路」のぼり旗を立て、運転者へ啓発
活動も行っております。
将来を担う子供たちが健やかに育ってくれる環境造りこそが私ども建設業の定めであると共
に「技術と信頼と情熱をもって地域社会に貢献する」事への布石になると考えます。

採用職種 技術職 技能職

住所 高崎市吉井町岩崎2640

連絡先 　鈴木　由香里

企業HP http://ｗｗｗ.suzuki-const.com

各種手当 資格手当

採用時
必要資格

自動車運転免許

鈴木建設株式会社 高崎支部

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 高校卒 社会人経験者　

企業HP http://jingu-kogyo.com/

経営理念
(80文字以内)

利他共栄　ものづくりを通じてお客様に奉仕する　ものづくりを通じて地域社会に貢献
する　ものづくりを通じて私たちは成長する

企業PR
(320文字以内)

70年以上の業歴を有する建設会社です。
個人住宅から企業や官公庁の大型物件まで手掛けています。
県内各地に著名施工物件があります。

神宮工業株式会社 高崎支部

住所 高崎市貝沢町614番地

連絡先 総務部　加藤孝明
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【建設業】 ※ 社名については「隷書体」希望です。

◆

(TEL)027-371-2007 (FAX)027-371-6334 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-361-5095 (FAX)027-361-5094 担当者

各種手当 職務手当　資格手当　家族手当　通勤手当

採用時
必要資格

１・２級土木施工管理技士歓迎　１・２級建築施工管理技士歓迎
普通自動車運転免許（AT車限定不可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 6名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.togiya-kk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

１．和を以て尊しとなす
１．顧客を守り、信を守り、法を守り、分を守る

企業PR
(320文字以内)

当社は、明治初期に創業し、130年以上の歴史を誇る老舗です。
木材商から始まり土木・建築・製材業の三位一体の経営体制を確立し、現在に至って
います。
老舗の看板に甘んじず、改革を推進し遊休資産の活用や社内の活性化を図り、現実
を踏まえつつ未来を見据えた堅実経営を行っています。
縦横軸のつながりを大切にし、和をもって社員一丸となり成果を上げている会社で
す。技術者は土木施工管理技術者3名、建築施工管理技術者3名の採用を予定して
います。

株式会社研屋 高崎支部

住所 高崎市飯塚町805番地

連絡先 総務部（阿部・笠原）

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 役付手当、精勤手当、勤務手当、家族手当、教育手当、残業手当 等

採用時
必要資格

普通自動車免許（入社後、各種施工管理技士等 資格取得支援制度有り）

企業PR
(320文字以内)

昨年、創業110年並びに会社設立60年を迎え、長い歴史に裏打ちされた確かな技術と
信頼の実績で、お客様に満足いただける「ものづくり」に、誠心誠意取り組んでいま
す。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 植木　春樹

企業HP www.takahashi-kensetsu.com

経営理念
(80文字以内)

１．社業の発展を通じて地域社会の安全と安心に貢献する　２．環境を配慮し事業に関わる
全ての人々を大切する　３．高い向上心を持って技術の研鑽と誠実な施工を目指す

髙橋建設株式会社 高崎支部

住所 高崎市箕郷町西明屋441番地
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【建設業】

◆

(TEL)027-322-5801 (FAX)027-327-5216 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-323-5008 (FAX)027-328-1100 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格技能手当、通勤手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

企業PR
(320文字以内)

当社は昭和2年の創業以来、総合建設業（ゼネコン）として、建築・鋼構造物の分野で
群馬県内をはじめ、関東全域および福島県・長野県などの関東圏の外側のエリアでも
事業を展開しています。当社の特色は、建設業としては数少ないファブリケーター（鉄
骨製作）部門を持っていること。鉄骨加工に関しては、倉賀野工場・玉村工場の2つの
鉄骨工場を保有し、独自の生産品質管理システムで、確かな鉄骨・橋梁加工を行って
います。
建設業・鉄骨加工業の2つの事業を通して、高品質な建築物を提供。業界で高い評価
を獲得しています。今後も、お客さまと確かな信頼関係を築き、地域社会を豊かにして
いきたいと考えています。

採用職種 技術職 事務職 その他(鉄骨加工技術者)

採用予定人数 技術職 事務職 その他 10名程度

連絡先 総務経理部

企業HP https://www.fuyuki.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

創業以来、お客様の立場に立ち、建築を通じ地域社会に貢献してきました。「誠実・信用・感
謝」というスローガンの基、品質と環境を大切にし感動的価値の創造を目指します。

採用時
必要資格

普通自動車免許(AT限定可)

冬木工業株式会社 高崎支部

住所 高崎市栄町27-15

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 通勤手当、資格手当、残業手当、通信手当、車両手当、家族手当

経営理念
(80文字以内)

常に業界をリードし、未来の建築へつながる不可欠な橋となるようお約束いたします。

企業PR
(320文字以内)

当社は昭和20年創業の建設会社です。創業以来、数々の建物を手掛け群馬県を中
心に建築・建設業に邁進してまいりました。これからもコンプライアンスを遵守し騒音・
汚染等、トラブルのない会社であり続けるとともに、高崎市内はもとより群馬県の地域
発展に貢献してまいりたいと思います。地域に密着したアットホームな会社ですので、
安心して仕事に取り組めると思います。社員一丸となって仕事に取り組み成長し、や
りがいと喜びを一緒に感じましょう。

採用職種 技術職

住所 高崎市旭町18番地

連絡先 武田　桂二

企業HP http://www.nobusawa-kk.co.jp/

信澤工業株式会社 高崎支部
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【建設業】

◆

(TEL)027-387-2087 (FAX)027-387-6021 担当者

各種手当 通勤手当・早出残業手当・管理職手当・資格手当・住宅手当・休業手当等

採用時
必要資格

各種施工管理技士取得者歓迎。要自動車運転免許（AT限定の場合は応相談）

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職　2～3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP https://www.yoshiikensetsu.jp/home

経営理念
(80文字以内)

建設工事を通じて、地域社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

安全第一・明るい職場をモットーに、アットホームで優しい人達と共に官公庁の指導の
下、地域に残る道路や河川の堤防など、災害に強い町作りの施工をしております。ま
た、工場の新増築・メンテナンス等、民間工事の施工等、小さな事から大きな物まで施
工しております。
採用職種は技術職(土木・建築施工管理)、技能職は現場作業職を募集しております。

吉井建設株式会社 高崎支部

住所 高崎市吉井町小串34番地

連絡先 吉井　晋
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【建設業】

◆

(TEL)0277-97-2418　(FAX)0277-97-3110 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0277-74-8231 (FAX)0277-74-2071 担当者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

より良い工事を施工することにより地域に奉仕する。

企業PR
(320文字以内)

当社は、明治４４年１月創業され地域の土木黎明期より令和の現在まで１００有余年、
みどり市東町を拠点に土木建設業を営んでまいりました。また創業以来、「より良い工
事を施工することにより地域に奉仕する。」を社是に、努力し続けています。通常の受
注工事以外にも、群馬県やみどり市等と災害時や異常気象時の委託契約を結んでお
り、２４時間いつでも関係官庁や警察の要請により緊急出動できる体制を整えており
ます。　一人一人が熱いプロ意識を持つ少数精鋭の当社で、是非一緒に地域の安全
安心を担っていきましょう。

株式会社新井土木 桐生支部

住所 みどり市東町荻原140番地

連絡先 鈴木　献一

各種手当 現場管理手当・配偶者手当・通勤手当・残業手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1～2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.okawa.co.jp

経営理念
(80文字以内)

人材を育て、発注者の満足する製品を提供する。社会資本の充実、地域生活環境及
び個人生活環境の向上に寄与する。

企業PR
(320文字以内)

　当社は、群馬県桐生市を拠点に公共工事を主とした土木関係の仕事をメインに請け
負う建設会社です。地元の方々の地域生活環境向上と社会資本充実の為、日々努
力しています。工事以外にも台風や豪雨・豪雪による応急対応や道路清掃ボランティ
ア活動、中学・高校の職場体験の受け入れなど地域貢献を通して、生活の根底を支
えています。社員が長く活躍できるように、社員のスキルアップ向上を支援していま
す。業務に関連した資格・免許を全額会社負担により取得することができます。ぜひ
ホームページを見て頂き、会社説明会に参加ください。若い社員が活躍しています。

大川建設株式会社 桐生支部

住所 桐生市新里町小林47

連絡先 山形・角田

各種手当
関連資格取得支援制度あり(会社全額費用負担)　社用車貸与及び燃料支給(通勤に
使用できます)　残業手当　役職手当

採用時
必要資格

普通自動車免許(AT限定可)、入社後に準中型自動車免許を取得して頂きます。入社
後に1・2級土木・建築施工管理技士の取得

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 若干名 技能職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【建設業】

◆

(TEL)0277-22-5112 (FAX)0277-22-5115 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0277-96-2511 (FAX)0277-96-3681 担当者

桐生建設株式会社 桐生支部

経営理念
(80文字以内)

顧客第一

企業PR
(320文字以内)

企画から設計・施工・修繕・改修・解体など建設物の一連のサポートを担っています。
安心・安全・品質管理を徹底的に行い、お客様満足を目指し取り組んでいます。

採用職種 技術職 営業職

住所 桐生市宮前町二丁目14-1

連絡先 吉野

企業HP www.kiriken.co.jp

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（MT推奨）

株式会社山藤組 桐生支部

住所 桐生市黒保根町水沼乙53番地

採用予定人数 技術職 営業職 1～2名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当

企業PR
(320文字以内)

弊社は、1919年3月（大正8年）創業以来、総合建設業一筋に公共事業を中心として事業を展
開してまいり、先年創業100周年を迎えました。

・創業100年を超える、地域での実績と技術力　・建設の最新技術（ICT、ドローン等）を活かせ
る機会　・自社独自の働き方改革に積極的に取り組み、毎年改善を実施（休日確保や残業時
間数削減など）　・資格取得（業務に資する）について全面的なバックアップを実施　・地域密
着型の安定経営とアットホームな社風
上記が弊社の主な強みです！　「年間休日124日（完全週休二日制+会社の計画有休5日）」
「キャリアアップ支援」「トレーニングジムの整備」等、福利厚生も充実させています。

採用職種 技術職 技能職 事務職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 事務職 1名

連絡先 片平

企業HP https://www.sandohgumi.co.jp/recruit/

経営理念
(80文字以内)

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当
・固定残業手当（残業時間10H分相当）、資格手当、通信手当、通勤手当（月額24,500
円まで）、家族手当、住宅手当（家賃の半分補助、上限3万円）

採用時
必要資格

普通自動車免許
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【建設業】

◆

(TEL)0277-44-1051 (FAX)0277-44-1053 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0277-74-0987 (FAX)0277-74-1987 担当者

株式会社サン建設 桐生支部

住所 桐生市東2丁目8-18

連絡先 岩崎

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 若干名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://ｗｗｗ.sunkensetsu.com/

経営理念
(80文字以内)

縁あって、ここで働くみんなが幸せになり、お客様も協力業者もみんな幸せになること
に貢献し、末永く営業活動を続けること。

企業PR
(320文字以内)

住宅の新築やリフォーム、店舗建築や公共工事に至るまで、建設全般に渡って工事
を手掛けております。常にお客様の立場に立って、お客様に満足頂ける家づくりをす
ることはもちろん、お客様や家づくりに携わるみんなが共に幸せになれるように、こだ
わりの施工に努めています。

住所 桐生市新里町新川298-1

連絡先 塚本

企業HP https://www.tsukamoto-kensetsu.com/

各種手当 現場手当　給食手当　皆勤手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

塚本建設株式会社 桐生支部

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者の方

各種手当 通勤手当、皆勤手当、資格手当、福利厚生（作業着支給）

経営理念
(80文字以内)

「満足」「安心」「信頼」

企業PR
(320文字以内)

群馬県桐生市の塚本建設では、40年にわたり地域密着で外構エクステリア工事を手
掛けてきました。お客様に喜ばれることを生き甲斐とし、ご期待以上を目指して日々自
己を磨き続けております。
公共工事を含む数々の実績で手に入れた何でも対応できる技術が自慢です。
皆さんに長く安心して働いていただけるよう、退職金制度、資格取得支援をはじめとし
た福利厚生を整えております。

採用職種 技術職 営業職

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）
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【建設業】

◆

(TEL)0277-52-8282 (FAX)0277-52-1811 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0277-73-7181　(FAX)0277-73-7182 担当者

連絡先 総務部　西田

企業HP https://www.nomura-kensetsu.com/

経営理念
(80文字以内)

お客様や地域の皆様に愛され、「必要とされる人、必要とされる会社」になるために
「進化し続ける」チャレンジ精神を持ち、地域ナンバーワンの建設会社を目指します。

株式会社野村建設工業 桐生支部

住所 桐生市広沢町1丁目2538番地1

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当、職務手当（当社規定による）、通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

企業PR
(320文字以内)

住宅・事務所・工場・店舗等の新築、増改築、リノベーション、外構、エクステリア、敷
地整備、土木工事、不動産業、太陽光発電事業など、幅広く事業を展開しています。
1970年4月の創業以来、「創造し、進化し続ける」と「今、気くばりを売る時代」をモッ
トーに群馬県の東部を中心に事業展開し、2021年で創業50周年を迎えました。会社
の成長と共に業務を通じて自身が成長し、安定した生活の中でも夢や希望を叶えた
いと願うスタッフを求めています。未経験の方には自社のコンセプトや商品知識、契約
までのステップなどの基本を具体的に学べる体制を、経験者の方には必要に応じて
研修や教育期間も用意し、これまでのキャリアを生かせる体制を整えています。

採用職種 技術職 営業職 その他

採用予定人数 技術職 4名 営業職 1名 その他 1名

企業HP https://www.morooka-const.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域の安全を支え、地域の文化を守る企業

企業PR
(320文字以内)

当社は公共土木工事・鉄道工事を主に施工している会社です。
土木に関する知識・技術は部署に垣根なく学ぶ姿勢で取り組んでいます。
更に近年は土木以外の専門知識・他業種にも興味を持ち、スキルアップを目指すこと
で人間力を養い、活き活きと働く職場づくりを目指しています。

モロオカ建設株式会社 桐生支部

住所 みどり市大間々町大間々1333-2

連絡先 人事担当　（諸岡）

各種手当
通勤手当、資格取得支援制度、車両貸与制度（施工管理者）
皆勤手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒（社会人経験者等含む）
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【建設業】

◆

(TEL)0270-25-5075 (FAX)0270-25-5077 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0270-25-2800 (FAX)0270-21-1225 担当者

株式会社岩瀬工務店 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市日乃出町645番地

連絡先 岩瀬　千佳子

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

お客様の立場に立って、そのニーズに応える物を造っていく

企業PR
(320文字以内)

官公庁発注の建築・土木工事のみならず、自社設計の建物の建設、全国に広がる家
づくりネットワーク”イノスグループ”の一員として　家づくりのお手伝いをさせていただ
きます

柏井建設株式会社 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市日乃出町531-4

連絡先 　常務　柏井　由高

各種手当 通勤　資格　子供各手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許証

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 5名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.kashiwai.jp

経営理念
(80文字以内)

一．「顧客に対して奉仕の精神に徹し、社会の信頼に応える」二．「心身を健全に保ち、和を以
て明朗な生活を営む」三．「創意工夫と研究をはかり、社運の発展に努める」

企業PR
(320文字以内)

当社は明治４３年に宮大工として始まり、以来「技術と信用」という言葉のもと、伊勢崎
市を中心に関東一円を営業エリアとして営業活動を行っています。総合建設業とし
て、学校など公共建物をはじめ、事務所や工場、倉庫など、またスーパーマーケットな
ど商業施設、福祉施設などの建設工事と、土木工事として道路や駐車場などの舗装
工事等も施工しています。近年では、施工技術者の育成にも力を入れ、資格取得に
かかる費用（学費・受験費など）を会社が全額負担するなど、社員の生活に負担を少
なく安心して技術向上を目指せるシステムを取り入れています。

各種手当 資格手当、残業手当、休日出勤手当、通勤手当、家族手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）
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【建設業】

◆

(TEL)0270-25-5745 (FAX)0270-26-1890 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0270-62-1053 (FAX)0270-62-1564 担当者

住所 伊勢崎市稲荷町382-1

連絡先 佐藤　義尚

企業HP http://www.kamigaki.com/

上柿建設株式会社 伊勢崎支部

採用予定人数 技術職 2名 営業職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当　資格手当

経営理念
(80文字以内)

創造型の技術基盤を確立し、顧客の満足感と信頼感を満たす構築物を提供する

企業PR
(320文字以内)

　当社は創業以来、群馬県や伊勢崎市の公共事業をはじめとして数多くの工事を
行っている地域に根差した総合建設業の会社です。
　現場は、学校、公民館、道路などの公共事業のほか、注文住宅、病院、店舗など
多岐に渡ります。中でも、注文住宅のクレバリーホームは構造、素材、工法に
こだわった安心の住まいを提供しています。

採用職種 技術職 営業職

連絡先 　鈴木　紀之

企業HP www.kanzawagumi.co.jp

経営理念
(80文字以内)

安心と信頼を未来につなげる施工を。顧客満足を追求します。

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定可）

株式会社神澤組 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市下触町884-1

採用学歴 大学卒 専門学校卒　　

各種手当 通勤手当　安全手当　資格手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

弊社は土木・建築を柱とした総合建設会社です。
県内の公共事業の社会インフラ・学校や施設・民間の住宅等、多岐にわたる分野の
施工をしています。
社員には国家資格や建設業に必要な技能免許等を取得することを目標とし、資格取
得費用は会社負担なので積極的に進めています。
2022年度は大学卒・高校卒の新入社員がいるので心強いと思います。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名
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【建設業】

◆

(TEL)0270-23-0591 (FAX)0270-23-9432 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0270-25-3517 (FAX)0270-25-7695 担当者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

技術と信頼（品質）で顧客に喜んでもらう

企業PR
(320文字以内)

確かな技術と堅実経営により、昭和29年創業より地域の社会資本整備に貢献してま
いりました。また、災害支援、ボランティア活動にも積極的に取組んでいます。
モノ造りが好きで、人の先頭に立って物事を進められる、自分で考えて行動できる人
を求めています。

株式会社栗原工務店 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市連取町1970-1

連絡先 　柄木田

各種手当 職務手当　　通勤手当　　資格取得支援制度あり

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

小島建設株式会社 伊勢崎支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

経営理念
(80文字以内)

いつの時代も地域に根差して、顧客満足の向上を目指し『生活環境を考える』これも
私達の仕事です。との思いを持ちながら社会資本整備に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

伊勢崎市を中心に住宅・工場・事務所・商業施設・公共建築物などの建築物の施工と
道路築造工事・舗装工事・下水道整備工事などの土木工事の施工を「安全に、より良
いものを、確実に」責任施工で竣工し、国家資格取得に対しての費用負担を会社が行
い、情熱を持ち業務に取り組む技術者と共に成長する企業です。

採用職種 技術職

住所 伊勢崎市若葉町19番15号

連絡先 　　須藤治夫

企業HP http://kojimakensetu.co.jp

採用時
必要資格

普通自動車運転免許・「社会人経験者」は1・2級施工管理資格

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者　

各種手当 役職・技術・作業・皆勤・車両・通勤・家族・残業
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【建設業】

◆

(TEL) 0270-23-0501 (FAX) 0270-23-5252 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0270-23-8111 (FAX)0270-23-8110 担当者

株式会社サンケン 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市山王町2647

企業PR
(320文字以内)

(株)サンケンは舗装工事・橋梁工事を始め多種多様なライフラインを構築する地域の
総合建設会社として日々邁進し続けてきました。しかし、近年は建設業界にもＩＣＴをは
じめ新技術への対応が求められてきています。そこで当社も若手社員の意向を取り
入れ若い人達が伸び伸びと活動できる会社として環境整備を進め、若手とベテランが
ワンチームになり安心して長く働き続けられる会社作りを目指しています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 阿部守良

企業HP http://www.sanken1972.co.jp

経営理念
(80文字以内)

全従業員の幸福を追求する会社、自分たちの仕事に誇りを持てる会社であれ

田中建設株式会社 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市連取町3309-7

連絡先 総務部　松本

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒（社会人経験者等を含む）

各種手当 現場管理手当　通勤手当　家族手当　他

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

企業HP https://www.tanaka-k-k.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

長い歴史と経験から培った技術と信頼及び誠実を信条とする。

企業PR
(320文字以内)

ワークライフバランス重視でプライベートが充実。
年間休日１２６日・残業平均１３時間・転勤なし
技術が早く身に付く。幅広い現場で仕事を経験できる。資格取得に手厚い支援。
ノルマなし、なので平均勤続年数２４年！

各種手当 資格手当、現場担当手当、勤勉手当、通勤手当、家族手当、時間外手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（MTだと尚可）
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【建設業】

◆

(TEL)0270-62-1512 (FAX)0270-62-1511 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0270-25-0548 (FAX)0270-26-5560 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当・出張手当・家族手当・通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（現場作業希望者はAT限定不可）

第一工業株式会社 伊勢崎支部

住所 伊勢崎市西小保方町336

住所 伊勢崎市寿町162番地

連絡先 鰐淵

企業HP https://www.tomoh-inc.com/careers/

トーモー株式会社 伊勢崎支部

連絡先 　田代 真理子

企業HP https://www.daiiti-k.co.jp

経営理念
(80文字以内)

創意工夫を常に考え、顧客の満足する最良の製品を提供し、地域社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

弊社はおかげさまで創業51年目を迎える事が出来ました。
私たちは「どんな仕事も断らない」「どんなことでもトライする」を基本的コンセプトとして、顧客
満足を第一に考え、全てに対して一期一会を念頭に、満足を｢かたち」にしております。
また、「自社設計・自社施工」が強みであり、一貫体制だからこそ、ローコストで高品質な施工
が実現出来、その結果、「何かあれば第一工業に任せておこう」とおっしゃるお客様が増えて
まいりました。
社内環境においては、本社リニューアルを実施し働きやすさを目指しております。
社員の技術力の向上のために、資格取得や勉強会の開催を奨励し、実力を最大限評価する
制度を設け、若手でも活躍出来る環境を整えております。

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 3名 営業職 2名

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用予定人数 技術職 4名 営業職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 資格手当、役割手当、家族手当、通勤手当等

経営理念
(80文字以内)

・人々の暮らしに役立ち、地域の人々から必要とされる企業になる・もっといい方法は
ないか、常に考え行動する企業になる。・当たり前の事を当たり前にする企業になる。

企業PR
(320文字以内)

・社員が働きやすい会社、生産性の卓越した会社をめざし、教育・評価・待遇に独自の人材マネジ
メントが機能している会社です。
・物流倉庫、生産工場、障害者施設、外張り断熱住宅、公共土木建築施設の建設とこれに伴う品
質マネジメントシステムに関する技術とノウハウを強みとする会社です。
・仕事力を高め、負担を軽減、休暇取得を確保するチーム中心の仕事の割り振り、万が一の業務
災害総合保険や従業員家族補償保険を利用した安心保障のしくみ、有給休暇を活用した週休2日
制、資格取得奨励制度、社員交流を推進する四季の集いイベント等の「しっかり休む、しっかり学
ぶ、しっかり働く」会社です。
・技術職は専門卒以上、営業職は大卒以上の募集です。

採用職種 技術職 営業職
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【建設業】

◆

(TEL)0276-45-1621 (FAX)0276-46-8659 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-25-3535 (FAX)0276-22-7391 担当者

各種手当 資格手当、養育手当、住宅手当、通勤手当、残業手当、資格取得支援制度有り。

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用予定人数 技術職 6名 事務職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.ishibashi-const.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

・地域のエクセレントカンパニーとして社会に貢献する。・まかせてよかった、勤めてよ
かった、なくてはならない会社であり続ける。・誠実な対応で顧客満足を実現する。

企業PR
(320文字以内)

　創業大正14年、設立昭和27年と歴史と伝統に裏打ちされ、工事量、技術、実績等い
ずれをとっても東毛地域を中心に中堅建設業者として確固たる地位を築いています。
　北関東のみならず関東一円に営業圏を拡大し、安定した受注を確保しています。ま
た、豊富な土地資源を活用した賃貸事業も大きな特徴のひとつになっています。企業
風土は誠実、確実で、お客様の意向に十二分に応えようとする姿勢、態度は高い評
価を得ています。

企業PR
(320文字以内)

昭和１５年の創業以来８０年以上、関東一円を営業基盤として幅広い分野で成長し、お客様
のご要望に沿うためにフォローアップ体制・メンテナンス体制を強化しており、「建ててからが
本当のお付き合い」を合言葉に顧客満足度地域№１を目指しております。社員に対しても働き
やすい環境をつくり、社員満足度向上のためにイベントや研修制度を積極的に取組み「石川
建設で良かった」と思われる会社づくりを目指しております。働き方改革では、建設ＤＸ推進部
を設置し、女性活躍や残業削減・週休２日制に向けた体制整備を進めています。また、首都
圏事業本部を新設し、首都圏エリアでの事業拡大を一層図ると共に「感動戦略」を実践し、お
客様との感動を共有しています。
技術職は建築施工管理・土木施工管理・電気工事施工管理・設計・積算となります。

各種手当 資格手当、現場手当、首都圏手当、通勤手当、資格取得支援制度など

採用時
必要資格

普通自動車免許、1・2級建築士、1・2級建築・土木・電気工事施工管理技士など資格
取得者歓迎（資格については、入社後、必須または推奨）

採用職種 技術職 営業職 その他(ＤＸ関連・文系の方歓迎）

採用職種 技術職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 8名 営業職 1名 その他（DX関連） 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

石橋建設工業株式会社 太田支部

住所 太田市東本町53番53号

連絡先 総務部　須藤

石川建設株式会社 太田支部

住所 太田市浜町10-33

連絡先 総務部　高橋

企業HP http://www.ishikawa-inc.co.jp

経営理念
(80文字以内)

建ててからが本当のお付き合いを合言葉にお客様・社員・協力会社・地域の皆様から
石川建設で良かったと思われる会社を目指し感動職場づくりを実践する。
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【建設業】

◆

(TEL)0276-45-4812　(FAX)0276-48-0080 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-30-1880 (FAX)0276-30-1884 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒　

各種手当
役職手当、技術手当、時間外管理手当、家族手当、現場手当、通勤手当、特別手当
賞与 賞与 年2回（7月・12月） 期末賞与 年1回

採用時
必要資格

1.2級土木施工管理技士など資格取得者歓迎

企業PR
(320文字以内)

　岩崎工業は、1969年に創業。当初は土木工事の下請けから始まりましたが、 その後、国道
や鉄道工事、国土交通省の河川工事、ダムなど着実 に仕事の幅を拡げ、 総合建設業として
実績を重ねてまいりました。確かな品質と高度な技術力、様々なご要望に応えられる柔軟性、
信頼される各スタッフの人間性など当社の強みを活かしつつ、近年では、最新の建設機械や
ドローンによる3D測量を駆使したICT施工を導入・実用しており、生産性と品質の向上、また、
週休2日制の達成を図っております。今後も地域に暮らす人々の生活を守り、より良い未来を
創造するという使命を全うできるよう努力してまいります。ものづくりへの熱い思いをお持ちの
方、ぜひお待ちしております。
技術職は土木施工管理3名、重機オペレーター2名募集しております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 5名

連絡先 重田　徹

企業HP https://iwasaki-kk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域の人々の笑顔を想像しながら、情熱をこめて取り組む。

採用時
必要資格

普通自動車免許

岩崎工業株式会社 太田支部

住所 太田市下小林町62番地1

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 役付5,000～50,000円　資格5,000円～30,000円　家族手当　通勤手当(距離による)

経営理念
(80文字以内)

快適な住環境を創造します

企業PR
(320文字以内)

　お客様に満足・感動して頂くための努力は一切惜しみません。
　当社は、60年以上にわたり、群馬県太田市に根付いて建設業を営んで参りました。大手さん
のように、安い家を大量生産する事もできませんし、 より効率的に一人のお客様に対して費
やす時間を軽減するような業務改善も行っておりません。
　当社では、ご相談いただいた一人ひとりのお客様のお悩みやご要望を理解する事に最大限
のエネルギーを注ぎ、 お客様にとって最適なご提案を差し上げ、施工後も、どんなに小規模
な施工だったとしてもアフターフォローを欠かしません。お陰様で、たくさんのお客様に喜んで
頂き、時々、お客様から叱咤激励も頂きながら多くの方々に支えられ、応援され、ここまでやっ
てこれました。

採用職種 技術職

住所 太田市新井町173

連絡先 市川　宜勅

企業HP https://www.ichikawa-c.co.jp/

市川建設株式会社 太田支部

45



【建設業】

◆

(TEL)0276-57-0538 (FAX)0276-57-0536 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-52-1415 (FAX)0276-52-3905 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許。１・２級建築士、１・２級建築施工管理技士、１・２級土木施工管理技
士など資格取得者歓迎。

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当
資格手当、家族手当等。資格取得支援制度あり。通勤には社用車を貸与（ガソリン
代・維持費は全額会社支給）。

経営理念
(80文字以内)

”報恩感謝”を基に、地域社会に貢献する

企業PR
(320文字以内)

　当社では、総合建設会社としてお客様に対する感謝の心、社会に対する奉仕の心をもって
仕事ができるよう社員が働きやすい環境作りに取り組み、全員が一丸となって社会資本整備
の構築に邁進しております。残業はほとんどなく、社員はほとんど定時で帰宅しています。そ
のため仕事とプライベートが充実している社員がほとんどで、豊かな人生を過ごしてほしいと
いう会社の方針が隅々まで行き届いております。また自社ビルも複数所有しており入居状況
も良好で、経営状態は非常に安定しております。今後も地域に根差した企業として顧客満足
地域満足社員満足を追求し、地域社会に貢献することを目指し続けてまいります。
技術職は建築施工管理、土木施工管理を募集しております。

採用職種 技術職

住所 太田市尾島町390番地5

連絡先 総務部　多田

企業HP http://oosawa-kensetsu.com

各種手当 資格手当、携帯手当、資格取得支援制度有

採用時
必要資格

普通自動車免許、1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士などの資格取
得者歓迎

大沢建設株式会社 太田支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域環境の保全の重要性を認識し、積極的に環境保全活動に取り組み、環境負荷の
低減を図り、環境型社会の実現に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

　昭和５７年８月創業以来４０年にわたり土木建設業として社会資本の充実に貢献し
ております。太田市新田大町の本社を中心に道路工事、舗装工事、下水道、河川、造
園、解体、外構工事等を施工し現在に至っております。
採用は土木技術職を募集しております。

大木建設株式会社 太田支部

住所 太田市新田大町663番地

連絡先 総務部　塩原
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【建設業】

◆

(TEL)0276-56-6161 (FAX)0276-56-3820 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0277-78-2855 (FAX)0277-78-6258 担当者

各種手当 資格手当他

採用時
必要資格

普通自動車第一種運転免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 5名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.kato-kk.com/

経営理念
(80文字以内)

我々は建設業に携わる事に喜びと感謝の心を抱き、価値あるサービス提供により、御客様に
貢献し、併せて企業としての存立基盤を確固たるものとして次世代へ継承する。

企業PR
(320文字以内)

　創業から１００年以上経つ県内有数の老舗なので従業員もベテランが主でしたが、ここ数年
間で若い人材が続々入社して、社内の雰囲気が一気に若返りました。
　当社の人事方針は適材適所従業員の成長を手厚く後押しが特徴です。中途入社で業界未
経験でも会社が援助して国家資格を取得し、技術者として多数の方が活躍しています。もちろ
ん経験者は更に大歓迎です。本人のスキルに合わせてベテランと組んだり、ソロで現場を担
当したりと様々な働き方ができます。会社、従業員、協力会社間の関係性も良く、暑気払いや
新年会に加えて全国各地への親睦を兼ねた研修旅行も実施しています。マネジメントシステ
ムも各種認証を受けており、品質、環境、防災にも強みがある会社です。

加藤建設興業株式会社 太田支部

住所 太田市大原町651番地

連絡先 総務部　松本

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 通勤手当・資格手当・残業手当・CCUS手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

　当社は、土木工事をメインとした企業です。インフラ整備や災害復旧など様々な工事
を施工しております。自社直営で施工するので、重機・車両も多数所有しています。技
術者、技能者が一体となり、安全第一で作業を行っております。また、人材育成にも力
を入れており、資格取得支援が充実していると自負しております。成長し続ける職場
づくりを目指しております。
技能職は土工・重機オペレーター・左官を募集しております。

採用職種 技術職 技能職 事務職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 5名 事務職 1名

連絡先 久保田　明美

企業HP http://ogiwara-kk.jp/

経営理念
(80文字以内)

信頼をモットーに日々研鑚

荻原建設株式会社 太田支部

住所 太田市新田上田中町131番地1
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【建設業】

◆

(TEL)0276-25-2288 (FAX)0276-25-2280 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-30-0211 (FAX)0276-30-2763 担当者

採用時
必要資格

普通自動車運転免許。社会人経験者の場合、1・2級建築士、1・2級施工管理技士（建築、土
木、管、電気、建築機械）、電気工事士、1・2級建設業経理士　等資格取得者歓迎。

株式会社金井工事 太田支部

住所 太田市植木野町892番地1

連絡先 総務経理部　矢部

企業HP https://kanai-kouji.co.jp

経営理念
(80文字以内)

地域顧客に密着した誠意と工夫で常に意識改革・体質改善を断行し、質の高い建造
物を提供することで顧客の満足と信頼を得る

企業PR
(320文字以内)

地域密着の土木工事・建築工事の施工管理を行っています。
支店がないので転勤はありません。
施工場所も太田市・足利市・桐生市・邑楽郡等と会社からとても近いです。
専門知識がなくても先輩が教えるので安心してください。
資格や技能講習は会社が負担するので、みんなどんどん挑戦しています。
社員少数なので大勢の中の１人ではなく、ひとりひとりに目が届く。
安心して働ける職場づくりをしています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 営業職 その他 計25名 事務職 5名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
通勤手当、家族手当、住宅手当（地域により2～5万円）、資格手当（当社指定資格取
得時）

経営理念
(80文字以内)

未来の子どもたちのため、社会に貢献できる企業を目指して、
関東建設工業グループは成長を続けます

企業PR
(320文字以内)

　当社は北関東を代表するゼネコンとして関東全域にネットワークを拡げ、お客様に最適なプ
ランの作成・用地の斡旋・建設からアフターサービスまでを一貫して行っています。その技術
力は高く評価され、都心での大型プロジェクトを始めとする公共事業や免震工法のビル・工
場・物流施設・商業施設・病院・ホテルなど様々な工事を手掛けています。
　事業の柱として、工業団地造成や市街地再開発事業などの不動産開発事業を積極的に推
進し、街に活気を・人に笑顔ををスローガンに、多くの人々の想いや期待を大切に、お客様や
地域に信頼される企業を目指して、更に成長を続けていきます。技術職は施工管理を募集、
その他は設計、企画・開発、積算を募集しています。

採用職種 技術職 営業職 その他 事務職

住所 太田市飯田町1547番地　ＯＴＡスクエアビル7F

連絡先 総務部　寺井

企業HP https://www.kanto-k.co.jp

関東建設工業株式会社 太田支部

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 通勤手当、資格手当、残業手当、休日出勤手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許。資格取得支援制度あり。
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【建設業】

◆

(TEL)0276-46-2921 (FAX)0276-48-0153 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-37-1921　(FAX)0276-37-4693 担当者

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用予定人数 技術職 5名 技能職 10名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒（社会人経験者含む）

各種手当  通勤手当、 資格手当、技能手当、職能手当、早出手当、深夜手当、残業手当

経営理念
(80文字以内)

『ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために』

企業PR
(320文字以内)

　当社は公共事業やショッピングモール等の大型施設、一般企業の建物や倉庫の外
構及び駐車場などの舗装工事を中心とした企業です。その他、一般土木から、建築
計画・施工・管理、道路用資材全般の販売、倉庫業等、業務は多岐にわたります。創
業開始から50周年を迎え、新社屋も完成し、社員全員一致団結で石宝の新たな歴史
を築いて行きたいと思います。年々業績は拡大しており、新たな仲間を必要としており
ます。様々な経験を持つ、幅広い年代の先輩社員が活躍中ですので、未経験の方で
も、安心して成長できる職場環境を提供します。また、資格取得に向けて積極的に
バックアップし、工事車両・重機の免許取得費用会社負担制度も備えています。

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所 太田市原宿町3409-1

連絡先 総務部　菅田

企業HP https://kk-kokuho.jp/

各種手当 資格手当・通勤手当・住宅手当・残業手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

株式会社石宝 太田支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 社会人経験者

企業HP http://kyouwa-k.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域に必要とされる企業を目指して

企業PR
(320文字以内)

　私たち協和建設株式会社は、建築・土木工事を主体に新築住宅・リフォーム・工場
新築・改修・外構工事など、幅広い技術力を持ち多彩な分野で活躍する総合建設会
社です。数多くの公共事業を手がけ太田市から５年連続優良工事表彰の‘特別表彰’
の評価をいただいています。
　建設会社は派手に見られがちですが実際には地味に、コツコツと積み上げていく仕
事です。
みんなの力でゼロから形にしていく楽しさを胸に毎日仕事に取り組んでいます。性別
による差別なく、女性が平等に仕事上の機会を得ることができる職場をめざします。

協和建設株式会社 太田支部

住所 太田市飯田町1242-1

連絡先 小笠原輝宗
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【建設業】

◆

(TEL）0276-37-1221 （FAX)0276-37-1411 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-31-6931 (FAX)0276-31-6982 担当者

各種手当 通勤手当、資格手当、皆勤手当、家族手当、休日出勤手当

採用時
必要資格

1・2級土木施工管理技士などの資格者歓迎。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 5名

採用学歴 大学卒

企業HP http://www.tonekk.sakura.ne.jp

経営理念
(80文字以内)

私たちは人と社会に貢献し、常に新たな創造と挑戦を続けます。

企業PR
(320文字以内)

　当社は昭和54年創業以来、土木工事中心にを事業を行っています。資格取得にも
積極的に取り組んでおり、年々技術者も増えています。社員旅行、忘年会・新年会等
を毎年行っており、従業員同士の親睦を深めています。社員全員が安心して長く働け
る職場を目指しています。技術職は土木施工管理技士、技術作業員を募集していま
す。

利根建設株式会社 太田支部

住所 太田市由良町1619番地の2

連絡先 総務部（加藤）

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 社会人経験者

各種手当 各種社会保険・家族手当・通勤手当・資格取得支援制度有り

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）1・2級土木施工管理技士取得者歓迎

企業PR
(320文字以内)

　当社は土木工事を中心とした創業90周年を迎えた企業です。県内外で数多くの公
共事業の実績が有り現在でも地域に密着した実績と経験で県民の皆様の安心と安全
を守ります。これからも大切なインフラ整備をお任せください。
技術職は土木施工管理を募集しています。

採用職種 技術職

採用予定人数 5名

連絡先 総務部　小島

企業HP

経営理念
(80文字以内)

迅速・丁寧・熟慮

小林建設工業株式会社 太田支部

住所 太田市石橋町31番地
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【建設業】

◆

(TEL)0279-54-2766　(FAX)0279-54-8903 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-22-1852　(FAX)0279-22-1879 担当者

採用予定人数 技術職　若干名

採用学歴 大学卒 短大卒 社会人経験者

各種手当 資格手当・残業手当・現場手当

採用時
必要資格

自動車免許

各種手当

採用時
必要資格

井口建設株式会社 渋川支部

住所 渋川市石原903番地1

連絡先 井口　昭宏

企業HP http://iguchi-shibukawa.com

経営理念
(80文字以内)

創業50年以上の実績を基盤に信頼される企業をめざす。

企業PR
(320文字以内)

当社は土木工事を主とした総合建設会社です。「信頼と実績」をモットーに、次世代に
誇れる住み良い社会づくりをめざしております。また地域発展の為に今後も皆様に愛
される企業として事業に取り組んで参ります。

採用職種 技術職

株式会社飯塚組 渋川支部

住所 北群馬郡吉岡町大字大久保2279-2

連絡先 飯塚

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域と共に歩む　　　安全第一

企業PR
(320文字以内)

住宅関連の小工事から道路舗装、橋梁工事に至るまで、今日までの経験と実績を生
かし新しい技術を導入してお客様に喜んでもらえる工事施工を実現します。

採用職種

採用予定人数

採用学歴
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【建設業】

◆

(TEL)0279-23-1086 (FAX)0279-22-2837 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-22-1182 (FAX)0279-25-0729 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

当社は、昭和３２年の創業以来、地元地域の皆様に支えられ成長してきました。
熟練社員、若手社員、女性社員が互いに認め合い尊重する事でシナジーが生まれて
います。
スタッフが勤務しやすい様、各世代において子育てや介護等のご家族の都合にも寛
容に対応しております。
これからもお客様へ感動をお届けするため、社員一丸となって社会づくりに取り組み
ます。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 複数名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当、役職手当

金子建設株式会社 渋川支部

住所 渋川市半田1715番地

連絡先 金子　由樹

企業HP https://kaneko-kk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

私達金子建設株式会社は、すべてのお客様に感謝し、希望ある地域の活性化に貢献
し、未来に向かい継続的な成長を目指します。

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 技術手当、電話手当、家族手当、住宅手当、通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）

企業HP http://ishizeki.co.jp

経営理念
(80文字以内)

地域に根差した総合建設会社です。建設業を通じて、地域貢献を目指します。

企業PR
(320文字以内)

「現場での、ものづくり」の仕事です。
道路や学校などをはじめとして、
その地域に必要とされるものを作ってきました。
これは今後も変わらぬ姿です。
また、物づくりだけでなく、降雪時や大雨災害時などは、
地元企業として、いち早く現場にかけつけることを心がけ、
何よりも優先に「地域を守る活動」を続けています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

株式会社石関工務店 渋川支部

住所 渋川市吹屋577-1

連絡先 総務部　池田
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【建設業】

◆

(TEL)0279-56-2811 (FAX)0279-56-5428 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-59-2306　(FAX)0279-59-2314 担当者

採用時
必要資格

1・2級土木施工管理技士（補）などの資格取得者歓迎します。
普通自動車運転免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

当社は創業より50年、ダム、砂防、道路、上下水道、造成工事など、群馬県内の土木
工事を中心に行っており、社会のインフラ整備事業を行う企業です。ICT（情報通信技
術）を積極的に取り組み、技術力を高めて地域のICT施工を引っ張っていくことを目指
し、生産性向上技術のレベルをはかっています。資格取得やセミナー等にも参加でき
スキルアップできます。頼りになる先輩方が多く、コミュニケーションが取れるので安心
して働ける職場です。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 現場手当、通勤ガソリン支給、資格取得支援制度有

株式会社佐藤建設工業 渋川支部

住所 渋川市小野子1579番地

連絡先 総務部（佐藤）

企業HP https://satokensetsukougyou.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

たしかに、はやく、いい仕事をモットーに新しい時代の土木工事会社を目指し、ユー
ザー満足度を高める会社。

株式会社木暮組 渋川支部

住所 渋川市赤城町溝呂木452

連絡先 採用担当（木暮）

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP https://kigure.jp/

経営理念
(80文字以内)

「すべてに至誠と情熱を」相手を慮る気持ちで業務に取り組む事が重要であると考えます。相手とは人
のみならず、機械や道具他すべてに対して常に大切に丁寧に接することが、良い仕事に繋がると確信
しております。

企業PR
(320文字以内)

施工実績において県知事表彰を始めとして各部長表彰及び各事務所長表彰等、県
発注工事において毎年、複数の優良工事表彰を受賞しております。これは自社で豊
富な重機や車両を有し、また多彩な熟練工を擁して、迅速かつ機動力溢れる体制が
整えられている証であり、それが工事に顕在化されて評価を頂いたものと確信してい
ます。また、「木暮組クラブ」として実業軟式野球連盟に登録し活動しており、社外PR、
地域交流、社内の士気高揚に繋がっています。（渋川北群馬支部Aクラス所属）

各種手当 現場手当、通勤手当、資格取得支援有

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）
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【建設業】

◆

(TEL)0279-54-7723　(FAX)0279-54-8603 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-22-2035　(FAX)0279-24-4547 担当者

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（あれば優遇）

上毛緑産工業株式会社 渋川支部

住所 北群馬郡吉岡町大字小倉827-87

連絡先 髙橋 京悠

企業HP http://www.jouryoku.com/

経営理念
(80文字以内)

産業廃棄物を緑化用資材として活用し、郷土の保全と循環型社会の実現を目指しま
す。

企業PR
(320文字以内)

 主に県内ののり面保護工事を行っています。
特許工法であるリサイクル緑化工法(PMC工法)を主体として、防災と環境保護に重点を置い
た活動をしています。
 2022年には、群馬県内の先進的なSDGｓ取組事例として「SDGｓぐんまビジネスプラクティス」
に選定していただきました。今後も地域社会の一員として、地域の安全と循環型社会の実現
に向けた取組みに一層励んでいきたいと考えています。
  若手からベテランまで幅広い年齢層の従業員が元気に働いております。
  気軽に質問できる明るい職場環境です。

企業PR
(320文字以内)

のり面防災・減災工事に特化し事業を行っています。
人を育て、技術をみがき、安全作業を徹底し、土砂崩れや落石そして労働災害から命
と生活をまもります。

各種手当 資格手当、時間外手当、兼務職手当

採用時
必要資格

普通運転免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

株式会社髙特 渋川支部

住所 渋川市八木原224-14

連絡先 総務部　石田和義

企業HP https://takatok.co.jp

経営理念
(80文字以内)

くらしを豊かにする
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【建設業】

◆

(TEL)0279-23-1214 (FAX)0279-23-1124 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-23-0415　(FAX)0279-25-7045 担当者

田子林業株式会社 渋川支部

住所 渋川市赤城町津久田307-1

連絡先 田子

企業HP http://www.tago.jp/

経営理念
(80文字以内)

高品質施工をモットーに、皆様の多様なニーズにお応えし
真に豊かな街づくりを目指します。

企業PR
(320文字以内)

当社は「日本のへそ渋川」にある建設会社です。
主に、土木・建築・造園などを承っております。
ご自宅の周辺で何かお困りごとはございませんか？
ちょっと何とかしたいけど、どこに相談したらよいか分からない。
そんな時は、ぜひ当社にご相談ください。
公共工事で、培った高い技術力と誠実な真心で迅速に対応させていただきます。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職　3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当
通勤手当、その他必要と判断した場合手当てを支給する。
資格取得支援制度有り。

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）　　1・2級土木施工管理技士等資格取得者歓迎。

株式会社千明建設 渋川支部

住所 渋川市渋川49番地5

連絡先 総務部　千明

企業HP

各種手当 職務手当、通勤手当、家族手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

経営理念
(80文字以内)

『無理をしない』助け合おう！『無理を言わない』思いやろう！『困った時には助け合
い！』人と人との繋がりを大切に！社員は財産。

企業PR
(320文字以内)

①ゼネコンの下請けで鍛えられた技術力(大型重機を使用した土木工事を一次下請
けとして実施している。1つの工事規模が大きく、難工事も多いが完成時の達成感は
大きい)。
②地元渋川での公共工事受注から施工を行う管理力(地元の工事を行う為には地域
への配慮が最も重要であり、職員の管理力が問われる。重機が動く現場の中心から
離れた場所への心遣いが必要である)。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【建設業】

◆

(TEL)0279-24-3333 (FAX)0279-26-3535 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-56-5381 (FAX)0279-56-5078 担当者

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・資格手当・残業手当・家族手当・職階手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定は不可）

株式会社津久井工務店 渋川支部

住所 渋川市渋川1112-1

連絡先 総務部　津久井

企業HP http://www.tsukuikoumuten.jp

経営理念
(80文字以内)

人と人の繋がりを大切にして、技術で人の和を創る。

企業PR
(320文字以内)

創業以来建築一筋。一般住宅から、公共建築・病院・福祉施設・ホテル旅館・社寺仏
閣等多数の建築工事を請け負っています。特に木造住宅建築においては自然乾燥
材にこだわり、熟練の大工が一本一本手加工した木材を用いる伝統的な在来工法を
守り続けています。毎年行われる「ぐんまの家」コンクールでは数多くの受賞があり、
津久井ブランドとも言われ最高の評価をいただいています。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2～3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 現場手当、通勤手当など。週休２日制

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）土木施工管理技士、建築施工管理技師取得者
尚可

株式会社南雲建設 渋川支部

住所 渋川市赤城町溝呂木1248-1

連絡先 総務　南雲

企業HP https://nagumokensetsu.co.jp

経営理念
(80文字以内)

「地元に信頼される企業として建設を通じ、地域社会発展に寄与する。」

企業PR
(320文字以内)

当社は総合建設業として法人設立より３７年になる企業です。特に土木工事では働き
方改革の一環としてＩＣＴ活用工事を県内一早く取り入れ生産性の向上を図り、週休２
日制を導入しております。県内の高等学校から専門学科課外授業の依頼をいただ
き、ＩＣＴ建機の操作体験やＶＲ体験等をし自分で見て・聞いて・触れてもらいました。各
種資格取得に対し指導、補助を行いオールラウンドなエキスパートの育成にも力を入
れています。これからの建設業は新しい技術を駆使し、より高品質の工事を早く進め
ることが求められています、情報化施工の最先端をいく企業として進化中です。若い
力と熟練の技でより成長できる企業づくりの担い手になりませんか。

採用職種 技術職
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【建設業】

◆

(TEL)0279-54-4101 (FAX)0279-54-4106 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-20-2100　(FAX)0279-20-2255 担当者

南榛工業株式会社 渋川支部

住所 北群馬郡榛東村大字広馬場2516

連絡先 関口　泰成

企業HP http://www.nansin-kk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域社会に貢献する。技術の向上に弛まず努力する。
温もりある労働環境を築く。

企業PR
(320文字以内)

建設事業を通して街づくりに貢献すること。災害対応や除雪作業を通じて、地域の暮
らしのお役に立つこと。このことを通じて、少しでも地域のチカラになりたいと考えてい
ます。
また、積み重ねとたえず工夫し探求することによって、一歩ずつ技術力を向上の
目指しています。
社員同士が、思いやりや協調性をもって、温もりある労働環境を築き、会社の成長
社員一人ひとりの豊かさへと繋がるよう、共に考え挑戦します。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職 3～5名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 通勤手当、現場手当、取得免許・有資格者に対する昇給

採用時
必要資格

普通自動車免許を持つことを希望。

樋口建設株式会社 渋川支部

住所 渋川市北牧863-1

連絡先 森田　和幸

企業HP http://higuchi-kk.co.jp

経営理念
(80文字以内)

最高をお客様のそばに

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT不可）

企業PR
(320文字以内)

　当社は土木工事を中心とした創立50周年を迎える企業です。県内の公共事業をは
じめとして、数多くの民間工事も幅広く対応しております。
長年技術を培ってきた熟練の職人と力を合わせて、若手の人材育成にも力を入れて
おり、資格取得補助も行っております。
熟練から若手まで安心、成長できる職場を目指しています。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 社会人経験者 

各種手当 通勤手当　資格手当　残業手当
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【建設業】

◆

(TEL)0279-53-4181 (FAX)0279-53-4281 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-52-3152　(FAX)0279-52-3847 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

総合建設業として、県内工事だけでなく関東地域中心に建築工事及び土木工事を
行っています。　設計から施工まで一貫して行うこともあります。
また、大手上場企業数社様と、長年の取引をさせて頂いています。弊社としては世代
交代期を見据えて若手社員の育成に力を入れています。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 資格手当　現場管理手当　通勤手当　家族手当　住宅手当　出張手当　残業手当等

株式会社藤井建設 渋川支部

住所 渋川市北橘町小室178番地

企業HP http://fujii-kensetsu.com

経営理念
(80文字以内)

「お客様第一主義」　どんな時もどんな場面でも決して「嘘のない」「心」ある対応また
は行動をとる。

各種手当 資格手当　家族手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT不可）　１・2級建築施工管理技士（有れば尚良）　１・2級土木施
工管理技士（有れば尚良）　１級型枠施工管理技士（有れば尚良）

株式会社兵藤工務店 渋川支部

住所 渋川市中郷442番地

連絡先 　中江

企業HP http://www.hyodokoumuten.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

誠実なる施工をもって、地域の発展に寄与する。

企業PR
(320文字以内)

　弊社は、型枠工事が８５％、建築一式工事が１０％、土木一式工事が５％ を売り上
げております。　資格・免許等は入社時には何も持っていなくても構いません、また、
会社が費用を負担しますので、入社後に頑張って取って下さい。　各種手当の欄に通
勤手当が載っていませんが、燃料（ガソリン等）が現物支給されますので、ご心配には
及びません。

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

連絡先 総務部（藤井）
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【建設業】

◆

(TEL)0279-22-3323 (FAX)0279-22-3322 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-23-0886　(FAX)0279-23-0888 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 

各種手当 通勤手当  家族手当  住宅手当  資格手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

ホクブ株式会社 渋川支部

住所 渋川市半田3225番地

連絡先 総務部（田中）

企業HP https://www.hokubu-k.co.jp/

住所 渋川市渋川4413-1

連絡先 総務部（角田）

企業HP https://www.mizuhokensetsu.com/

瑞穂建設株式会社 渋川支部

経営理念
(80文字以内)

一、組織は人なり、人の和は宝なり。（和衷協同）
二、お客様は企業経営の原点であり、お客様の信用を得ることは企業存続の条件である。

企業PR
(320文字以内)

ホクブは群馬県渋川市に本社を置く創業９７年の歴史ある建設会社です。
２０１７年に社名を「北部土建工業」から「ホクブ」に変更しました。
どちらかといえば建築よりも土木が強く、皆さんもご存じの伊香保温泉の石段街や道
路整備などの工事も行っています。
近年は建築にも力を入れていて、スーパーや自動車販売店、有料老人ホームや病
院、動物専門学校の実習棟などを手がけています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用時
必要資格

普通自動車運転免許必須

採用予定人数 技術職 2名 技能職 4名  営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒　高専卒　専門学校卒　社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、通信手当、扶養手当、特定現場手当

経営理念
(80文字以内)

「当社の高い技術力と顧客に対する誠意を持った施工体制で地域社会から広く期待と信頼を
獲得する」の経営理念のもと、未来にずっと誇らしくいられる企業を目指します

企業PR
(320文字以内)

　当社は創業72年を迎え土木、建築工事を中心とした総合建設企業です。メイン工事の他に
設備工事、下水道維持管理工事、ＪＲの保線工事を地域密着型で行っております。
　近年では週休2日制の導入や、ICT施工・建設DXに力を入れ、職員が働きやすい環境づくり
につとめいます。
　経営面では、公共工事から民間工事をバランスよく手掛けることで、長期的に安定した経営
基盤を構築しています。
  社内では社員同士のコミュニケーションが盛んで、所属部署を超えて交流があります。
「しっかり仕事をして、しっかり遊ぶ」を実践できる弊社で働いてみませんか。

採用職種 技術職 技能職 営業職
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【建設業】

◆

(TEL)0279-22-2673 (FAX)0279-25-1558 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-52-3136 (FAX)0279-52-3134 担当者

株式会社吉田組 渋川支部

企業PR
(320文字以内)

・官民発注の土木工事の施工及び管理を行います。中でも舗装工事を得意とし、主に
行っています。
・これまでに多数の表彰実績のある高度な技術を持ち、即時対応可能な人材・機材を
有し、地域でも信頼を得ています。

採用職種 技術職 技能職

住所 渋川市北橘町真壁1462番地

連絡先 吉田　和樹

企業HP

採用時
必要資格

1、2級土木施工管理技士　資格取得者歓迎（無資格でも入社後、取得支援します）
普通自動車免許（AT限定不可）

採用予定人数 技術職 技能職 いずれか1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 精勤、皆勤手当、現場手当、家族手当、通勤手当など。

経営理念
(80文字以内)

未来へつなぐ技術と信頼

南澤建設株式会社 渋川支部

住所 渋川市渋川2070-21

連絡先 中村　伸夫

企業HP http://minamisawa-kk.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

信頼と限りなき挑戦

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）
建築施工管理技士、建築士については資格支援制度あり。

企業PR
(320文字以内)

昭和37年の創業以来60年間、皆様のお引き立てを賜り、愛される建設業として歩み
続けて参りました。
これも皆様の温かいご支援と、社員が一丸となって技術の向上を図り“お客様の夢を
形に”を現実すべく努力してきた結果であると考えております。
長年築き上げて参りました信用と技術を糧にして、将来市場においても勝ち残るた
め、高品質な建物と高品質なサービスを心掛け、多くの方々の期待に添えるよう努力
を重ねて参ります。

採用職種 営業職 技術職

採用予定人数 営業職 1名 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 技術手当、資格手当、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当（社有車貸与有）
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【建設業】

◆

(TEL)0278-23-5321 (FAX)0278-24-1097 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0278-72-2091 (FAX)0278-72-4498 担当者

各種手当
通勤車両手当、資格取得手当、優良工事表彰金、
福利厚生（作業着等）、各種技能講習の支援

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）
1・2級土木施工管理技士の資格取得者優遇（無資格でも入社後、取得支援あり）

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 若干名 技能職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP

経営理念
(80文字以内)

人と街を支える

企業PR
(320文字以内)

主な事業内容は、土木工事として道路・河川・砂防・橋梁等、建築工事として町営住
宅・学校施設・民間住宅等、その他として冬期道路除雪・高速道路の雪氷対策事業等
を行っています。昭和４１年の設立以来、今までも、そしてこれからも、生活を支えるイ
ンフラの整備・維持や地域貢献を行うことによって、地域を支える一員としての自覚と
誇りを持ち、邁進してまいります。

清滝建設株式会社 沼田支部

住所 利根郡みなかみ町幸知76

連絡先 取締役（吉田）

各種手当 総合職手当、業務手当、資格手当、役職手当、通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許
1・2級建築士、1・2級土木、建築施工管理技士　歓迎

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://hobbystyle-kadoya.jp/

経営理念
(80文字以内)

ハートをつくる建設業へ　～　私たちは建設事業のその先に、暮らしや人生、
豊かな心を育て、たくさんのハートが生まれる地域づくりに貢献していきます

企業PR
(320文字以内)

本社屋ＫＡＤＯＹＡコミュニティにはカフェやスタジオスペースが併設され、集う・交流・
発信・相談の場として、地域のコミュニティづくりを応援しています。私たちの建設事業
には3つの柱があります。1つには道路や河川を整備する土木工事。社会インフラの守
りてとして災害予防・復旧にも携わる大切な事業です。2つには、社会活動の基盤とな
る建物の建築工事です。全ての産業に関わっていて快適で省エネルギーな人に優し
い空間づくりを担っています。３つには、家族が安らぐ空間としての家づくり。角屋工業
の原点事業として、ライフスタイルをデザインする注文住宅ホビースタイルを展開して
います。人と暮らしをつなぐ「新しい建設」の未来へ私たちと一緒に働きませんか。

角屋工業株式会社 沼田支部

住所 沼田市栄町100番地1

連絡先 業務部 総務(佐藤)
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【建設業】

◆

(TEL)0278-72-2332 (FAX)0278-72-2336 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0278-24-3337 (FAX)0278-23-0182 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格取得手当、福利厚生（作業着等）

採用時
必要資格

1・2級土木施工管理技士　資格取得者歓迎（無資格でも入社後、取得支援します）
普通自動車免許（AT限定可）

企業PR
(320文字以内)

土木工事・解体工事を中心に、公共・民間からの工事を手広く承っています。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職 各2名程

連絡先 戸部聖之

企業HP http://www.numaken.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域に貢献する企業であることを第一に考えること

採用時
必要資格

普通自動車免許。１・２級土木・建築施工管理技士資格取得者歓迎（無資格でも入社
後、資格取得を支援します。）

株式会社沼建 沼田支部

住所 沼田市高橋場町2013-5

採用予定人数 技術職 4名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
資格手当、備品手当、通勤（貸与社有車で通勤可）、福利厚生（作業着・防寒着等）、
資格取得支援有、その他。

経営理念
(80文字以内)

「信用第一で地域社会に貢献する」を理念に、インフラ整備や国土保全につながる工
事を通じ、地域社会を支える一翼としての役割を果たす。

企業PR
(320文字以内)

官公庁の様々な土木建築工事はもちろん、鉄道会社や電力会社の工事においても多
くの実績を誇り、官民双方の事業をバランスよく手がけることで時代背景を問わず安
定的な成長を維持できる点に強みを持っています。特に鉄道に関連した工事は創業
時からの当社の主軸工事であり、上越新幹線や北陸新幹線の鉄道設備の維持管理
を筆頭にその実績と技術は当社の代名詞になっています。また、従業員が常に意欲
的に仕事に取り組めるよう「働きやすい職場づくり」にも大きく力を入れています。完全
週休二日制を導入し、年間休日数や給与水準、昇給賞与なども業界水準より高く設
定するなど、従業員満足度の向上に努めています。

採用職種 技術職

住所 利根郡みなかみ町湯原45

連絡先 総務部　真庭　和徳

企業HP https://sudaken.recruit-jp.com/

須田建設株式会社 沼田支部
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【建設業】

◆

(TEL)0278-22-5175 (FAX)0278-22-5177 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0278-62-2151 (FAX)0278-62-1194 担当者

沼田土建株式会社 沼田支部

住所 沼田市西倉内町593

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 研修手当・技術士手当・通勤手当・家族手当など

採用時
必要資格

普通自動車免許

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当、各種技能講習の支援

採用時
必要資格

普通自動車免許以上（ＡＴ限定不可）、1級・2級土木及び建築施工管理技士、1級・2
級建築士などの資格者優遇します。なお、入社後、各種資格取得支援します。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 4名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP https://www.masuda-const.co.jp

経営理念
(80文字以内)

①「安全第一」に努めよう　　②「安心と信頼」を目指し、お客様満足度の向上に努めよ
う

企業PR
(320文字以内)

地域の総合建設業者として、主に土木工事・建築工事などを手掛けています。また、
「快適な生活環境は豊かな自然」という信念を持ち、環境保全に努めるとともに、地域
の安全・安心を守り、地元に貢献することが私たちの使命であることを若き社長以下
全社員が認識し、各種作業に従事しています。

増田建設株式会社 沼田支部

住所 利根郡みなかみ町後閑84-3

連絡先 津端厚一

連絡先 総務部　和南城

企業HP https://www.ndk-g.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

お客様の信頼度「業界№１」を目指して！
どこまでお客様に近づけるか、地域の人たちに近づけるかが、私たちの挑戦です！

企業PR
(320文字以内)

創業75年を迎える総合建設業です。技術でまとまる企業として土木工事、建築工事と
もに優良工事を多数受賞しています。
2000年には、革新的な取組みを行った企業に贈られる「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ大賞」優秀
賞を国土交通大臣から頂きました。
建設現場の生産性向上を目指し、３次元測量、ＩＣＴ施工、ＢＩＭ／ＣＩＭなどの新技術を
導入しながら、ＤＸで新たな管理手法にもチャレンジしています。
若者や女性がものづくりの第一線で活躍している会社です。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 6名
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【建設業】

◆

(TEL)0278-58-3641 (FAX)0278-58-3462 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0278-23-4648 (FAX)0278-24-3371 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

明治以来、地域の建設・土木を手掛けながら、郷土の皆様とともに歩み、今日まで125
年の歴史を積み重ねてまいりました。当社には地域の環境保全や緑化保全に携わり
ながら山々の緑を守り育て、ふるさとの発展に貢献してきた歴史と技術があります。長
い歴史で培ったお客様との信頼・築き上げてきた伝統と経験を受け継ぎ、ふるさとの
企業として、ふるさとと共に歩んでまいります。又、若手の人材育成にも力をいれ資格
取得補助の他、親睦をはかる為に研修旅行を実施しています。尚、土木技術職１名、
建築技術職１名の採用を予定しております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当、資格手当、通勤手当等

萬屋建設株式会社 沼田支部

住所 沼田市上原町1756-2

連絡先 岡村　俊則

企業HP https://www.yorozuya-const.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

有能な人材の確保・育成によって技術力の向上を計り、健全な建設事業の経営を通
じて、地域社会の発展に寄与すると共に、社員の人格形成及び福祉の増進を図る

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当　資格手当　家族手当

経営理念
(80文字以内)

建設を通して地域社会に奉仕

企業PR
(320文字以内)

当社は県北部において、道路工事、舗装工事、尾瀬の木道工事等の公共事業を中心
とした建設工事を施工している会社です。地域社会の安全と安心のため、冬の国道
除雪や台風時等の災害対応にも迅速に対応して地元貢献ができるよう頑張っていま
す。
そんな私たちと共に活躍できる人を募集しています。

採用職種 技術職

住所 利根郡片品村大字越本2535

連絡先 星野

企業HP

光井工業株式会社 沼田支部
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【建設業】

◆

(TEL)0274-57-2011 (FAX)0274-57-2369 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-23-3611 (FAX)0274-24-2774 担当者

各種手当 精勤手当・時間外手当・休日手当・家族手当・通勤手当・資格手当・役職手当

採用時
必要資格

2級土木施工管理技士・補　一級土木施工管理技士・補　　資格取得意欲のある方

採用職種 技術職 技能職 営業職 事務職

採用予定人数 技術職 若干名 技能職 若干名 営業職 若干名 事務職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短期大学卒 専門学校卒

企業HP https://www.takahashi-kenzai.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

豊かな生活環境への創造
地域社会への貢献と発展をめざす

企業PR
(320文字以内)

・資格取得にかかる費用全額負担
・ワークライフバランスを重視する制度として代休制度を導入や有給取得の推進
・転勤など勤務地の移動が無い為地元で働きたい方
・ものづくりに興味のある方
・土木の技術を活かしたい

高橋建材株式会社 藤岡支部

住所 藤岡市白石1651-18

連絡先 曽根　康之

各種手当 資格・家族・通勤その他手当

採用時
必要資格

自動車運転免許。入社後施工監理技士・車両系建設機械・型枠組立作業等の資格を
取得していただきます。（取得支援します。）

採用職種 技術者 技能者

採用予定人数 技術者 若干名 技能者 若干名

採用学歴 大学卒 高専卒 専門学校卒

企業HP

経営理念
(80文字以内)

常に顧客満足を目標に日頃より技術の研鑽に励みながら地域貢献をし、地域住民か
ら感謝される企業となる。

企業PR
(320文字以内)

当社は、公共土木及び建築を主体として地域社会貢献を根ざす総合建設業です。水
と山という自然が豊富であり、気持ちが落ちつく環境の中で仕事が出来ます。歴史も
あり、長い間安定した経営を行っており、ぜひ若い人には、積極的なチャレンジ精神
で、我社の経営に参加して頂きたい。

黒澤建設株式会社 藤岡支部

住所 多野郡神流町生利1711-2

連絡先 総務部　阿藤
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【建設業】

◆

(TEL)0274-22-2236　(FAX)0274-23-6898 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-22-0466 (FAX)0274-24-2689 担当者

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、家族手当、時間外手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）
採用時資格が無くても、入社後資格取得を支援します。

企業PR
(320文字以内)

◆創業以来100年以上にわたり、地域の建設工事を数多く施工してきた老舗企業です。
◆毎年多くの工事が県や市から表彰されています。
◆地域に密着した建設会社なので、施工現場も藤岡市周辺がほとんどです。
◆自社作業員や自社重機、自社ダンプなどを多くそろえ、測量や施工管理から実際の作
業まで、ほとんど自社で行っています。
◆施工管理技士などの資格はもちろん、重機やクレーン、自動車の大型免許なども取得
支援をしており、多くの社員が多くの免許を所有しています。
◆ICT施工や遠隔臨場など最新の技術にも取り組んでいます。

採用職種 技術者 技能者 営業職

採用予定人数 技術職 3名 技能者 1名 営業職 1名

連絡先 総務部　江黒

企業HP https://www.tukado.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

熱意と誠意を持って、創意工夫し、経験と技術力を惜しみなく発揮し、お客様の満足と
信頼を得、社会に貢献する。

採用時
必要資格

普通自動車免許。技術資格必要なし、ものづくりに興味さえあれば大歓迎。

塚越土建株式会社 藤岡支部

住所 藤岡市中栗須116-2

採用予定人数 技術職 5名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒（社会人経験者等含む）

各種手当 通勤手当、各種資格手当、現場手当、借家手当、資格取得支援あり

経営理念
(80文字以内)

私たちは建設業に従事する感謝と誇りを持ち、技術と人格の向上に努めます。また、
全社員の心理的安全性を追求すると共に社会の安心・安全と繁栄、文化の向上に貢
献します。

企業PR
(320文字以内)

　当社は昭和７年創業以来、培われた豊富な経験と実績をもとに、土木建築工事を通
じ、地域の発展と豊かな環境づくりを目指して努力を重ねてきました。
　今後、多様化・高度化する建設業のなかで、誠実なる人財、高い技術力、きめ細や
かな品質管理をもって信用ある施工に務め、地域社会の発展に貢献したいと願って
います。
　また、女性・若手活躍大応援団を掲げており、女性が働きやすい環境づくり、若手が
伸び伸びと働ける体制づくりを行っております。これからの建設業を一緒につくり、盛
り上げてくれる方をお待ちしています。

採用職種 技術職

住所 藤岡市小林326番地

連絡先 内藤　審

企業HP www.tabata-kk.co.jp

田畑建設株式会社 藤岡支部
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【建設業】

◆

(TEL)0274-23-1151 (FAX)0274-22-2839 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-23-1212 (FAX)0274-24-2300 担当者

採用時
必要資格

普通乗用車運転免許証(AT限定不可）、1級・2級建築施工管理技士や1級・2級土木
施工管理技士および技士補、1級・2級建築士の資格取得希望者を歓迎します。

採用予定人数 技術職 若干名 技能職 若干名 事務職 若干名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 役職手当、通勤手当、育休制度・資格取得支援制度有。

経営理念
(80文字以内)

顧客最優先主義

企業PR
(320文字以内)

　昭和32年4月に設立した建築工事を主体とした土木建築請負の総合建設業者で
す。営業エリアは群馬県・埼玉県を主とした北関東としています。施工物件には住宅
や工場、店舗といった民間の顧客から官公庁発注の工事まで手掛けております。
　当社は設立より社訓の第一節に「顧客最優先主義」を掲げて誠実に業務を続けて参
りました。近年では技術革新の進展や社会環境の変化により、顧客要求事項が複雑
化、多様化しておりますが、私たちは人との出会いを大切にして顧客の満足と信頼を
得る事業活動を展開し、誇りをもって「持続可能なまちづくり」に貢献することで、社会
的責任を遂行してまいります。

採用職種 技術職 技能職 事務職

住所 藤岡市藤岡1848-1

連絡先 総務部（堀越）

企業HP http://www.tsukamotokoumuten.jp

各種手当
奨学金支援手当、通勤手当、家族手当、別居手当、現場手当、資格手当、
住宅手当、技術職手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（弊社提案により準中型免許を取得した場合は差額金支給）

株式会社塚本工務店 藤岡支部

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://tsukamotokensetsu.co.jp

経営理念
(80文字以内)

社員ひとりひとり、地域を築く使命感と共通の価値観を持ち、信頼と実績の継続を礎と
して広く社会に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

当社は専門家集団としての「土木事業分野」及び「建設事業分野」における各種施
工、開発事業の展開と、「コンサルティング」を得意とする「総合建設業」です。
エネルギーや環境への能動的な取り組み、防災対策における安全性の向上、建築空
間の高質化や維持保全、デジタル社会の発達など多様化が急進する現代のニーズ
には、高度な専門性と、これに応ずる柔軟な組織力が求められています。
塚本建設は、総合力を持つ建設事業の専門企業として多視点的にこれらのテーマを
捉え、クライアントの要望と社会の要請に応えて豊かな社会を創造します。

塚本建設株式会社 藤岡支部

住所 藤岡市小林402

連絡先 掛川正美
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【建設業】

◆

(TEL)027-382-2711 (FAX)027-382-2713 担当者

【建設業】

◆

(TEL)027-385-6305 (FAX)027-385-9914 担当者

各種手当 勤勉手当、物価手当、資格手当、通勤手当　他

採用時
必要資格

普通運転免許（AT限定不可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.koitabashi-kensetsu.co.jp

経営理念
(80文字以内)

【社是】お客様の心、我が心　【経営理念】社是に徹し、誠実な心で良質なモノを提供し
ます。常に前進を目指し、地域社会の発展に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

　群馬県安中市内で土木一式、舗装等の公共事業を請負う総合建設業です。主に道
路工事（道路改良、舗装等）や、河川工事（護岸、護床等）を施工しています。
■■■　このような方をお待ちしています　■■■
・地域に密着した仕事がしたい！→現場はほぼ地元安中市内のみです。
・資格もしっかり取りたい！→資格取得補助あります。しかも6割が１級技術者です。
・責任者として活躍したい！→国家資格取得後、主任技術者として現場を任せます。
・やりがいのある仕事がしたい！→つくったモノはたくさんの方に長く使われます。

小板橋建設株式会社 安中支部

住所 安中市松井田町八城甲28番地（事務所　安中市郷原675番地）

連絡先 取締役（総務担当）小板橋

各種手当 通勤手当、各資格手当、現場手当、遠方勤務手当等

採用時
必要資格

普通運転免許
（1,2級建築士、1,2級建築施工管理技士、1,2級土木施工管理技士等の資格取得補助あり。）

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 5名 技能職 2名 営業職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.kanto-corp.co.jp

経営理念
(80文字以内)

【情熱・信頼・感謝】ものをつくるのではなく、大切な記憶をつくる。お客様の立場になっ
て、一緒に考え誠心誠意迅速に対応する。社会に役立つ会社になる。

企業PR
(320文字以内)

当社は、「情熱・信頼・感謝」をモットーに、建築工事・土木工事を中心とした創業96年を迎え
た企業です。学校・施設・道路工事等の公共事業を始め、スーパーマーケット・複合施設・工
場建設等多岐に渡り、近年、民間商業施設を中心に受注数が増えています。
技術職【建築・土木施工管理職】・技能職【建築積算職・設計技術（生産設計）職】・営業職、全
ての部門において、頼りになる先輩も多く、成長できる職場です。
そして、 完全週休2日制の導入・福利厚生の充実・各種資格講習の支援・業務に資するとして
会社が認めた資格についての取得費用の一部補填・残業時間の低減・子育て支援 といった
働き方改革に現在積極的に取り組んでいます。

関東建設工業株式会社 安中支部

住所 安中市高別当347-1

連絡先 中島 仲雄 (専務取締役)

68



　

【建設業】

◆

(TEL)027-393-1480 (FAX)027-393-1414 担当者

採用時
必要資格

資格不問。人物重視の採用を行っておりますので、資格の代わりに、過去のご経験・
ご経歴などを面接でお聞かせください。

採用予定人数 技術職 技能職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者　

各種手当 資格手当、通勤手当、時間外・休日・深夜手当　等

経営理念
(80文字以内)

私たちは、個　の創造生産性向上を通じて、誰一人取り残さない持続可能で豊かな地
域社会の実現を目指す。

企業PR
(320文字以内)

【私たちについて】
当社の事業は、社会資本整備を通じて、地域産業を活性化させる土木・建築施工が主体です。昭和４
３年創業以来、主に群馬県安中市松井田町　に商圏を絞り、地域に根差した事業を営んでいます。私
たちは、この事業を通じて今後も地域の持続性を高め、人々が安心安全に暮らせる快適な空間をつ
くっていきます。
【MESSAGE】
当社は一人ひとりの個性と個の自立　を大切にしています。手を挙げれば任せる社風があり、若手も活
躍しています。未経験で入社した従業員の現場管理をしたい　という希望に寄り添い、２０代前半から
主任技術者として工事現場を任せています。業界経験のある・なしを問わず当社にご興味をお持ち頂
いた方は、お気軽にご連絡ください。

採用職種 技術職 技能職

住所 安中市松井田町土塩499

連絡先 萩原　将也

企業HP http://hagimoku.co.jp/

株式会社萩原工業 安中支部
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【建設業】

◆

(TEL)0279-68-7111 (FAX)0279-68-7119 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-96-0821 (FAX)0279-96-0823 担当者

各種手当 通勤手当・家族手当・役付手当・現場手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 専門学校卒

企業HP http://www.ookubosangyou.jp/

経営理念
(80文字以内)

「仕事に誇りと喜びと感謝の心を持とう」「技術力をもって価値あるサービスの提供を
する」「お客様のニーズに応える事を優先し、社会の発展に寄与する」

企業PR
(320文字以内)

　創立昭和２０年８月より数えて、７７年目を迎えました。その間、建築工事を主体に
学校等の公共建築物を中心に、民間工事も数多く建設してまいりました。
　また、土地柄多くの別荘の建設もしてまいり、現在に至っております。
土木工事に致しましても建築工事に致しましても、お客様のニーズにあった仕事を
提供させて頂く事をモットーと致しております。

大久保産業株式会社 吾妻支部

住所 吾妻郡嬬恋村大字大笹293

連絡先 総務部　大久保

池原工業株式会社 吾妻支部

住所 吾妻郡東吾妻町大字原町160

連絡先 総務部　日野

企業HP https://www.ikehara.co.jp

経営理念
(80文字以内)

創業から培ってきたこの技術を「自然のために、人のために」生かし地域社会に貢献していき
ます。いつまでも社会に、地域に必要とされる会社として成長を続けていきます。

企業PR
(320文字以内)

～明治30年創業×120年以上にわたり蓄積された技術と信頼～
当社は、安全を第一に「より良く、より廉く、より迅く」をモットーに仕事を進めてまいりま
した。さらに技術と品質保証のレベルアップをはかることでお客様のニーズに応え、満
足と信頼の確保に努められるよう、品質保証の国際標準規格「ISO9001」の認証を取
得し更なるレベルアップに取り組んでいます。国土交通省や群馬県から表彰を受けた
工事も多数あり、そのような公的評価を自分たちの仕事が認められた証として、これ
からも今まで以上に技術の向上・地域社会への貢献に尽くしていきたいと考えており
ます。

各種手当 扶養手当、役付手当、通勤手当、資格取得奨励金制度、子女教育補助金等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 5名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【建設業】

◆

(TEL)0279-82-3355 (FAX)0279-82-2721 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-68-2511 (FAX) 0279-68-2564 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・資格手当・残業手当・皆勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT不可）

企業PR
(320文字以内)

吾妻郡にある地域密着型の会社で、和気あいあいとした雰囲気の職場です。
優れた施工技術で信頼と高い評価を得ています。
資格取得に力を入れており、会社が全面的にバックアップしています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 総務部（湯本）

企業HP https://www.namba-web.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

「品位・明朗・責任」社会に対しても、従業員に対してもそれぞれ品位があり、明るく責
任を持った行動を行っていく。

採用時
必要資格

普通運転免許証（AT限定不可）

南波建設株式会社 吾妻支部

住所 吾妻郡東吾妻町大字原町452

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・資格手当・皆勤手当・残業手当・職務能率手当

経営理念
(80文字以内)

「建設業を通じて社会に貢献すること」を念頭において効率な経営と総合技術力で、
安全・安心で地域に信頼される会社として取り組んでいる。

企業PR
(320文字以内)

当社は吾妻郡内に営業拠点を持つ地域密着型の会社であり　公共事業（土木・建築
工事）を中心に事業展開している会社です。近年は、若手の人材確保・育成に力を入
れており、業務に必要な資格取得の補助等を会社負担にて積極的に実施していま
す。
新しい技術の導入を含め、安定に経営できる基盤づくりを目指しています。

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所 吾妻郡長野原町大字横壁501-1

連絡先 総務部（竹内）

企業HP https://toukhou.com

東光建設株式会社 吾妻支部
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【建設業】

◆

(TEL)0279-88-3022 (FAX)0279-88-2242 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0279-82-2153 (FAX)0279-82-3757 担当者

採用時
必要資格

普通運転免許証（AT限定不可）

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者　

各種手当 資格手当、現場手当、運転手当、住宅手当、電話手当、他

経営理念
(80文字以内)

顧客の満足を喜びとし、信用を得る。信用は会社の財産となる。近隣住民、地域社会
に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

人とのつながりを大切にし、新しい技術を積極的に取り入れ、いつまでも地域に必要
とされる企業を目指し日々精進を続けていきます。資格取得に関する費用は全額負
担します。ものずくりに興味のある方建設、建築関係に興味のある方募集中です。

採用職種 技術職 技能職 営業職

住所 吾妻郡長野原町大字大津178-1

連絡先 総務部　吉澤

企業HP https://www.yoshizwa

各種手当 残業手当、現場手当、技能資格手当、家族手当、通勤手当　他

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）
１・２級土木施工管理技士及び１・２級建築施工管理技士などの資格取得者歓迎。

吉澤建設株式会社 吾妻支部

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者　　

企業HP https://www.muto3022.net/

経営理念
(80文字以内)

『融和・団結』　これからもずっと地域にとって存在価値のある、なくてはならない建設
会社であり続けるために…。

企業PR
(320文字以内)

多様に変化する社会環境・自然環境の中において、会社創業より７０余年、道路工事、建築
工事、治山工事、災害復旧工事、冬期の除雪等様々な形で地元の草津町および旧六合村
地区の社会基盤・社会資本の整備、維持管理を最前線で担ってきました。
構造物によっては自分の子供や孫の世代まで残るような成果物を作れるのも大きな魅力の
一つです。仲間と協力しながら、こだわりと高い向上心を持ち創意工夫を凝らして良いもの
づくりに取り組んでおります。
これからもずっと地域にとって存在価値のある、なくてはならない建設会社であり続けたいと
いう思いで現在も企業努力を続けております。
　

株式会社武藤組 吾妻支部

住所 吾妻郡草津町大字草津266-14

連絡先 　武藤　恭平
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【建設業】

◆

(TEL)0279-97-2511 (FAX)0279-97-3328 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
残業手当、職務手当、資格手当、現場手当、通勤手当、家族手当等
退職金制度、資格取得支援制度あり

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）。
資格取得者優遇。無資格でも入社後、各種資格取得を奨励しています。

企業PR
(320文字以内)

技術力に定評があり、国土交通省、群馬県等から多数の表彰を受けています。
ＩＳＯ９００１（品質）、１４００１（環境）、４５００１（労働安全衛生）をトリプル取得。
ＩＣＴ建設機械、３Ｄレーザースキャナー、ＧＰＳ測量機器、ドローン等、最先端の機器を
自社保有。最先端の機器と、長年培ってきた技術・ノウハウを駆使し、地域に貢献で
きる企業をめざしています。
また、災害時における事業継続計画（BCP）認定企業として、台風や豪雨、豪雪、地
震、噴火等の災害に対処しうる環境も整えています。

採用職種 技術職 技能職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 2名 事務職 1名 営業職 1名

連絡先 総務部 小林

企業HP http://www.tsumagoi-watanabe.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

高い技術と志（こころざし）で、地域の安心と安全に全力を尽くします。

渡辺建設株式会社 吾妻支部

住所 吾妻郡嬬恋村大字三原875
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【建設業】

◆

(TEL)0274-63-1124 (FAX)0274-63-0176 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-63-6527 (FAX)0274-62-3506 担当者

各種手当
残業・休日・役職・通勤・学資・住宅補助・資格手当等。
各種福利厚生、資格取得支援、その他。

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用職種 技術職 技能職 営業職 事務職 その他（積算・CAD）

採用予定人数 技術職 4名 技能職 6名 営業職 1名 事務職 1名 その他 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP http://iwai-site.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域が進む『チカラ』になる

企業PR
(320文字以内)

岩井建設では、先輩たちから引継がれる確かな技術と知識を現場で学び（OJT）、各
種資格・免許や講習へ参加することで最新の技術を学ぶ（Off－JT）ことができます。
現在、ドローンを使っての測量・３次元データやICT建設機械による施工に力を注いで
おります。地域のインフラを守るべく自然災害や環境問題に立ち向かい、未来を担う
子供達にも誇れる「IWAI」で私たちと共に後世に残る仕事をしましょう！
※採用職種について・・・建築・土木舗装の技術職、土木舗装技能職、工事関係事務
職、積算・CADの専門職になります。

岩井建設株式会社 富岡支部

住所 富岡市神農原70-2

連絡先 工藤　寛之

各種手当 残業手当、通勤手当、現場手当、住宅手当、資格手当、財形手当、出張手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.ivic-corp.com

経営理念
(80文字以内)

株式会社アイビックは日本国内において環境負荷軽減に貢献できる斜面防災対策工
を通じて、人々の安全・安心に寄与し、自らは常に進化し続けることを目指す

企業PR
(320文字以内)

群馬県を本社におき、青森、秋田、東京、神奈川、静岡に支店・営業所があります。
５０年以上続く企業として培われた確かな技術と高度なノウハウをもって積み重ねてき
た信頼と実績をもとに新技術の開発に取り組み発展し続けております、また、アイビッ
クで働くすべての人は、困っているときに助け合える、喜びを共有できる、互いの考え
がわかる仲間です。業務に必要な資格取得に向け、ひとりひとりのさらなる能力向上
をバックアップします。

株式会社アイビック 富岡支部

住所 富岡市下高瀬534番地

連絡先 岩井
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【建設業】

◆

(TEL)0274-82-3285 (FAX) 0274-82-6022 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-62-3351 (FAX)0274-62-3307 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 割増手当、資格手当、通勤手当、遠隔地赴任食事手当

採用時
必要資格

準中型自動車運転免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

「佐藤産業」は最新の情報と高い技術力を駆使した高品質な住まいづくりを提供しています。
お客様のご要望にもとづき、土地活用ビジョンも展開。人と地域の最適空間をトータルプロ
デュースします。建築基礎の土木技術から、製材業務を駆使した木造住宅の在来工法・鉄骨
S工法・SRC工法まで、技術の革新で建築の多様性が広がり、多彩なバリエーションで多くの
お客様に満足と確かな信頼を得ています。長年の建設業に備わった《高い技術力》と《大きな
総合力》で土地不動産・建物の最有効利用を優先し、住宅・商業施設開発をはかっていきま
す。最良の品質と最先端技術、ヒューマニティな相互関係を築けるよう「佐藤産業」は今後も
総合的事業としてさらなる邁進を続けていきます。

採用職種 技術職 事務職 

採用予定人数 技術職 3名 事務職 2名

連絡先 佐藤

企業HP https://www.satohsangyo.co.jp

経営理念
(80文字以内)

社会に奉仕することによる顧客の「信頼」が最高の財産と考え、常に高い技術力の維
持・向上と品質のレベルアップを図っています。

採用時
必要資格

普通自動車運転免許　他資格・経験等優遇いたします

佐藤産業株式会社 富岡支部

住所 富岡市富岡1769番地

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当   通勤手当   資格手当   役職手当   現場技術手当 等

経営理念
(80文字以内)

社員の一致団結のもとに顧客の信頼を得て堅実な経営を行い
会社の永続的な繁栄を続けることにより地域から求められる企業として社会に貢献する

企業PR
(320文字以内)

当社は主にライフライン、防災・減災を目的とした構造物を造る土木工事、コミュニケーションの場、日
頃当たり前に使う建物を造る建築工事を行っています。
近年の特徴として
①SDGsに関する指針を策定、活動を展開しています。②働く上で大切な「安心感」について、福利厚生
(休暇/手当/健康/教育)に関する改善を実施、バックアップを行っています。③県内の学校より継続的
な入社があり、若年層の職員や経験豊かなベテランと共に成長を目指す環境があります。

その他について、ウェブサイト【https://ue-ken.co.jp】をご覧ください。
様々なプロセスを経て物が完成する建設は、成果がハッキリ見える仕事です。技術職員(土木施工管
理)を募集しますので、興味を持たれた方、ぜひ上原建設へご連絡ください。

採用職種 技術職

住所 甘楽郡下仁田町大字川井196-2

連絡先 総務部　岩井

企業HP https://ue-ken.co.jp

上原建設株式会社 富岡支部
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【建設業】

◆

(TEL)0274-62-3241 (FAX)0274-64-2291 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-63-1640 (FAX)0274-64-1772 担当者

採用時
必要資格

1,2級土木施工管理　建築士　建築施工管理技士　など資格取得者歓迎。

採用予定人数 技術職 2名 技能職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒　

各種手当 通勤手当、資格手当など

経営理念
(80文字以内)

安全第一

企業PR
(320文字以内)

弊社は創立７０年越えの老舗建設業です。古くからダム・橋・砂防・法面工事等、近年
では太陽光等再生可能エネルギーに関わる工事も行っています。

採用職種 技術職 技能職

住所 富岡市富岡1667番地

連絡先 総務部（野口）

企業HP

各種手当 資格手当、現場管理手当、家族手当、役職手当、皆勤手当、資格取得支援

採用時
必要資格

普通自動車免許

株式会社野口建設 富岡支部

採用職種 技術職 その他（積算職・設計職）

採用予定人数 技術職 4名 その他 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒 短大卒 専門学校卒

企業HP http://www.taruya.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

常に建てる方の側に立って考える。タルヤ建設は、なによりもお客様の心と個性を大
切にします。

企業PR
(320文字以内)

お客様、地域、社員と共に。
常にさわやかに、斬新な気持ちで。
「はい、よろこんで」と活発に。
これがタルヤ建設のTRY精神。
歴史的な文化財から、商業施設、工場、住宅まで。総合建設業として常にTRY精神を忘れず
に前進していきます。　木造住宅の建設からスタートした当社は、逐次新技術を導入し、より
大規模な建築にチャレンジしてきました。そして現在、一般住宅はもちろん、商業店舗、工場、
アパート、マンション、各種の娯楽施設、公共施設等を手掛け、総合建設業として幅広い分野
の建設を担っています。

タルヤ建設株式会社 富岡支部

住所 富岡市富岡2759

連絡先 総務部　岡澤和範
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【建設業】

◆

(TEL)0274-82-3331　(FAX)0274-82-5006 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0274-82-3511 (FAX)0274-82-6038 担当者

各種手当 残業手当・通勤手当・子供手当・資格取得支援

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定車不可）１・２級土木施工管理技士等の有資格者優遇

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.moro-ken.com

経営理念
(80文字以内)

地域に密着し、人と社会を守る企業でありたい。

企業PR
(320文字以内)

　当社の前身は昭和2年創業の諸星組であり、株式会社設立は昭和30年です。おか
げさまで令和9年には創業100周年を迎えることになります。創業以来、地元を中心に
土木・とび土工・舗装等の公共事業を長く請け負って参りました。
当社は人材育成に力を入れており、各種技能・技術資格取得のための補助を積極的
に行い、建設業が未経験の方でも安心して働いていただけます。また、県内の建設業
界において、一早く週休2日制を実施した企業であり、社員の仕事とプライベートのバ
ランスを大切に考えています。

諸星建設株式会社 富岡支部

住所 甘楽郡下仁田町下仁田424-2

連絡先 総務部　諸星

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当
役職手当、資格手当、子女手当、通勤手当、現場手当、特殊勤務手当、緊急出動手当、残業手当、残業食事代手当、携
帯電話手当、　旅費出張費手当　各種慶弔見舞支給規程有り、　作業服・安全靴・業務使用車両を貸与します。

採用時
必要資格

普通自動車運転免許(AT限定は不可)

企業PR
(320文字以内)

会社名で使わせて頂いている【みなしろ(御名代）】とは古代の部民制における集団の
ひとつで、ヤマト王権に奉仕することを義務づけられた大王直属の集団の名称です。
現代では評判が高いことや、誉れ高いという意味もあります。
私達は、その名に恥じぬよう土木・建築工事において、品質の良い物創りを進めて行
くと共に、地元地域から必要とされる企業を目指して絶えず努力を続けています。
採用については、業務好調により社員増員を計画しています。
業界経験のある有資格者（土木施工管理・建築施工管理など）は特に優遇させて頂き
ますが、無資格や未経験の方も歓迎します。

採用職種 技術職 技能職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 5名 技能職 5名 事務職 1名 営業職 1名

連絡先 総務部　矢島

企業HP https://www.minashiro.jp/

経営理念
(80文字以内)

 より良い仕事を、より早く、より安く、より安全に
顧客満足を実現し、地域から必要とされる企業を目指す

みなしろ建設株式会社 富岡支部

住所 甘楽郡下仁田町中小坂3106
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【建設業】

◆

(TEL)0276-84-3221 (FAX)0276-84-2045 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-77-0145 (FAX)0276-77-0570 担当者

採用時
必要資格

普通自動車運転免許　必須。　2級・1級土木施工管理技士取得者優遇。

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 技術手当、携帯手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、時間外深夜勤務手当など

経営理念
(80文字以内)

地元密着で地域社会に貢献。

企業PR
(320文字以内)

私たち尾崎建設株式会社は、群馬県邑楽郡板倉町を地盤とし、東毛地区を中心に、
主として公共・民間の土木工事の施工管理を行っています。従業員は6人と少人数で
すが、コミュニケーションを密に取り合い、地域やお客様の信頼を得るため、責任を
持って仕事をしています。今後も地域密着企業として、建設事業を通じて、東毛地区
を中心とした地元の人々の安全で住みやすい暮らしを支えていきます。
技術職は土木施工管理技術者を募集しています。

採用職種 技術職

住所 邑楽郡板倉町大字西岡新田421

連絡先 尾崎　剛一

企業HP http://www.ozakikensetsu.co.jp

各種手当 通勤手当・役職手当・残業休日手当

採用時
必要資格

普通自動車免許・土木、建築施工管理技士（社会人経験者）

尾崎建設株式会社 館林支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://arai-kensetu.co.jp

経営理念
(80文字以内)

総合建設業として公共工事のほか、幅広い分野に取り組み、さらなる技術力と経験を
身につけ、地域社会に貢献することを目指します。

企業PR
(320文字以内)

地元である明和町を中心に多くの土木・建築工事を手掛けています。施工管理の資
格保有者も多数在籍し、高い技術と経験を生かして、地域社会に貢献するよう事業を
展開しています。

荒井建設株式会社 館林支部

住所 邑楽郡明和町大佐貫687

連絡先 石倉　利昭
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【建設業】

◆

(TEL)0276-72-1692 (FAX)0276-72-1738 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-72-3321 (FAX)0276-75-1500 担当者

各種手当
役職手当、車両手当、残業手当、深夜手当、家族手当、住宅手当、遠隔地手当、
資格手当

採用時
必要資格

新規学卒者：普通自動車運転免許
社会人経験者：1,2級建築士、1,2級建築施工管理技士、1,2級土木施工管理技士、軌道関係
資格取得者、各種施工管理経験者優遇

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 8名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者等

企業HP https://komoto3321.com

経営理念
(80文字以内)

私達は建設の役割を誇りとし人と人との心組みを大切にして地域社会の生活と文化
の要づくりのお役に立つために健全で魅力あるベターカンパニーを目指します

企業PR
(320文字以内)

群馬県館林市に本社を置き創立76周年を迎える総合建設会社。社員240名で建築・
土木・軌道・住宅・舗装工事における設計及び施工を行っています。地域未来牽引企
業や健康経営優良法人として認証され、人財育成に注力し成長ビジョンが明確になる
ことで働きやすい職場づくりを醸成しています。またDX推進やBIM・CIMの活用といっ
たデジタル化に抵抗のない若手社員の技術や視野、発想を生産性向上に繋げ、働き
方を変革することで「きらりと光るベターカンパニー」を目指しています。インターンシッ
プや現場見学を推奨し、学生さんに対する初期の企業案内は、若手社員が行うなど、
入社後のミスマッチを起こさないよう取り組んでおります。

河本工業株式会社 館林支部

住所 館林市北成島町2544

連絡先 梅澤 直樹

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大 高専卒 専門学校卒

各種手当
通信手当7，000円・車両手当20，000円
２級土木・建築施工管理技士30，000円・１級土木・建築施工管理技士50，000円

採用時
必要資格

１．２級土木施工管理技士・１．２級建築施工管理技士・１．２建築士　資格取得者歓
迎。普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

企業PR
(320文字以内)

ますます複雑化する今日の経済環境に於いて、当社は建設の有るべき姿を改めて見
直し、建設の根本的価値、人間の本来的な環境と時代の要請に応え、快適な生活環
境を提案して行きたいと思っております。又、今までの実績とノウハウを生かし、地域
住民の生活向上、豊かな地域社会の建設を目標に活動しております。従来より若手
の人材育成に力を入れており、資格取得補助も行っております。
技術職は土木施工管理技士、建築施工管理技士を募集しております。

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 6名 営業職 2名

連絡先 総務部（染宮）

企業HP

経営理念
(80文字以内)

自由空間を物創りと信頼でつなげたい！豊かな地域社会の建設業を目指します。

小曽根建設株式会社 館林支部

住所 館林市花山町2709番地
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【建設業】

◆

(TEL)0276-86-3172 (FAX)0276-86-3499 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-89-1111 (FAX)0276-88-2434 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒

各種手当 資格・現場・監理・通勤・家族・時間外手当　他

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定　不可）

企業PR
(320文字以内)

　現在では、建築部・土木部・住宅事業部・不動産部・重機部を擁する総合建設業として、幅
広く事業を展開しており、創業から100年たった今も、躍進を続けている企業です。同社の強み
は何と言っても、その歴史と、歴史に裏打ちされた経験とノウハウ。地方自治体の庁舎をはじ

めとした公共案件から、戸建、商業施設、工業施設まで幅広い施工実績を保有し、多くの顧客
から信頼を得ております。
※職場環境・社風の魅力
30～40代の社員がバランスよく在籍しており、すぐに馴染むことができると思います。新卒入
社の方の離職率が極めて低いのも自慢の㇐つで、多くの方が環境に満足し、イキイキと働い

ています！
　※採用予定職種は土木・建築の技術職を募集します。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 4名

連絡先 又野　理

企業HP http://www.tokugawagumi.co.jp

経営理念
(80文字以内)

大正7年の創業以来、建築・土木の分野で地域社会のお役に立つことを念頭に業務に精進
し、「未来へ向かって信頼と技術で奉仕する」をスローガンに邁進いたします。

採用時
必要資格

普通自動車運転免許( オートマ可 )

株式会社徳川組 館林支部

住所 邑楽郡邑楽町大字赤堀1111番地

採用予定人数 技術職 2名 技能職 5名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 基本給  ＋　物価手当・管理手当・家族手当・精勤手当・通勤手当

経営理念
(80文字以内)

総合建設業として地域と一緒に環境を創造する。

企業PR
(320文字以内)

昭和５６年創業以来、土木工事・建築工事に誠心誠意をモットーに全社員一丸となっ
て専心して参りました。安全快適な環境の創造に官公庁はじめお客様から厚い信頼
と高い評価を頂戴しております。これからも、美しく豊かな郷土の保全・創造になお一
層の貢献をして参ります。

採用職種 技術職 技能職

住所 邑楽郡千代田町大字赤岩3042番地の3

連絡先 　天下谷正晴

企業HP http://www.shinwakensetsu-gunma.co.jp

新和建設株式会社 館林支部
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【建設業】

◆

(TEL)0276-72-5133 (FAX)0276-72-5069 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-62-3471 (FAX)0276-63-8510 担当者

採用時
必要資格

普通自動車第一種運転免許(AT限定不可)

採用予定人数 技術職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 現場手当、営業手当、職務手当、家族手当

経営理念
(80文字以内)

郷土と生きる。郷土を愛し、支える人々とともに培われた技術と信頼をもって、今を守
り、未来を創ることを通してしあわせを提供します。

企業PR
(320文字以内)

当社「本田建設」は、群馬県邑楽郡を拠点としながら地域に根差した、創業68年の総
合建設会社です。地域を知り尽くしたプロフェッショナル集団として、これまで多くの信
頼と実績を積んできました。人々の生活・経済活動の基盤となるのは、「社会インフラ」
であり、「快適な住環境」です。そういった、地域の人々が安全そして快適に暮らせる
環境を守り未来を創っていくことが、当社の使命だと考えています。【ネクストホンダ
Contractor with PRIDE】という5年Visionを掲げ、100年間愛される企業を目指してこれ
からも地域に貢献していきます。

採用職種 技術職 営業職

住所 邑楽郡大泉町中央二丁目15番1号

連絡先 本田　亜利紗

企業HP https://honda-const.co.jp/

各種手当 職務手当、役職手当、住宅手当、家族手当、資格手当、通勤手当、時間外手当

採用時
必要資格

本田建設株式会社 館林支部

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

誠心誠意

企業PR
(320文字以内)

明治４２年創業。昭和２３年設立。感謝の気持ちを忘れず、世のため人のために働けることに
喜びを感じ、地域の仲間と力を合わせて社会貢献を目指しています。元請（土木・建築）が主
な事業です。道路、水路、河川、橋、堤防、土地造成、農地整備、上下水道、建物などの新設
や維持修繕。公共事業が多いですが民間工事も手がけます。
技術職（土木・建築・舗装等工事の現場施工管理の補佐）を募集します。現場は、おもに館林
市および近隣の市町。（入社時に運転免許を取得している必要はありません）入社前に専門
科目を履修している必要はありません。入社後、本人の希望や適性をもとに、実際の現場施
工管理の補佐をしながら知識や技術を身につけてもらいます。

原工業株式会社 館林支部

住所 館林市足次町1047

連絡先 総務部　原　孝弥

81



【建設業】

◆

(TEL)0276-88-5348  (FAX)0276-88-5643 担当者

【建設業】

◆

(TEL)0276-74-4664 (FAX)0276-74-4638 担当者

各種手当 資格手当

採用時
必要資格

採用職種 技術職 技能職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

｢経営資源を基に、快適な地域を創造し　守り続けることにより、社会に貢献する。｣

企業PR
(320文字以内)

　創業より半世紀を超え、地域社会において土木工事を中心に営んでまいりました。
昨今の建設業の環境は目まぐるしく変化している状況下、当社もその変化に対応し社
会に貢献していきます。

本島建設株式会社 館林支部

住所 館林市足次町1220-1

連絡先 本島克幸

採用学歴 大学卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 皆勤手当、技能手当、職務手当、交通費手当

採用時
必要資格

1・2級土木施工管理技士(社会人経験者のみ)

企業PR
(320文字以内)

大型重機を駆使した土木工事を主力とし、舗装工事、上下水道工事、造成工事等幅
広い分野で地元のみならず、北関東一円で実績を残しております。
又、重機・車両・設備等の経営資源を豊富に保有している点も当社の特色となってお
ります。福利厚生面に於いては、社員旅行の実施、資格取得及び各種技術研修会等
への積極的な支援も行っております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 真仁田　恵

企業HP http://www.manita-doken.com

経営理念
(80文字以内)

土木・建築の「現場」を正しく知る事で培ってきたノウハウにより、お客様にご満足頂き、お客
様と共に地球環境に優しい未来を創る「社会に貢献できる」会社を目指しております。

真仁田土建株式会社 館林支部

住所 邑楽郡邑楽町大字中野2207
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【建設業】

◆

(TEL)0276-73-1593 (FAX)0276-75-0973 担当者

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）

採用予定人数 技術職 3名 技能職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校 社会人経験者

各種手当 現場手当、通勤手当、資格手当

経営理念
(80文字以内)

人にやさしく、自然をたいせつに、未来に向かって、住みよい環境造り。人との繋がり
を大切に、地域に愛される会社をWIN-WINでつくりあげよう

企業PR
(320文字以内)

普段何気なく通っている道路。いつの間にか空から消えた電線。それらは誰が造って
いるかを考えたことがありますか？当社は正にそれら生活に欠かせない地域の住み
良い環境づくりのプロフェッショナルとして道路・河川工事などの公共工事を手掛ける
会社です。主に官公庁からの依頼で道路工事などを手掛け、時には一般住宅工事も
行う【建設のプロ】。どんな工事でも一貫しているのが「より良いもの造り」の追求。細
かな部分にも気を配り、人々の豊かな生活にプラスを与える存在であることに誇りを
持っています。 事業を通じて地域社会に貢献していることを感じながら働くことができ
る、≪未来を築く≫ やりがいのある仕事です！

採用職種 技術職 技能職

住所 館林市美園町5番31号

連絡先 柳瀬

企業HP

柳瀬建設株式会社 館林支部
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【測量設計】

◆

(TEL)027-268-0078 (FAX)027-268-0090 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-233-0561 (FAX)027-234-2096 担当者

採用時
必要資格

採用予定人数 技術職  若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒

各種手当 当社規定による

株式会社オウギ工設 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市上泉町268番地

連絡先 霜触

企業HP http://www.ohgi-k.jp/

経営理念
(80文字以内)

技術と環境の調和で豊かな社会の実現に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

当社は、創立50周年を迎えた群馬県を中心とした一般土木・上下水道・補償コンサル
タントなどの総合建設コンサルタントを行う企業です。県内の大学との共同研究を行っ
ています。また新技術にも積極的に取り組んでいます。

採用職種 技術職

各種手当 通勤手当、皆勤手当・住宅手当・家族手当・資格手当（当社規定による）

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP

経営理念
(80文字以内)

社会資本整備の一助として、地域の発展に寄与するとともに、文化的で安全安心な生
活基盤創りを目指しています。

企業PR
(320文字以内)

社会資本である道路・河川・橋梁・上下水道・砂防等を整備するための調査・測量・計
画・設計を手がける建設コンサルタント会社です。多種多様な分野を手がけており、今
後必要となってくる既存土木構造物の維持管理にも積極的に取り組んでいます。

アコン測量設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市今井町521-2

連絡先 田口　慎也
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【測量設計】

◆

(TEL)027-232-2111 (FAX) 027-232-2491 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-231-0111 (FAX)027-233-7410 担当者

技研コンサル株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

採用学歴 大学院卒 大学卒 専門卒 高専卒 短大卒 社会人経験者

各種手当 技術手当、管理手当、特別手当、家族手当

経営理念
(80文字以内)

総合建設コンサルタントとして、業務を通じて広く社会の発展に貢献する

企業PR
(320文字以内)

　当社は1965（昭和40）年に創業した地域密着型の総合建設コンサルタントです。地
域住民の皆様のより快適な環境づくりを目指すトータルプランナーとして地域社会の
発展に貢献しています。
　モービルマッピングシステム（MMS）、ドローンレーザーの最新機器を駆使し、測量、
調査、設計、地理情報システム、地質調査、埋蔵文化財調査等の業務を通じて、国民
の生命・財産を守り、安心安全な社会基盤の整備に携わっております。また、群馬県
委託業務等表彰において2018年から2022年まで5年連続で知事表彰を受賞すること
ができました。群馬県に認められた技術力で、今後も地域社会の発展に貢献してまい
ります。

採用職種 技術職 営業職 事務職 その他(技術アシスタント職)

住所 前橋市国領町二丁目21番12号

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定可）　　必須
測量士補　　あれば尚可

採用予定人数 技術職 営業職 事務職 その他　若干名

連絡先 横堀 伸吾

企業HP http://www.giken-jp.com/

各種手当 資格手当、家族手当、残業手当、通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 高専卒 社会人経験者

企業HP https://amanex.co.jp

経営理念
(80文字以内)

人々の生活を、より安心に、より安全に、より快適に

企業PR
(320文字以内)

公共事業を主力に、技術一番を目ざして、がんばっている企業です。
３次元レーザスキャナやドローンなど最新の設備を使って現地測量をおこない、設計
はパソコンでＣＡＤ（業務専用ソフト）を使用しておこないます。

株式会社アマネックス （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市下小出町3-2-7

連絡先 桜井　逸夫

85



【測量設計】

◆

(TEL)027-322-4911 (FAX)027-330-1832 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-234-6601 (FAX)027-234-6607 担当者

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当、通勤手当（片道3km以上）、出張手当、超過勤務手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT不可）、技術職（大学院、大学卒）は技術士補、その他建設関連
資格有れば尚可

企業PR
(320文字以内)

地震！豪雨！火山噴火！日本列島は次から次へと災害が発生し、私たちの暮らしを
一瞬にして損ないます。弊社は、その自然環境と調和し共存する安全な社会資本整
備を目指しています。中越地震、東日本大震災、広島豪雨、熊本地震等、災害現場
の見学は「百聞は一見に如かず」。社会資本整備の一端を担う者としての技術だけで
なく心構えを養います。また、社内勉強会、社外各種研修・講習等、積極的に参加し
技術力を養っています。

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名

連絡先 根岸洋之

企業HP http://www.kuro.ne.jp/

経営理念
(80文字以内)

自然環境に配慮した測量・設計・地盤調査等の技術を通して、「水と緑と土の未来空間を創造する」技
術を確立し、生活基盤整備を達成することにより、地域の発展に貢献することを使命とする

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（測量士・補、技術士・補、土木施工管理技士などの有資格者又は試験
合格者の方は優遇します）

株式会社黒岩測量設計事務所 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市荒牧町一丁目40番地24

採用予定人数 技術職 1～2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 役割手当、資格手当、住宅手当、扶養手当、養育手当、通勤手当

経営理念
(80文字以内)

協働・協栄・協生

企業PR
(320文字以内)

国家レベルのビッグプロジェクトにも数多く参画し、指折りの実績を誇っています。
それを支えているのが、それぞれが得意分野を持ち、高い専門性を備えるとともに、
部門を横断した総合的な知識・スキルを有している優秀な人材です。国家資格をはじ
め、複数の資格を取得する社員が数多く在籍し、認めあい、支えあっています。各部
門でスペシャリストが活躍しつつ、スムーズに連携できる仕組みが確立されていること
こそが、私たちの最大の強みであり、選んでいただける理由です。さまざまなプロジェ
クトのご依頼に、確実、正確、スピーディーにお応えします。

採用職種 技術職

住所 高崎市並榎町115番地

連絡先 総務部（斎藤）

企業HP https://www.kyowa-cc.co.jp/

協和補償コンサルタント株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会
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【測量設計】

◆

(TEL)027-243-6211 (FAX)027-243-6214 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-372-6464 (FAX)027-372-0303 担当者

三陽技術コンサルタンツ株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市天川大島町3-8-3

連絡先 総務課　松井真由美

企業HP http://www.sanyo-geo.co.jp

経営理念
(80文字以内)

創意に富む技術と知恵で社会に貢献

企業PR
(320文字以内)

【仕事内容】
群馬県を代表する建設コンサルタント会社です。国・県・市町村などを客先として、日常生活
に欠かせない道路や橋、川やダム、上下水道や都市計画などの、社会資本に関する調査・計
画、測量・設計、くらしを守る防災対策の計画、また、社会資本の老朽化に伴う、点検・補修設
計・長寿命化計画立案などを行っています。
【人材育成】
設計・測量・地質調査・用地補償調査・計測・アセットマネジメントなど、それぞれの分野で専
門の知識・技術が必要になりますが、従業員の教育プログラムや人材育成のための制度も充
実しており、入社から生涯にわたり、技術者としてのスキルアップが実現できます。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名程度

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当、資格取得支援手当、その他

採用時
必要資格

採用時に技術的資格は不問。
入社後、研修制度や支援制度を活用しての、専門資格の取得を奨励しています。

株式会社測研 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 高崎市引間町712-2

連絡先 総務部　小林豊和

企業HP https://www.socken.jp/

経営理念
(80文字以内)

人々が安全・安心に暮らせる未来を創るために、地域社会から常に必要とされる企業
を目指します。

企業PR
(320文字以内)

当社は、1976年（昭和51年）に創業した測量設計会社です。
私たちの生活に欠かせない道路、上下水道などの生活インフラ、近年多発する災害
から命を守る防災インフラの計画・設計・点検を行い「安全で快適なまちづくり」を支援
します。
また、開発事業により失われてしまう埋蔵文化財の調査・記録・保存に関する支援業
務を行っています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 社会人経験者

各種手当 精勤手当、自己啓発手当、役付手当、家族手当、残業手当、通勤手当、特別手当

採用時
必要資格

普通自動車免許
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【測量設計】

◆

(TEL)027-251-1306 (FAX)027-252-9588 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-361-2271 (FAX)027-363-4743 担当者

株式会社測設 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市高井町1丁目13-16

連絡先 酒井千富

連絡先 和田　隆

企業HP http://www.takasoku.co.jp/

企業HP https://www.sokusetsu.com/

経営理念
(80文字以内)

「Think Globally, Plan Regionally, Act Locally」
地球規模で考え、地域を計画し、足元から行動する

企業PR
(320文字以内)

弊社は測量、土木設計業を通して地理空間情報を取り扱う企業であり、次世代
（Society5.0）におけるデジタルツイン社会において、デジタルデータの取得、解析、ビ
ジュアライゼーション技術で地域社会の発展に寄与することを目的としています。

採用職種 技術職 事務職

採用予定人数 技術職 2名 事務職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当、住宅手当

採用時
必要資格

株式会社高崎測量 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 高崎市日高町580番地

経営理念
(80文字以内)

1.質の高い成果品を提供します。2.誠意ある企業活動を展開します。3.経営資源を充
実し、技術力の向上を目指します。

企業PR
(320文字以内)

技術部門は、４部門に分かれ、計画立案～測量調査～実施設計とすべての段階で業
務を実施することができます。また、資格取得については、積極的に支援しておりま
す。
社員の福利厚生としては、退職金積立、各種保険加入、定期健康診断、ＡＥＤ設置、
GLTD導入などさまざまな取り組みをしております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 高専卒

各種手当 通勤手当、家族手当、資格手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定付加）

88



【測量設計】

◆

(TEL)027-253-3421 (FAX)027-253-3185 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-280-4133 (FAX)027-280-4144 担当者

企業PR
(320文字以内)

測量設計は、あらゆる建設工事において、最初に行われる作業です。この作業結果
が、建造物の建設条件等を決め、開発計画の方針決定、重要な物事を決めていくた
めの判断材料になる為、正確性が要求されます。そのため弊社では、測量設計の技
術を磨くため、従業員の研修に力を入れたり、ISO9001を運用する事により、成果物の
質を高める活動をしております。また成果物の質を高める事で社会に貢献する企業を
目指します。

採用職種 技術職 事務職 営業職

東洋測量設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市総社町総社868-13

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 現場手当、通勤手当、家族手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

連絡先 　蜂須賀 和子

企業HP http://www.toyo-survey.co.jp/index.html

経営理念
(80文字以内)

技術で創る未来

住所 前橋市大友町二丁目28番地3

連絡先 営業部　奈良　幸雄

企業HP

経営理念
(80文字以内)

会社一体で、地域社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

会社名「地測」に表してる、「地」に主眼を置いた、道路、用地、国有林、都市計画など
に関する測量業務、調査業務、測定業務等の技術力を基本した業務を主に受注し、
加えて地震に強い国づくりのための防災施設関連の調査測量設計業務の成果を示し
ている、小さいながらも大きく働く、総合力豊かなシビルコンサルタント

採用予定人数 技術職 5名 事務職 1名 営業職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、残業手当、現場手当

採用時
必要資格

下記有資格者は優遇致します。
測量士、測量士補、技術士、技術士補、RCCM、１級土木施工管理士、普通自動車免許

株式会社地測設計 （一社）群馬県測量設計業協会
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【測量設計】

◆

(TEL)027-263-3691 (FAX)027-261-1513 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-251-3919 (FAX)027-251-3513 担当者

都市開発設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市新前橋町14-26

連絡先 山口

各種手当 通勤、家族、住宅、資格の各手当ならびに資格取得支援制度あり。

採用時
必要資格

測量士、測量士補、1・2級建築士、RCCM資格保有者または受験意欲のある者。

企業HP https://www.toshi.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

社員が物心両面で豊かさを実感し成長する中で、顧客から信頼される企業として、良
質な社会基盤づくりに貢献する。

企業PR
(320文字以内)

当社は、上下水道をはじめとする水関連施設の計画設計を行う上下水道コンサルタ
ントとして展開し、その後道路や砂防などの計画設計やインフラ整備の老朽化対策な
どの分野にも取り組みを拡げ、総合建設コンサルタントとして地域の社会基盤整備の
一翼を担ってまいりました。

2022年3月に創業50周年を迎え、これまで積み上げてきた技術と社員を財産とし、
「高きを仰ぎ最善をつくす」をキーワードに役職員が一つになり、社員が主人公の魅力
ある持続可能な企業つくりに邁進してまいります。
　私達と日々進化していきましょう。ご応募をお待ちしております。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒　

各種手当 資格手当／住宅手当／家族手当／時間外手当／通勤手当

採用時
必要資格

要普免(AT可)

藤和航測株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市天川大島町97

連絡先 安原

企業HP http://towaasv.co.jp

経営理念
(80文字以内)

顧客の信頼を得るために互いに知恵を出し合い、技術力の向上を図り、受益者の
ニーズにあった高度の成果を迅速に納めることを全社一丸で目指します。

企業PR
(320文字以内)

品質向上のための設備投資は惜しみません。デジタル図化システム、GPSはじめ最
新型の3Dレーザスキャナー、ドローン等を導入し、技術革新に努めております。若手
社員の採用を積極的におこない、技術研修等への参加も奨励しております。

採用職種 営業職 技術職

採用予定人数 営業職 技術職 若干名

採用学歴 大学卒 短大卒　
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【測量設計】

◆

(TEL)0270-24-0029 (FAX)0270-23-9367 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)0274-62-3628 (FAX)0274-62-3929 担当者

都市設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 伊勢崎市連取町3282-6

連絡先 金澤　弘之

企業HP https://toshisekkei.jp/

経営理念
(80文字以内)

地域に密着、技術で貢献。安心・安全なまちづくり。

企業PR
(320文字以内)

群馬県及び市町村自治体及び民間企業から業務を委託されています。
創業約50年の間、群馬県に根付いてサービスを展開しており、群馬において必要不
可欠な存在です。
職場環境は、近年の働き方改革により、弊社でも働き方を見直しています。
完全週休二日制なので、仕事とプライベートの両立が出来る働きやすい会社です。

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、家族手当、特別手当（固定残業代）

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT可）

富岡測量設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 富岡市七日市698番地

連絡先 総務課（桐淵）

企業HP www.tomiokasokuryo.co.jp

経営理念
(80文字以内)

「技術で自然と対話する」
私たちは多様化する現代社会の中で、まちづくりを通して未来を創造します。

企業PR
(320文字以内)

創業53年。社会生活を支える社会資本整備という役割を担う中で、地域社会との調和を大切
にし、安全で快適そして経済性を追求しながら、地球環境にやさしいまちづくりを目指します。

【業務内容】　測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント、漏水調査

群馬県及び県内市町村の土木行政に係る測量設計・補償業務、及び漏水調査を行っていま
す。また、民間企業様からのご依頼も賜っております。
社内はアットホームな雰囲気の中、少数精鋭で個人の力を発揮しながらチーム、他部署との
連携も強く、各課協力体制の下業務に励んでおります。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当、通勤手当、現場手当、家族手当、資格取得支援制度あり

採用時
必要資格

普通自動車免許
測量士（補）、土木施工管理技士　等資格保有者又は取得意欲のある方歓迎
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【測量設計】

◆

(TEL) 027-323-9933　(FAX) 027-323-4043 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)0276-45-5651 (FAX)0276-45-5652 担当者

株式会社冨永調査事務所 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 高崎市石原町3207-1

連絡先 松居

企業HP https://tominagachosa.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

『技術と信頼』を基本方針とし、夢と安全環境を支援する、地域のニーズに対応した総
合コンサルタントを目指します。

企業PR
(320文字以内)

群馬県及び高崎市等の道路、橋梁、公園等の公共事業に関する測量・土木設計・地
質調査・用地補償調査等幅広い社会基盤の基礎づくりに関する業務を行っています。
3Dスキャナ、ドローンを使う業務もいち早く手掛けています。
自分が設計した道路や橋梁が施工され新たな都市、ライフラインが形成された時の感
動は家族や知人に自慢したくなります。
社会貢献度が高く、後世に形が残る仕事を共に行いましょう。

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 1名程度 営業職 1名程度

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 高校卒 社会人経験者

各種手当
通勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当、職務手当
資格取得支援制度有

採用時
必要資格

測量士補、技術士補（建設部門）等の資格取得者優遇
普通自動車免許（AT限定可）

有限会社 中村測量設計 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 太田市新島町747番地

連絡先 　　茂木雪野

企業HP https://www.nakamurasokuryousekkei.com/

経営理念
(80文字以内)

企業PR
(320文字以内)

弊社は、昭和48年に中村調査士事務所として創業いたしました。その後、昭和51年に
有限会社中村測量設計と社名変更し、翌52年には事業拡大に伴い太田市内ケ島町
から現在の太田市新島町に本社を移転いたしました。以来、群馬県・栃木県・埼玉県
を中心として、主に開発申請に伴う測量・調査・設計・許可申請業務に取り組んで参り
ました。 
　社会資本整備を取り巻く環境が大きく変化する中、許可申請にあたって行政とご依
頼者様の方々とを結びつけるコンサルタントとして、これまで養ってきた技術や経験を
活かし、今後も安全・安心なまちづくりに貢献していきます。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、皆勤手当、技術手当、家族手当

採用時
必要資格

普通自動車免許(必須)、測量士、測量士補の資格取得者大歓迎
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【測量設計】

◆

(TEL)027-234-3806 (FAX)027-234-4388 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-252-5240 (FAX)027-252-5528 担当者

株式会社フジ開発測量 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市総社町3-1-16

採用学歴 大学院卒 大学卒 専門卒 高専卒 短大卒 社会人経験者

各種手当 特別手当、資格手当、通勤手当、子女教育手当

採用時
必要資格

測量士（補）等有ればなお可

連絡先 小山

企業HP http://www.fujikaihatsu-jp.com

経営理念
(80文字以内)

自己研鑽を怠らず、情熱と信念をもって、確かな技術力と価値あるサービスを提供す
る。

企業PR
(320文字以内)

創業1975年、地域の皆様に支えられて、45年以上の長きにわたる測量・調査の実績
があります。少人数でアットホームな職場ですが大きな企業に負けないパワフルさと
高い技術力で皆様から評価を得ています。
フットワークが軽く、柔軟な対応力も弊社の強みです。

採用職種 技術職

企業HP http://www.nissin.e-const.jp/

経営理念
(80文字以内)

安全・安心な暮らしを守る

企業PR
(320文字以内)

変革の時代には、物事を広い視野に立ち、多面的に考えることのできる能力を持つ人
間力が大切であります。弊社はこの人間力を日常業務に繁栄させ、社会貢献をめざし
ます。会社は永遠に存続し、いかなる時代環境に於いても順応できる仕組みを確立
すること。 健全な成長を続けることにより利益の還元と循環を図る。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当、家族手当、残業手当

採用時
必要資格

日進工測設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市北代田町708番地

連絡先 石澤祐三子
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【測量設計】

◆

(TEL)0270-62-2111 (FAX)0270-62-2112 担当者

【測量設計】

◆

(TEL)027-221-3889 (FAX)027-221-3889 担当者

プロファ設計株式会社 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 伊勢崎市下触町629番地1

連絡先 総務部（足尾）

企業HP http://www.propha.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の新時代の様々なニーズに対応しながら、地域の皆様の安全・安心、そし
て快適で活力に満ちた質の高いスマート社会実現を目指します。

企業PR
(320文字以内)

調査・測量・環境調査から各種設計、施工管理まで一貫して、あらゆるニーズにお応
えします。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒

各種手当 通勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当

採用時
必要資格

測量士（補）等が有れば、尚可。

株式会社山田工務所 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 前橋市表町二丁目9番15号

連絡先 総務部(田村)

企業HP https://www.ymd-k.jp

経営理念
(80文字以内)

技術は会社の顔  納期は会社の心  品質は会社の命  信用は会社の宝

企業PR
(320文字以内)

株式会社山田工務所は昭和4年に代書業として創業し、測量設計業・建築設計業・土
地家屋調査士業と幅を広げ、『土地・建物の総合コンサルタント』として建築設計・測
量設計を中心に事業を展開してます。
『建築のプロ』『土地のプロ』が共在する弊社だからこそ、それぞれの部門単独での仕
事はもちろんのこと、各部門が融合した仕事ができることが魅力です。
また、業界内では数少ない『健康経営優良法人』認証企業として、社員の健康と会社
の発展を共存できるように努めています。

採用職種 技術職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 事務職 営業職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当

採用時
必要資格

一級建築士(構造,設備含む)，二級建築士，測量士，技術士，RCCM
補償業務管理士，土地家屋調査士，行政書士等の資格取得者優遇
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【測量設計】

◆

(TEL)027-346-5275 (FAX)027-346-8238 担当者

　株式会社横田調査設計 （一社）群馬県測量設計業協会

住所 高崎市山名町606番地5

連絡先 横田

企業HP

経営理念
(80文字以内)

創業以来のモット－は、一つひとつの業務に常に最善を尽くすこと。それがお客様・起
業者から喜ばれる成果品となって結実し、さらに次の仕事につながっていくのです。

企業PR
(320文字以内)

当社は昭和47年11月1日に群馬県高崎市に測量設計・調査士業務の専門技術サー
ビスを主業とし創業を始めました。幅広い業務に精通した総合力や高度化するニーズ
を具現化する提案型の技術力をもって官公庁における区画整理事業、広範囲な調査
測量はもとより民間の事業者による住宅団地や大型店舗等の調査設計（開発申請）
を受注しており、官公庁、民間事業者様から厚い信頼をいただいています。道路・河
川や宅地開発する際には､現地測量から線形計算、開発による環境への影響の調
査､また､開発道路・位置指定道路の設計や行政との協議、各種行政手続きなど多数
の工程が存在する測量設計･開発許認可・登記を一貫して請け負う事が強みとなって
います。

採用職種 技術職 事務職

採用予定人数 技術職 事務職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 資格手当、外業手当、通勤手当

採用時
必要資格

測量士、測量士補、技術士、ＲＣＣＭ等の資格取得者歓迎
普通自動車免許(必須)
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【機械設備】

◆

(TEL)027-327-3301 (FAX)027-327-0017 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)027-322-2281 (FAX)027-322-2150 担当者

企業HP www.ishidakenzai.com

経営理念
(80文字以内)

当社は、高品質な工事を提供し、発注者の満足と信頼が得られる事を最重要方針と
する。

企業PR
(320文字以内)

公共施設、工場、病院、学校、大型商業施設、一般住宅など様々な物件の各種防水
工事、給排水衛生、空調設備、金属製建具工事、屋根工事、建築全般リニューアル
の設計施工を手掛けています。常に業界最先端の技術を吸収し、幅広いニーズにお
応えしてきました。そんな当社の一員と して、共に地域の暮らしをささえていきません
か？ 現在（営業・施工管理）の2職種で正社員を募集中です。未経験の方も大歓迎で
す。

石田建材工業株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 高崎市上中居町684

連絡先  

各種手当 住宅手当、資格手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

荻原設備株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

経営理念
(80文字以内)

社員が社会性を失うことなく成長でき元気で楽しく働ける職場創りをする。社員の成長こそが
会社の成長につながる、於いては社会への貢献につながると信じております

企業PR
(320文字以内)

ICT等の情報システムを導入し、仕事の効率化を図り時間外労働の削減及び有給休
暇の積極的な取得を推奨し、従業員一人ひとりが充実した生活を送ることが出来るよ
う支援します。会社独自のカレンダーを用いた週休二日制の実施。
OJT制度による研修や資格取得のための補助金制度の拡充、各種セミナーへの派遣
等のキャリア形成支援を積極的に実施することで社員が夢を持ち仕事に取り組み続
けられる環境の創造に取り組んでいます。   【 採用職種】技能者は給排水設備の配
管及び現場管理、技術者は空調メンテナンス作業／リフォーム工事作業です。営業
職は建設事業受注管理・顧客管理等、事務職は工事書類作成等

採用職種 技術職 技能職 営業職 事務職

住所 高崎市石原町1216

連絡先 宮澤　努

企業HP www.ogiwara-setsubi.co.jp

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可）

採用予定人数 技術職 3名 技能職 3名 営業職 1名 事務職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・資格手当・家族手当・住宅手当・職能手当
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【機械設備】

◆

(TEL)0276-74-2722 (FAX)0276-73-9180 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)0277-52-8111 (FAX)0277-52-8116 担当者

株式会社神寛 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 館林市松原2丁目6-26

企業PR
(320文字以内)

◆創業75年、設立65年を迎えた伝統ある企業
◆3部門のみ、管理職は社長と部門統括のみというシンプルでフラットな組織
◆社員全員が通勤40分圏内在住、上下関係なくアットホームな社風
◆主な営業範囲を40分圏内とする地域密着経営により月平均残業10時間達成
◆定時帰社奨励、有休消化奨励等によるワークライフバランスの確保
◆館林市邑楽郡地域トップクラスの設備工事施工実績
◆群馬県管工事格付A評価、ISO9001取得に裏付けされる確かな品質

採用職種 営業職 技術職 技能職

採用予定人数 営業職 2名 技術職 2名 技能職 2名

連絡先 総務部（小堀）

企業HP http://www.kamikan.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

水と空気とエネルギーに関するインフラ設備工事を通して地域に貢献する

株式会社キンケン 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 桐生市相生町2丁目588－59

連絡先 小林　昌之

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
通勤手当、家族手当、住宅手当、時間外勤務手当、
出張手当、資格手当、管理職手当、業績により特別手当有

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用職種 技能職 技術職

採用予定人数 技能職 2名 技術職 4名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP www.kinken-web.com

経営理念
(80文字以内)

縁を大切に実践　そして信頼を築く

企業PR
(320文字以内)

私達キンケンはお客様をサポートするため、最良のパートナーを目指し、ベストサービス・
ベストプロダクトを提供いたします。お客様の満足度向上のため、絶えず創造・挑戦する
会社です。
時代とともに変化する都市環境・住環境。環境の変化に伴って新しい工法や技術が生ま
れています。私たちは、建設関連企業として永年にわたり専門的なノウハウをベースに、
ますます多様化するニーズに対応すべく新技術を積極的に導入していきます。
就業事業所は、太田市鳥山上町。技能職は建築資材等を加工、取付を行います。技術
職は施工打合せ、資材の発注、原価管理、作業員指導などの業務です。

各種手当 役職手当、資格手当、特労手当、家族手当、食事手当、通勤手当（一部随時）

採用時
必要資格

普通自動車運転免許
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【機械設備】

◆

(TEL)027-322-4187 (FAX)027-325-1724 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)027-387-2501 (FAX)027-387-6880 担当者

住所 高崎市江木町710-1

連絡先 　赤尾兼司

企業HP http://www.kumaido.co.jp/

熊井戸工業株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当、現場手当等

経営理念
(80文字以内)

経営理念である”BE AIR”とは、皆様の快適な生活空間を、空気のように必要不可欠
な存在となり長きにわって支え続け、誇りを持って真摯に取り組んでいく事です。

企業PR
(320文字以内)

空調・衛生設備などの設計・施工から保守管理まで、水・空気・熱の総合プロデュ―
サーとして創業以来70年の歴史を重ねてきました。そのノウハウを活かし、ひとつひと
つの建物に合った「生命」を吹きこみ、その建物の機能を最大限に息づかせます。
採用職種の技術職は現場代理人として、協力会社の技術員を指揮監督して現場施
工を円滑に進めていく仕事を行っていただきます。
具体的には、給排水衛生・空調設備工事の施工管理（品質・安全・予算・工程等の管
理全般）及び、それに伴う書類・図面等の作成を行います。

採用職種 技術職

連絡先 （設備部）堀越

企業HP

経営理念
(80文字以内)

地域のライフラインを守る一企業として自覚する。

採用時
必要資格

普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

新開設備工業株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 高崎市吉井町吉井川715-3

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 社会保険､厚生年金､退職金､交通費支給､制服貸与､各種手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

給排水設備、衛生器具設備、空調設備、換気設備、水道管布設工事、浄化槽維持管
理、浄化槽清掃。前記の設計、見積り、施工および修理。お客様に納得頂ける設備の
ご提案、施工を心掛けています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名
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【機械設備】

◆

(TEL)0278-24-3308 (FAX)0278-24-3307 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)0276-46-5821 (FAX)0276-46-1917 担当者

企業HP https://sorimachi-kogyo.jimdofree.com

経営理念
(80文字以内)

我々は技術力に誇りを持ち・常に技術力を向上させ、その技術力により社会に貢献す
る。

企業PR
(320文字以内)

人間の快適な生活には欠かせない、水、空気、電気を取り扱っています。少数精鋭の
会社です。水、空気、電気を扱うプロとして全員が技術力に誇りを持って仕事に取り組
んでいます。お客様には高度な技術力を、社員にはやりがいと満足感を実感してもら
える会社です。

反町工業株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 沼田市上原町1687

連絡先 総務部（染谷和美）

各種手当 現場手当・資格手当・管理職手当

採用時
必要資格

普通運転免許　その他資格取得については優遇いたします

株式会社トーカイ 協同組合群馬県機械設備工業会

採用職種 技術職 技能職 事務職 営業職

採用予定人数 技術職 技能職 事務職 営業職 若干名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒　

経営理念
(80文字以内)

人の心を大切にし、豊かな暮らしを提案し、環境問題に積極的に取り組み、社会から
必要とされる企業を目指します。

企業PR
(320文字以内)

水・空気の分野のスペシャリストとして、豊かな暮らしを提案し環境問題へ積極的な取
り組みを行っています。
採用専用サイトはこちら→https://www.tookai-saiyou.net/

【採用職種詳細】　技術職：施工管理（工場・住宅）・施工管理アシスタント
　　　　　　　　　　　　技能職：メンテナンススタッフ

採用職種 技術職 技能職

住所 太田市下浜田町117

連絡先 金子

企業HP https://www.tookai.jp

採用時
必要資格

普通自動車１種免許（AT限定要相談）。
管工事施工管理技士・土木工事施工管理技士などの資格取得者歓迎。

採用予定人数 技術職 6名 技能職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、資格手当　など
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【機械設備】

◆

(TEL)0270-25-5900 (FAX)0270-25-5969 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)027-361-7111 (FAX)027-361-4070 担当者

中西工業株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 伊勢崎市今井町732-1

企業PR
(320文字以内)

創業以来、80年以上地域の発展と共に歩んできた総合設備工事会社です。全国各地
の冷凍・冷蔵庫の建設をメインに工事を多数手がけて来ました。伝統を承継しつつ、
時代のニーズに応じて変化を繰り返し、こんにちでは空調・給排水・衛生設備、冷凍・
冷凍設備、食肉・食品プラント工事までと多くの分野で、地域はもちろん全国のお客様
の豊かで快適な暮らしを支えております。これからもお客様の笑顔の為に地域に根差
し、世界中の最新技術を取り入れてお客様の利益に貢献します。

【採用職種】マイナビよりエントリーが可能です

採用職種 技術職 営業職 事務職

採用予定人数 技術職 3名 営業職 1名 事務職 1名

連絡先 総務管理部（神沢）

企業HP www.nkk-nakanishi.co.jp

経営理念
(80文字以内)

お客様に信頼され、お客様の身になった品質とサービスを提供し、お客様の利益に貢
献する

藤田ソリューションパートナーズ株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 高崎市飯塚町1174-5

連絡先 経営企画部　小嶋・田村

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 専門学校卒

各種手当 残業代、休日出勤手当、家族手当、通勤手当、資格手当奨励金など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用職種 技術職 営業職 事務職

採用予定人数 技術職 5名 営業職 5名 事務職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.fujita-sp.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

わが社は信用を旨とし、社業を通じて社会に貢献し、もって豊かな生活環境をつくる

企業PR
(320文字以内)

藤田グループの中核企業である当社は、産業用機器の販売とIT通信を事業の両輪と
しています。
IoTの時代への期待に応え、可能性への挑戦と進化を続けていきます。

【採用職種詳細】
技術職 ： システム開発、ネットワーク構築　　　事務職 ： 購買、経営管理業務全般

各種手当 時間外手当、通勤手当、扶養手当、営業手当、赴任手当、独身寮、資格取得時褒賞金 ほか

採用時
必要資格

普通自動車免許
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【機械設備】

◆

(TEL)027-361-8111 (FAX)027-329-6221 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)0277-54-4005 (FAX)0277-53-8448 担当者

住所 高崎市飯塚町1174-5

連絡先 経営企画部　小嶋・田村

企業HP http://www.fujita-tec.co.jp/

藤田テクノ株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

採用予定人数 技術職 10名 営業職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 時間外手当、通勤手当、扶養手当、営業手当、赴任手当、独身寮、資格取得時褒賞金 ほか

経営理念
(80文字以内)

わが社は信用を旨とし、社業を通じて社会に貢献し、もって豊かな生活環境をつくる

企業PR
(320文字以内)

藤田グループの中核企業である当社は、あらゆるメーカーの機器に対応できる国内
では数少ない設備メンテナンスのプロフェッショナル集団です。
産業用設備機器の設置・メンテナンスからビルシステムの管理・運営、さらに独自の
監視システムによる遠隔保守を手掛けています。

【採用職種詳細】
技術職 ： メンテナンス

採用職種 技術職 営業職

連絡先 総務課　水谷

企業HP http://www.hoshikan.com

経営理念
(80文字以内)

共に生きる

採用時
必要資格

普通自動車免許

星野管工株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 桐生市広沢町5-1449

企業PR
(320文字以内)

昭和3年創業。桐生市水道事業者1号店。建設業許可：国土交通大臣（特ー4）第31
号。当社は建物の空気環境を調整する設備、そして飲み水と排水の処理を行うため
の設備工事に携わり、見えない場所から人々が安心して社会生活を送るために欠か
せないインフラを整える企業です。また、毎年地域の方々への感謝祭と、アースデイイ
ン桐生への出店を楽しく全社員で取り組んでいます。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 通勤手当、家族手当、現場手当、研鑽手当、食事手当、資格手当等

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可）　入社後準中型免許取得
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【機械設備】

◆

(TEL)0270-32-0575　　(FAX)0270-32-6641 担当者

【機械設備】

◆

(TEL)027-231-2790 (FAX)027-231-2260 担当者

住所 伊勢崎市堀口町872-5

連絡先 総務部　渡辺

企業HP https://mituwa-suikou.com/

三和水工株式会社 協同組合群馬県機械設備工業会

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 専門学校卒

各種手当 通勤手当、資格手当、皆勤手当、扶養手当（家族手当）　他

経営理念
(80文字以内)

社会の変化に対応し、日々個人と組織を磨き続けるチームとなると共に、技術を持っ
て社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

私たち三和水工株式会社は、一般家庭から商業施設・医療施設、工場などを対象とした空調
設備・給排水衛生設備の設計や施工を行い、皆さまの暮らしをサポートする企業です。
空調設備・給排水衛生設備の他にも消火設備・浄化槽設備・上水道設備・下水道設備・床暖
房設備・ろ過設備など、様々な設備の施工を行います。
社会がどのように変化しようとも、これらの設備は皆さまが生活していく上でひとつとして欠くこ
とのできない大切な設備です。
私たちの生活に欠かすことのできない空気と水。これらを皆さまのもとにより安全に、より衛生
的に供給し、いつでも快適に設備をご利用いただけるよう、社員一丸となって日々技術の向
上を目指しています。【採用職種詳細】　技術職：設備施工管理

採用職種 技術職

連絡先 総務部　田中健太

企業HP https://a2net.co.jp/wadasetsubi/

経営理念
(80文字以内)

『最大の財産は「人」 一歩ずつ目指すは 匠(たくみ)の集団』を戦略方針として２０２１
年に創業１００年を迎えた歴史を土台に未来を創る

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

株式会社和田設備工業 協同組合群馬県機械設備工業会

住所 前橋市上細井町243-2

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当
皆勤手当、資格手当，家族手当，役職手当，通勤燃料等の全額支給制度、資格取得
の講習会・書籍代の全額支給制度など

採用時
必要資格

普通車免許（技術職・その他はＡＴ限定可）／管工事・建設関連資格取得者歓迎

企業PR
(320文字以内)

①人の生活を支え快適にする建物の水と空気のしくみづくりの専門企業です。②２０２
２年～２７年中期ビジョン「新人を育てベテランを財産とするチーム体制を通じて適性
利益と安定雇用を基盤に人として生活にゆとりと安心感が持てる１２０年企業にする」
を掲げ企業成長と地域社会への貢献を進めています。③弊社および同業他社さん・
県内本社の異業種企業さんに就職ご希望の新卒・第二新卒の方を対象にセルフブラ
ンドの確立や就職活動の支柱となる自己分析を無料提供しています⇒詳しくは今す
ぐ！https://a2net.co.jp/wadasetsubi/recruitment/にアクセス「リクルートサイトマッ
プ」から「社長メッセージ」をご覧下さい。

採用職種 技術職 技能職 その他(技術営業・セールスエンジニア職)

採用予定人数 技術職 3名 技能職 2名 その他 1名
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【電気設備】

◆

(TEL)027-361-4540 (FAX)027-362-6287 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-371-8141 (FAX)027-371-8144 担当者

企業HP https://www.aitech.co.jp

経営理念
(80文字以内)

1.顧客の要求する品質向上、工期遵守、コストの削減2.重大事故、災害を起こさないた為の管理3.資源の無駄な使用禁止4.客
先・外部組織への環境側面改善の貢献5.環境に関連する法令を遵守し、環境汚染防止6.経営方針を理解し目標を設置し、継続
的に改善

企業PR
(320文字以内)

創立以来、『良質の施工・工費の低減・工期の厳守』の３原則をモットーに、諸官庁並
びに民間各社の皆様方に大きな信頼を頂いてまいりました。また、お客様のニーズに
迅速に対応するため、各担当者が見積から設計施工管理、メンテナンスまで対応でき
るワンストップ体制でお客様をサポートしております。

株式会社アイテク (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市問屋町2-4-5

連絡先 総務部

各種手当 職務手当、資格手当、出張手当、社用車あり（通勤可）、社員旅行等福利厚生、等

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）、第二種電気工事士

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://across-eng.net

経営理念
(80文字以内)

一人は皆のために、皆は一人のために
会社はその実現のための支援を惜しみません

企業PR
(320文字以内)

近年、電気の技術開発が進み、電気の可能性がますます広がっています。インターネット業
界をはじめとした、産業の発達によるエネルギー需要の増加。環境を配慮した太陽光発電を
はじめとするエコ商品への切替え。電気自動車普及に向けた充電施設の拡大。さらには、エ
ネルギー問題に端を欲したスマートグリッド構想。また様々な施設の老朽化に伴い、既存建物
の改修や補修の工事も活発になっています。
どれも、電気工事抜きには実現できないものばかりです。電気は私たちの生活に欠かせない
重要なインフラ設備であり、電気を取り巻く技術や環境は絶えず変化していきますが、培った
技術や知識を受け継いでいき、お客様や社会のニーズに対応していくために弊社は日々努
力してまいります。

株式会社アクロスエンジニアリング (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市箕郷町下芝679-9

連絡先 塚越　哲・井田左智子

各種手当 通勤手当、現場手当、資格手当、家族手当（配偶者・子）

採用時
必要資格

普通自動車免許　電気工事士資格あれば尚可

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【電気設備】

◆

(TEL)027-288-2073 (FAX)027-288-2880 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-210-1022 (FAX)027-237-5007 担当者

株式会社旭テック (一社)群馬県電設協会

経営理念
(80文字以内)

電力安定供給に貢献するという使命感の元、人間尊重、個性重視の企業づくりを基
本としています。

企業PR
(320文字以内)

当社は、１９６５年に設立され、公共土木工事、一般電気工事、発電所・変電所の電力
設備の工事を行い、社会インフラの整備・電力の安定供給の一翼を担ってきておりま
す。
電気事業を通して地域社会に貢献するという使命感。いい人間関係から育くまれた抜
群のチームワーク。
ほんものの手応えのある会社、それが旭テックです。

採用職種 技術職 技能職

住所 前橋市富士見町時沢1212番地1

連絡先 電設部　木暮

企業HP http://asahi-tech.sakura.ne.jp

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

門倉テクノ株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市上小出町3-1-5

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 職務手当、通勤手当等

企業PR
(320文字以内)

確かな技術力が評価され公共工事、民間工事問わず、オフィス、学校をはじめ、病院、上下
水道、ダム、清掃工場など人々のライフラインに直結する電気工事を多く手掛けております。
また経験豊富なスタッフが揃うプロフェッショナル集団として、柔軟な機動力を強みに幅広く、
様々な電気工事業に携わり、数多くの工事を手掛けてきました。
また、「電気工事は誰がやっても一緒」ではないをモットーに『芯の通った社員教育』を大切に
しております。
人々の暮らしがあるかぎり、街に建物があるかぎり『絶対になくならない仕事』であることを誇
りとし、移り行くこのご時世で、『電気』の需要の重要性を第一に考えております。

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 1～3名 技能職 1～3名 営業職 1～3名 全職種計 3名

連絡先 木村

企業HP https://www.kadokuratech.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

誰もが、笑顔であいさつできる社会を創り、やさしさをもって新しい社会にに共存でき
るように、「知識・技術・独創性を図り、活力とゆとりある人間社会を実現します。」

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 皆勤手当、技術手当、資格手当、家族手当

採用時
必要資格

不問（電気工事士保有者大歓迎）
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【電気設備】

◆

(TEL)027-224-7786 (FAX)027-226-1277 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-364-5100 (FAX)027-364-4100 担当者

門倉電機株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市西善町621

連絡先 門倉　安希

採用職種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://www.kadokura-denki.com

経営理念
(80文字以内)

我々は電気工事業に関わることに喜びと感謝の気持ちを抱き、独自の技術力の発揮と価値
あるサービス提供により、お客様の利益を最優先しお互いの生成発展を図るものとする。

企業PR
(320文字以内)

弊社では、従業員のワーク・ライフ・バランス推進などに取り組む企業として「群馬県いきいき
Ｇカンパニー」ゴールド認証、「まえばしウエルネス企業」に登録し、社員の健康や働きやすさ
を大事に環境づくりを行っています。社内には「社員専用のトレーニングジム」があり、運動不
足にならないような取組みもございます。
電気工事業は専門性の高い電気関係のお仕事ですが、経験問わずできるように資格取得を
支援する制度があります。毎年、公共・民間問わず豊富な受注を誇っており、その実績から県
や市から表彰をいただいております。みなさんの生活にも携わる当社だからこそ、実績と技術
力を活かして地域貢献していけると思っております。

住所 高崎市飯塚町1301番地

連絡先 金井  由美子

企業HP

各種手当 備品手当　通勤手当　皆勤手当　家族手当　資格手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

金井電気工事株式会社 (一社)群馬県電設協会

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・役付手当

経営理念
(80文字以内)

高い技術・より良い品質で、お客様に喜んでいただける仕事をする。

企業PR
(320文字以内)

　充実した社内講習や、業務に必要な資格取得についても会社が、バックアップしてく
れるので、安心して仕事に取り組めます。　講習などで学んだことを活かして、お客様
に喜んでいただけるよう日々の努力も欠かせません。

採用職種 技術職

採用時
必要資格

普通自動車運転免許。第二種電気工事士
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【電気設備】

◆

(TEL)027-323-4303 (FAX)027-323-9916 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-280-3301 (FAX)027-280-3302 担当者

連絡先 土　井　正　夫

企業HP http://www.gunsyo.co.jp

経営理念
(80文字以内)

・信頼にお応えして満足をお届けする技術を
・匠の技術でこの街の未来に光をつなぐ

群商電設株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市上中居町518番地

採用学歴 短大卒 専門学校卒

各種手当 技能(資格）手当、通勤手当、家族手当、皆勤手当他

採用時
必要資格

二種電気工事士、普通自動車運転免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

当社は、設立７１年を迎え長い歴史に裏打ちされた匠の技術力により街の風景として
身近な交通信号機や道路照明灯、トンネルそして市役所や駅など公共インフラと呼ば
れる施設や設備の電気設備工事を手がけています。職場環境は社長を含めた社員と
の関係がとても良く、仲間意識を持って全力で仕事に取り組める風通しのよい環境に
あります。また、資格取得に対する支援や研修制度も充実しております。退職金制度
や企業年金基金の加入等福利厚生面も充実しております。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

企業HP https://gunden.com

経営理念
(80文字以内)

顧客第一主義
通信と電気の先端技術を追求して、お客様に豊かなサービスを提供し、相互に発展を目指す

企業PR
(320文字以内)

　群電は１９５３年に設立、電話設備の販売・施工・保守の会社としてスタートし、２０２３年９月
に７０周年を迎える。現在は、電気通信工事業、電気工事業を両輪で手掛けている。
電気通信工事業においては、消防指令システム、防災システム、また、難視聴地域向けには
光ケーブルの敷設など、安全・安心で効率的な社会インフラの構築を主要事業としている。
電気工事業においては、オフィスビルや公共施設、サービス業などの受変電設備、照明、空
調、太陽光発電など、より高い快適性と安全性をもった高度な施設環境つくりを事業化してい
る。今後は、個人情報保護対策が必要不可欠であり、プライバシーマーク付与事業者として、
個人情報の適切な保護装置を講ずる体制の強化に努めている。

株式会社群電 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市大渡町一丁目19番地6

連絡先 　総務部　柿沼

各種手当 通勤手当、資格手当、住宅手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許(AT限定可)

採用職種 技術職 営業職 事務職

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名 事務職1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【電気設備】

◆

(TEL)0274-62-2111 (FAX)0274-62-2114 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)0277-52-5816 (FAX)0277-52-1224 担当者

コシバ電機株式会社 (一社)群馬県電設協会

経営理念
(80文字以内)

安全で快適な音・光・水関連のライフラインを創造し社会に貢献する

企業PR
(320文字以内)

１９４４年創業の当社、長年培ってきた高度な技術力を駆使し、建築・土木・ダム関係の電気
工事・管工事・通信工事を請け負っています。地元富岡市を中心に、民間から官公庁まで
様々な取引先を持ち、お客様のご要望に合わせた幅広い提案力で現在まで多くの信頼と実
績を築いてきました。また、幅広い経験が積める当社では、成長のチャンスが豊富にありま
す。仕事を通してスキルを磨きたい、成長したいという方にはピッタリの職場です。
「技術職」は施工管理技士、「技能職」は電気工事士ですが、電気工事士から始めた社員も成
長とともに施工管理技士の資格を取得しています。各々にあったスキル取得を会社を挙げて
支援しています。資格取得講習費用は全額会社負担いたします。

採用職種 技術職  技能職

住所 富岡市別保169番地1

連絡先 小柴　美穂子

企業HP http://koshiba-denki.com/

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）／電気工事士資格保有者大歓迎

株式会社三興エンジニアリング (一社)群馬県電設協会

住所 桐生市広沢町5-1167

採用予定人数 技術職 1名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 

各種手当 通勤手当・資格手当・住宅手当（条件有）

企業PR
(320文字以内)

当社は建設業(電気工事、機械設備、土木工事)、製造業(ロボット・自動機・盤配線)の2つ
の事業を有し、工場建設から加工・組立・検査ラインまでのパッケージでご提供でが出来
る特異なエンジニアリング企業です。
当社は、施工管理、機械設計・製作など業務が多岐にわたり、多様な社員が活躍してい
ます。
幅広い事業を手掛ける当社には、年齢・性別関係なく活躍できる環境が整っています。
文系・理系を問いません。興味を持った方は、ぜひご連絡ください。
職種：各種工事施工管理、機械設計、制御設計

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 8名

連絡先 我妻

企業HP http://www.sanko-engineering.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

チームワークで ”私達はお客様の信頼にまごころでお応えします”

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 職種手当：施工管理職に支給、作業手当、通勤手当、子ども手当

採用時
必要資格
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【電気設備】

◆

(TEL)027-323-2290 (FAX)027-323-2293 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)0274-62-2651 (FAX)0274-64-3324 担当者

サンセイ電設株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市和田多中町11-44

連絡先 大河原 康生

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://www.sansey.jp

経営理念
(80文字以内)

あらゆる空間にゆとりと感動を与え続けるトータルエンジニアリングを目指します。

企業PR
(320文字以内)

1964年創業以来、総合電気設備業の設計・施工・監理に従事し、あらゆる設備の電
気工事を手掛けてまいりました。工場や老人施設などの新築物件、増改築やメンテナ
ンス。高圧設備から、電球１個の交換まで。お客様の要望にお応えするべく、日々技
術を更新しています。これからも地域社会に貢献できるよう、社員一丸となってよりよ
いサービスを提供し続けてまいります。

住所 富岡市七日市1147

連絡先 総務部（塩澤）

企業HP https://shiozawa-denki.com

各種手当 通勤手当、資格手当、現場管理手当、管理職手当、能力手当など。

採用時
必要資格

第二種電気工事士、その他資格者優遇。普通自動車運転免許

塩沢電機株式会社 (一社)群馬県電設協会

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・職能手当など

経営理念
(80文字以内)

お客様満足と社員の喜びが明るい社会を作る。今、出来る事を考える。

企業PR
(320文字以内)

総合電気設備の一般・高齢者施設・クリニック・幼稚園・商業店舗・工場・官公庁・道路
照明を手がける為に設計から施工工事をしています。
電気設備に携わることで、モノ作りを成し遂げる経験から自分磨きもでき技術やスキ
ルを上げるよい職場です。未経験者やキャリアアップの技術・資格取得には会社が応
援致します。

採用職種 技術職 技能職

採用時
必要資格

普通自動車運転免許証（AT限定不可）
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【電気設備】

◆

(TEL)027-361-5333 (FAX)027-362-7940 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)0279-22-2503 (FAX)0279-22-2505 担当者

連絡先 　　総務部　篠原

企業HP https://www.jhec.co.jp

経営理念
(80文字以内)

素直に、謙虚に、誠実に、感謝の念をもって仕事にあたる。

城北電気工事株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市上小鳥町337

採用学歴 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当、住宅補助、資格手当、現場手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）、第二種電気工事士（優遇）

企業PR
(320文字以内)

創業60年を超える老舗です。一貫して品質にこだわる施工を行うことにより、お客様よ
り厚い信頼をいただいています。小企業ですが「誠実」をモットーにお客様に喜んでい
ただけるよう、社員一同日々頑張っています。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

企業HP https://jomodengyo.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

人間を尊重し、想像力豊かな社員を育て、企業の社会的責任を遂行し、豊かな社会
を支える快適な環境作りを事業目的とし、社会インフラの永続的発展に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

弊社は、昭和２０年創業以来、電気設備工事を主体とする総合設備工事会社として
「人命尊重」「技術向上」「誠実誠意」の社是のもと、お客様や社会に多大の信頼を得
て躍進してきました。　将来にわたり、持続的な発展を可能にするために、社員教育の
充実、働き方や週休二日に向けた休日の改革など、未来を支える人材の育成に努め
てまいります。
　社会人として礼儀・規律を重んじ、お客様が求める価値を創造し、会社の一員として
責任と自覚をもって頑張れる、元気でやる気と行動力にあふれた方を求めています。

上毛電業株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市元総社町929-9

連絡先 奥村

各種手当 職務手当、ジョブグレード手当、通勤手当など

採用時
必要資格

第二種電気工事士、普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

採用職種 技能職 営業職

採用予定人数 技能職 2名 営業職 1名

採用学歴 大学卒 専門学校卒 社会人経験者
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【電気設備】

◆

(TEL)027-363-3170 (FAX)027-363-3091 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-362-6198 (FAX)027-362-6186 担当者

新生電設株式会社 (一社)群馬県電設協会

経営理念
(80文字以内)

顧客の満足する高品質な工事の提供、迅速な対応、安全で健康的な職場環境作り

企業PR
(320文字以内)

当社は、日常生活に欠くことのできない上下水道設備等の計装電気工事、ポンプ設
備工事を中心に、主に公共性の高い、又、地域に密着した工事に携わっております。
エンジニア企業として、顧客のニーズに柔軟に対応出来るよう常に研鑚をかさね知
識・経験を生かした幅広い視野で技術の向上をはかっております。主な事業内容は、
電気計装設備工事・・・計装制御システム、監視設備工事，建築電気設備工事・・・電
気配線工事、防災設備，水道設備工事・・・ポンプ設備、配管、電気計装工事　事業を
通じ、社会貢献の一端を担えるよう努力しております。

採用職種 技術職

住所 高崎市中尾町字吹屋1141-1

連絡先 小山 千明

企業HP

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）、電気工事士などの資格取得者歓迎

株式会社神明電気 (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市井野町321

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当、通勤手当、技能・資格手当、勤続手当

企業PR
(320文字以内)

街の小さな電気設備屋から始まった当社。これまで一つ一つの現場と真摯に向き合
い、技術を磨いてきました。現在では電気設備に関わる幅広いサービスを提供できる
ことを強みに総合設備エンジニアリング会社として確かな信頼を獲得。今後は、これま
で築いてきた情報基盤をもとに更なる飛躍を遂げたいと考えています。そのため社員
のキャリアアップ支援にも注力。仕事に必要な資格は、講習受講料、資格試験の受験
料など初回受験にかかる費用を会社が負担。再講習費用も負担します。あなたの成
長は、私たちがしっかりアシストします。私たち神明電気と一緒に成長していきましょ
う。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

連絡先 管理部　村上

企業HP http://e-shinmei.jp/

経営理念
(80文字以内)

電気の総合設備エンジニアリング企業として、顧客のニーズに応えられる最良のもの
を創造し、存在価値の高揚を図り、もって社会の繁栄に貢献する。

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 

各種手当 家族手当、通勤手当、技術（資格）手当など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）、第一種・二種電気工事士などの資格取得者歓
迎。
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【電気設備】

◆

(TEL)027-269-7111 (FAX)027-269-3621 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-363-3336　(FAX)027-361-7652 担当者

水機興業株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市上泉町3106番地の1

連絡先 総務部　小川

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

採用学歴 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP http://www.suiki-kk.co.jp

経営理念
(80文字以内)

我社は協調の精神のもとにあくなき繁栄を期するため常に価値ある創造により学んだ
技術をもって社会に貢献し社業の発展に努める

企業PR
(320文字以内)

県内の上下水道施設にある機械設備の設計施工監理、保守点検を主に行っていま
す。水処理設備の専門業者として創業５４年の歴史ある会社です。水道機工・電業社
機械製作所・東芝インフラシステムズ・森田鉄工所の代理店として多くの製品を取り
扱っています。離職者が少ないのが当社の強み！風通しの良い社風で資格取得の
支援なども充実しており、安心して働くことができます。

住所 高崎市上並榎町113番地3

連絡先 　佐藤貴江

企業HP https://www.seimo.jp

各種手当 電話手当、通勤手当、家族（扶養手当）、職務（役職手当）、物価上昇応援手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定不可）　・　施工管理技士（土木、管、電気）取得者歓迎

株式会社セイモー (一社)群馬県電設協会

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名 営業職1名 事務職1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 資格手当　研修手当　家族手当

経営理念
(80文字以内)

社員の幸福を追求すると同時に社会の安心・安全の構築に貢献する

企業PR
(320文字以内)

　当社は創業以来、総合電気工事の設計・施工、住宅設備機器の修理販売・施工、
省エネリフォームに加え、電力会社の計器取替工事、交通信号機工事、電力会社配
電線保守工事等多岐にわたって行っています。これからも、長年に培った技術力をも
とに、これからも時代のニーズに合った電気設備とその周辺に関する事業に幅広く取
り組んでゆく企業として、若い皆さんと共に歩んでいきたいと考えています。電気の知
識は入社後に学んでいただければ結構です。研修システム・資格取得の社内キャン
ペーンもあります。

採用職種 技術職 技能職 営業職 事務職

採用時
必要資格

第二種普通自動車運転免許

111



【電気設備】

◆

(TEL)027-266-6711 (FAX)027-266-6742 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)0277-52-8011 (FAX)0277-52-8013 担当者

連絡先 　渡邉

企業HP www.sowadelight.com

経営理念
(80文字以内)

宇宙のミライにワクワクする

株式会社ソウワ・ディライト (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市小屋原町722-1

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 各種社会保険完備　制服貸与　交通費支給

採用時
必要資格

第2種電気工事士（技術職のみ）

企業PR
(320文字以内)

電気設備工事会社として、県内外の商業施設・学校・病院・工場など様々な建物の
新築・改築・メンテナンスにおける電気工事を担っています。
また社会・地域に向けたイベントを企画・運営しています。
従来の建設業にとらわれない新しいデンキの価値を創造し続けます。

採用職種 技術職　営業職

採用予定人数 技術職 3名 営業職 2名

企業HP https://tajima-dk.co.jp

経営理念
(80文字以内)

当社の持っている技術を集約し、社員が一丸となってお客様の満足する電気設備工
事を提供し、創意工夫・チャレンジを続け、地域社会の発展に寄与する。

企業PR
(320文字以内)

当社では電球から高圧設備まであらゆる電気のニーズに対応しています。
◆どんな事するの？・・・電線を配線したり照明器具を付けたり暗闇を明るく照らします。
◆電気の資格を持ってないけど？・・・大丈夫！会社負担で応援します。
◆工具とか持ってないけど？・・・大丈夫！持って来るのは気持ちだけ。

田島電気株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 桐生市広沢町間ノ島70番地

連絡先 管理部　松島

各種手当 資格手当、通勤手当、家族手当、食事手当など

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT限定可・MTあれば尚可）

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【電気設備】

◆

(TEL)0279-68-2642 (FAX)0279-68-2681 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-362-5836 (FAX)027-363-4824 担当者

角田電気工事株式会社 (一社)群馬県電設協会

経営理念
(80文字以内)

社会貢献と地域の更なる発展のため、継続的な改善を行い品質向上に努める。

企業PR
(320文字以内)

創業より培った信頼と技術で地域発展に貢献し続けています。
常にお客様の立場になり、先を見据えた工事を提供できるよう技術と品質の向上に努
めています。
電気工事士の資格をお持ちのかたは技術者として現場経験を積んでいただき、電工
見習いのかたは現場での補助的な作業をしていただきます。
社内で資格取得のバックアップもしています。是非積極的にチャレンジしてください。

採用職種 技術職

住所 吾妻郡東吾妻町大字原町1259-3

連絡先 高橋

企業HP http://www8.plala.or.jp/tudk/company.html

採用時
必要資格

技術職は電気工事士、その他普通自動車運転免許（AT限定不可）

東栄電工株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 高崎市飯塚町1447番地

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、家族手当など

企業PR
(320文字以内)

昭和４４年に設立した弊社は地域に根差し、５０年以上の営業実績があります。
その間、公共施設や企業の建物や施設の電気・設備・水道工事を行って参りました。
実績を重ね地域や社会から信頼を得ることを会社運営の１つの目的として邁進しており今後
も継続して参ります。
その為には、人材の育成と技術力の維持・向上が重要と考えており、力を注いでおります。
社員のスキルアップと待遇の向上を図るため、各種資格取得への支援をしておりますので入
社後は、積極的なチャレンジをお願いします。
採用予定は、電気工事１人、設備工事１人、保守・メンテナンス１名の計３人の予定です。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 3名

連絡先 業務管理部（生方）

企業HP http://www.toei-d.com/

経営理念
(80文字以内)

電気、設備工事及び関連する保守・メンテナンス業務において、安全・快適、そして確
実なライフライン、ライフスタイルの構築、保全を行い地域社会に貢献致します。

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 

各種手当 職務手当、資格手当、工具手当、残業手当他

採用時
必要資格

電気設備工事・サービスメンテナンス………第２種電気工事士取得者歓迎します。
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【電気設備】

◆

(TEL)027-226-1414 (FAX)027-226-1494 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)027-361-1111 (FAX)027-363-7748 担当者

利根電気工事株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 前橋市亀里町2003-1

連絡先 総務部　下田

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP https://tonedenki.co.jp

経営理念
(80文字以内)

お客様と共に、夢を語り　お客様と共に、夢を実現し　お客様と共に、進歩・成長する

企業PR
(320文字以内)

「BUILDING　FUTURE　WITH　PRIDE（誇りをもって未来をつくっていこう）」をスローガ
ンに、お客様から信頼され地域から必要とされる組織であり続けるため、顧客満足は
もちろんの事、従業員満足の更なる向上を目指し、電気工事に従事する技術屋集団
として、高い技術力と、魅力ある心の錬磨に日々励んでいます。

住所 高崎市飯塚町1174-5

連絡先 経営企画部　小嶋・田村

企業HP https://www.fujita-eng.co.jp/

各種手当 職務・家族・住宅・資格・通勤等の各種手当あり

採用時
必要資格

二種電気工事士以上、普通自動車運転免許（AT限定不可）

藤田エンジニアリング株式会社 (一社)群馬県電設協会

採用予定人数 技術職 20名 営業職 6名 事務職 4名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 時間外手当、通勤手当、扶養手当、営業手当、赴任手当、独身寮、資格取得時褒賞金 ほか

経営理念
(80文字以内)

わが社は信用を旨とし、社業を通じて社会に貢献し、もって豊かな生活環境をつくる

企業PR
(320文字以内)

当社には、お客様のニーズを具現化するために、「想像力」と「技術力」で時代を先取
りしていきたいという想いがあります。数年後の「当たり前」を「今」考え、決して色褪せ
ることのないモノをつくることを目指しています。光・水・空気といった自然の要素を生
かした設備やシステムの提供を通して、環境にやさしい社会の創造と持続的な発展に
貢献していくこと、これが当社の使命だと考えています。

【採用職種詳細】
技術職 ： 設計・積算、施工管理　　　事務職 ： 経営管理業務全般

採用職種 技術職 営業職 事務職

採用時
必要資格

普通自動車免許
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【電気設備】

◆

(TEL)0277-54-7850 (FAX)0277-54-7851 担当者

【電気設備】

◆

(TEL)0274-63-3434 (FAX)0274-63-6764 担当者

連絡先 森田　曜市

企業HP https://morita-el.com

経営理念
(80文字以内)

社会のインフラを支える電気工事士としての自覚と責任をもって社会に貢献し、常に
お客様の立場になって考え、迅速・丁寧な仕事を心がける。

森田電気工事株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 桐生市広沢町2-3238-6

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 技能手当・通勤手当・皆勤手当・家族手当

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定不可）

企業PR
(320文字以内)

・私たち森田電気工事は創立60年余りの経験を生かし、地域に根付いた電気工事を
ご提供いたします。
主な建設現場は工場・大規模施設・店舗・住宅などの、電気工事になります。

採用職種 技術職

採用予定人数 技術職 1名

企業HP http://yui-e.jp

経営理念
(80文字以内)

頼まれ上手な電気のプロになる。

企業PR
(320文字以内)

公共工事はもとより、地域の製造業、小売業、サービス業のお客様から直に仕事を頂
いております。また、地元のゼネコン、大手住宅メーカーからも仕事を請け負います。
社員一人ひとりが、企業理念「頼まれ上手な電気のプロになる。」を実践していること
が、お客様からの信頼と評価に繋がっております。

湯井電気株式会社 (一社)群馬県電設協会

住所 富岡市富岡780-1

連絡先 石井　佳実

各種手当 役職手当、資格手当、子供手当、通勤手当

採用時
必要資格

第一種・第二種電気工事士及び1・2級電気工事施工管理技士歓迎。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名

採用学歴 短大卒 専門学校卒 社会人経験者
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【鐵構】

◆

(TEL)0274-22-3774 (FAX)0274-24-0259 担当者

【鐵構】

◆

(TEL)027-224-0397 (FAX)027-224-8409 担当者

企業HP http://www.akiyamakogyo.com/

経営理念
(80文字以内)

チャレンジ・チェンジ・イノベーション

企業PR
(320文字以内)

　当社は、1971年1月設立以来、鉄骨専業メーカーとして多数の鋼構造物を手がけて
まいりました。高品質で安心・安全な鉄骨を、お客様の立場になって生産し、ともに新
たな価値を生み出す企業を、私どもは目指しております。
社員一人一人がプライドを持って働き、「高品質管理」の鉄骨メーカーとして、日々努
力致す所存でおります。
今後共より一層のご指導ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社秋山工業 群馬県鐵構業協同組合

住所 藤岡市本郷1972-2

連絡先 秋山　和美

各種手当 通勤手当、家族手当、技能手当など

採用時
必要資格

準中型自動車免許以上（AT限定不可）

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 

企業HP https://www.asahitk.net/

経営理念
(80文字以内)

質の高い技術を目指し　ものづくりを通じて　豊かな社会の実現に貢献します。

企業PR
(320文字以内)

　昭和４４年創立以来、お客様方各位の暖かいご支援により、50余年の歳月を歩ませ
ていただく事ができました。しかしながら、多様化が進む現在の社会情勢のなかで、私
ども鉄工業を取り巻く環境も益々厳しさを増し、お客様方のご要望もより高度化・複雑
化しております。そんな時代のニーズに迅速かつ的確にお応えし、お客様に満足いた
だける高品質な製品づくりに社員一同務めております。

旭鉄工株式会社 群馬県鐵構業協同組合

住所 前橋市天川大島町二丁目3番地6

連絡先 総務　　田島　由佳

各種手当 資格手当、家族手当、通勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 2名 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者 
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【鐵構】

◆

(TEL)0270-62-4899 (FAX)0270-62-4892 担当者

【鐵構】

◆

(TEL) 0278-24-3133 (FAX)0278-24-5313 担当者

今泉鉄工株式会社 群馬県鐵構業協同組合

経営理念
(80文字以内)

変化する社会・環境に応じて豊かな価値観を創出し、地域社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

弊社では、社員一人一人のスキルアップのため積極的に資格取得支援（取得費用の
会社負担・資格手当等）を行っておりますので、経験はなくともやる気さえあれば活躍
できます。

採用職種 技術職 技能職

住所 伊勢崎市間野谷町1121

連絡先 秋葉

企業HP http://www6.wind.ne.jp/imaizumi/

採用時
必要資格

株式会社三友 群馬県鐵構業協同組合

住所 沼田市沼須町乙642

採用予定人数 技術職 1名 技能職 3名

採用学歴

各種手当 通勤手当・資格手当

企業PR
(320文字以内)

お客様・取引先様・当社を友としています。社名の由来でもあります。(三友)
社会の建築産業を担い、人びとの安全・安心な生活に貢献出来るように取り組んでい
ます。素直で柔軟な人・もの作りが好きな人・仲間を大切にし共に仕事ができる人をメ
ンバーとし、チームとして物事に取り組んでいます。
行動規範：①真剣に考え、②努力を怠らず、③柔軟に対応し、④和と誇りを保ち、
⑤社会貢献を忘れず、⑥家族の幸福を求め、⑦万物に感謝すること。

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 2名

連絡先 阿左見

企業HP https://sanyu-numata.com/

経営理念
(80文字以内)

お客様・取引先様・当社を友として、社会の建築産業を担い、人びとの安全・安心な生
活に　貢献する。

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当、　皆勤手当、　資格取得支援有

採用時
必要資格

普通車免許。技能資格は入社後に随時取得できます。
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【鐵構】

◆

(TEL)0274-60-2580 (FAX)0274-60-2588 担当者

【鐵構】

◆

(TEL)0274-40-8040 (FAX)0274-40-8041 担当者

勅使河原鉄建株式会社 群馬県鐵構業協同組合

住所 富岡市上丹生1296-2

連絡先 大手 和博

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 2名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 専門学校卒 社会人経験者 

企業HP https://teshiken.co.jp

経営理念
(80文字以内)

確かな技術と信頼で鉄骨加工一筋に半世紀以上、「最上のものは過去ではなく今ここ
にある。」常に新たな加工技術に挑戦し、最上のものをつくり続けています。

企業PR
(320文字以内)

ゼロから「カタチ」に残る仕事。だからやりがいも面白さも十分！
鉄骨製作のプロフェッショナルとして、規模の大小を問わず、様々な建物を支えている
当社。時に難題に直面する場面もありましたが、幾度も乗り越え、高度な技術力ととも
に挑戦力も磨いてきました。お客様に満足いただける製品を生み出すため、各部門の
一人ひとりが身につけた専門知識と技術を武器に「勅使河原ブランド」の底力を発揮
しています。何もないところから製品を生み出し、建物の骨格として長く残り続ける。そ
んな「カタチ」に残る仕事にやりがいを感じ、社員全員が誇りをもって働いています。

住所 藤岡市東平井1410-4

連絡先 経営企画室　西山

企業HP https://tekken-k.com/

各種手当 残業手当・通勤手当・家族手当・資格手当

採用時
必要資格

特に必要はありません。入社後に順次必要資格を取得していただきます。

株式会社鐵建 群馬県鐵構業協同組合

採用時
必要資格

普通自動車運転免許
2級建築士、1・2級建築施工管理技士取得者歓迎

採用予定人数 技術職 3名 その他（製造職） 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 

各種手当
通勤手当・子育て支援手当・役職手当・残業手当・資格手当・目標達成手当・
昼食手当・住宅手当・資格取得サポート制度など。

経営理念
(80文字以内)

法令遵守を基に、未来を見つめ、鉄骨専業ファブリケーターとして、自らの能力を開花
させ、崇高な汗を流して、社会に貢献し、永続的な成長を目指す。

企業PR
(320文字以内)

建築鉄骨を工場で製作するファブリケーターとして、地図に残る建物を製作することが
できます。社員は20代が多く、明るく活気のある会社です。５Ｓ活動を推進し、「きれい
な工場、きれいな鉄骨、作る基盤は５Sから」をモットーに日々努力しています。社員同
士のコミュニケーション力を高め風通しの良い会社づくりをしています。その他資格取
得のバックアップ体制も充実しています。
　また、SDGs目標に「地域社会に貢献する」・「自然環境を守る」・「働きやすい職場環
境を築く」を掲げています。社員がプライドを持って働ける企業、後世に残る仕事が手
掛けられる企業を目指しています。

採用職種 技術職 その他（製造職）
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【造園】

◆

(TEL)027-231-0857 (FAX)027-231-0866 担当者

【造園】

◆

(TEL)0276-86-2852　(FAX)0276-86-2630 担当者

赤城グリーン株式会社 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 前橋市小神明町459

連絡先 荻原

採用職種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 技能職 2名

採用学歴 短大 高専卒 専門学校卒

企業HP http://a-green.com/

経営理念
(80文字以内)

私達は、緑化に関する要請に誠実にお応えすることを通じて、環境に優しい社会に貢
献し、お客様の喜びと社員の幸せを実現します。

企業PR
(320文字以内)

造園部は、外仕事が中心ですが、パソコンを使い書類を作る時もあります。貸植木部
は、観葉植物を県内一円（一部県外もあります）のお客様へ届け、交換・メンテナンス
を行います。新たに「木」を植える、手入れをして庭を綺麗にする、無機質な空間に
「緑」を提供する等々、目に見える結果を、お客様にご提供して、喜んでいただける仕
事です。

住所 邑楽郡千代田町新福寺455-1

連絡先 君島絵里

企業HP

各種手当 皆勤手当・精勤手当

採用時
必要資格

普通自動車免許（AT不可）　　準中型自動車免許

有限会社君島造園 (一社)群馬県造園建設業協会

採用予定人数 技能職 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 現場手当、通勤手当、家族手当など

経営理念
(80文字以内)

お客様に最高の満足を頂ける工事管理を実施する。

企業PR
(320文字以内)

公共・民間の造園工事の施工及び維持管理業務を行っています。また、植木、石、丸
太、竹などの資材販売も行っています。ISO9001を取得し、工事・管理の品質向上に
取り組んでいます。作業内容に応じて、その都度、道具の使い方や作業の方法を教
えます。実務経験後、技能士や施工管理技士等様々な資格を取得できます。魅力あ
ふれる社長の元、アットフォームな職場で老若男女の従業員が活躍中。春は花見、夏
はハードワーク、秋は社員旅行、冬は忘年会。やる気があればどなたでもOK。

採用職種 技能職

採用時
必要資格

普通自動車免許
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【造園】

◆

(TEL)0276-46-3255 (FAX)0276-46-3242 担当者

【造園】

◆

(TEL)027-231-3863　(FAX)027-233-3953 担当者

連絡先 松沢　有紗

企業HP http://www.kyoei-r.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

共栄緑化は、この会社で働く人の喜びと生きがいのために存在する。

株式会社共栄緑化 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 太田市浜町73-12

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 住宅手当、資格手当、帰省手当ほか

採用時
必要資格

普通自動車運転免許（AT限定可）

企業PR
(320文字以内)

私たちはマンション、病院、学校、工場向けに造園設計、施工、緑地管理を手掛けています。
【主な取引先】
清水建設㈱、大成建設㈱、鹿島建設㈱、㈱大林組、㈱フジタ、㈱SUBARU、ファナック㈱、

群馬県、太田市など

【特権、やりがい】
①施工完了後も植物の成長や四季を楽しむことができること
②メディアに取り上げられるような大規模な現場に携わることもある
③自分が担当した現場が多くの方々に癒しや楽しさを提供していると実感できる

採用職種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 営業職 2～3名程度

企業HP http://www.seifuen-gp.com

経営理念
(80文字以内)

造園業を通じて、全社員の物心両面の幸せを追求するとともに、社会の進歩発展に
貢献すること。

企業PR
(320文字以内)

創業昭和28年。伝統に裏打ちされた技術力で多くの信頼をいただいてまいりました。
事業の大きな柱として造園(景)と園芸(花)があり、飲食(食)にも携わっております。
常にチャレンジし、知識を深め、経験を積み、技術を向上させ、最高の提案と品質を提
供するプロ集団であると確信しております。

株式会社群馬清風園 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 前橋市関根町1-7-14

連絡先 野口

各種手当 資格手当　役職手当　通勤手当　家族手当　資格取得手当等

採用時
必要資格

普通自動車免許　建設業関係の資格取得者歓迎

採用職種 技術者

採用予定人数 技術者 3名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【造園】

◆

(TEL)027-352-2244　(FAX)027-352-2236 担当者

【造園】

◆

(TEL)027-283-2363 (FAX)027-283-2399 担当者

株式会社 しみづ農園 (一社)群馬県造園建設業協会

経営理念
(80文字以内)

造園を通じた「価値づくり」の担い手として　責任と誇りを持ち　確かな知と誇りをもって
地域の豊かなくらしに貢献し続けます

企業PR
(320文字以内)

職場の雰囲気が明るく、常にコミュニケーションを図り向上心をもって何事にも望む会
社です。
創業110年の歴史を持ち、永年にわたり地域の方々から信頼をいただいております。
業務内容は造園工事・エクステリア工事・グリーンメンテナンス・景観照明（イルミネー
ション等）を主として行っております。

採用職種 技術職 営業職

住所 高崎市柴崎町1563番地

連絡先 営業部　小林

企業HP http://www.shimidzu.jp

採用時
必要資格

問いません

昭和造園土木株式会社 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 前橋市苗ヶ島町858

採用予定人数 技術職 営業職 若干名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 家族手当・育児手当・通勤手当・資格手当・職務手当

企業PR
(320文字以内)

赤城南麓で造園部門、農園部門、ワイン部門と多角経営をしております。
メイン事業の造園部門は公園やテーマパーク、ゴルフ場、街路樹などの共有施設、また
企業の社屋・工場・駐車場などの緑地や個人邸のお庭（エクステリアも含む）など、様々な
緑化工事や緑地メンテナンスをコンセプトのご提案から施工まで総合的にプロデュースし
ています。
農園部門では「観光農園あかぎおろし」を運営。県内トップクラスの敷地で、ぶどう（50種
以上）・柿・さくらんぼ・りんご・桃・栗・ブルーベリー・みかんを栽培。ワイン用のぶどうの生
産も始め、オリジナルワイン「Nanroku」も販売しております。
更に、県有施設のぐんまフラワーパークの指定管理を17年務めてきた経歴もあります。

採用職種 技術職 技能職 その他（設計など）

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名 その他 1名

連絡先 石橋修一

企業HP http://syowa-z.jp/

経営理念
(80文字以内)

お客様と感動を共有できる快適空間の創造

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各種手当 通勤手当・家族手当・役職手当

採用時
必要資格

造園施工管理技士などの資格取得者歓迎
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【造園】

◆

(TEL)0276-73-4197 (FAX)0276-72-6840 担当者

【造園】

◆

(TEL)027-352-8482 (FAX)027-353-1558 担当者

株式会社新栄造園 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 館林市上三林町乙1592番地1

連絡先 専務取締役　石川

採用職種 技術者

採用予定人数 技術者 2名

採用学歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企業HP http://shineizouen.com/

経営理念
(80文字以内)

私たちは、樹木との係わりを通じて、人々の生活に「安らぎ」と「安心」を提供します。そ
れには、企業・顧客・社員が互いに尊重し合う関係の構築を大切にします。

企業PR
(320文字以内)

公共工事から民間工事、個人のご要望まで幅広い要求に高いレベルで答えられる体
制を整えています。特に、社員の資格取得や顧客の対応には、力を入れております
ので、多くのお客様の信頼を得ることで、年間を通じて途切れることなく、工事を受注
しております。また、20代から40代の社員が多く在籍し、女性も頑張っていますので活
気があります。ぜひ、お互いの目的達成に向け、一緒に働きましょう。

住所 高崎市京目町1197

連絡先 総務（岩崎）

企業HP http://www.yagizouen.com

各種手当 通勤手当、家族手当、技能手当、通信手当、資格取得支援制度など

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

株式会社八木造園 (一社)群馬県造園建設業協会

採用予定人数 技術職 3名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒

各種手当 早出残業手当、能率手当、資格手当、家族手当（児童）等

経営理念
(80文字以内)

当社の技術を駆使して、最高の製品を提供し、業績の拡大を図る。環境と緑を大切に
し、社会に貢献する。「常に前進　常に改善」

企業PR
(320文字以内)

昭和51年に創業し、日本に伝わる造園業の匠の技と誇りを持ちながらも、時代に合わ
せたお客様の要望にお応えできるよう日々技術とお客様への満足度を高める努力を
行っております。業務の中心となる『造園・エクステリア・外構』とそれに付随する『解
体・グリーンリサイクル』も承っております。関連会社のグリーンクラフトマン株式会社
では、指定管理者として、群馬の森の管理運営を行っています。

採用職種 技術職

採用時
必要資格

1.2級造園施工管理技士、1.2級土木施工管理技士、1.2級造園技能士、
その他建設業関係の資格取得者歓迎。

122



【造園】

◆

(TEL)0276‐22‐8551（代） (FAX)0276‐25‐6372 担当者連絡先 井上優美

企業HP https://yamaume.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

緑といっしょに　　社員がよろこび
　　　　　　　　家族がよろこび　　お客様がよろこび　　地球をよろこばす

株式会社山梅 (一社)群馬県造園建設業協会

住所 太田市上小林町226番地

採用学歴 大学院卒 大学生 短大生 専門学校卒

各種手当 住宅手当、資格手当、時間外手当、役職手当、家族手当、交通費、通勤手当等

採用時
必要資格

普通自動車免許

企業PR
(320文字以内)

「樹木生産・流通、企画・設計（プランニング）、造園工事、緑地メンテナンス、公園運
営管理」の事業内容を強みとし、関東一円を営業基盤として成長して参りました。
「〜Green diversity® 緑の多様性〜」をキャッチフレーズに、創業者の想いを引き継い
でいくと同時に、時代に合わせた運営・進化を遂げ、「緑の価値」をより大きく社会に貢
献できる企業として目指します。また造園業界にとらわれず異業種の文化も取り入
れ、お客様に緑を通じて新しいものを提供し続けていく企業を目指して行きます。
私たちは『造園屋』さんですが「なんかいいよね！」をいただけるように日々新しい事
にチャレンジしていける行動力を武器に歩み進めていきます！

採用職種 技術職 営業職 その他 （総合職）

採用予定人数 技術職 営業職 その他 （総合職） 若干名
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【交通安全施設】

◆

(TEL)027-225-0711 (FAX)027-225-0714 担当者

【交通安全施設】

◆

(TEL)027-353-5228 (FAX)027-353-5226 担当者

採 用 時
必 要 資 格

普通運転免許（AT不可）

採用予定人数 技術職 2名 営業職 1名 事務職 1名

採 用 学 歴 大学卒 高専卒 短大卒

各 種 手 当 資格手当・通勤手当・残業手当

企 業 HP www.shinko-traffic.co.jp

経営理念
(80文字以内)

交通安全を通して地域社会に貢献する。　社員が安心して働ける職場を目指す。

企業PR
(320文字以内)

　当社は、交通安全施設（区画線・標識・防護柵等）を中心に設計・施工をしている会
社です。群馬県・県警・高崎市役所を中心に数多くの公共工事をしています。　担当し
た工事は、形に残る仕事で非常にやりがいがあります。　道路を利用する人たちの安
全を守る意義のある仕事なので工事が完成した時は、達成感があります。社内は、み
んな真面目で、チームで仕事をするにあたり、まとまりがあり、先輩方は、面倒見が良
く色々相談に応じてくれます。国家資格取得の補助制度があり、積極的に取得して能
力を磨いている職場です。平成6年に設立して順調に業績を伸ばし、これからも、安定
した、安心して、働ける企業を目指します。

株式会社信交 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 高崎市萩原町311

大海・高橋連 絡 先

採 用 職 種 技術職 営業職 事務職

株式会社サンテック 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 前橋市西片貝町4-9-12

連 絡 先 石関　弥里

企 業 HP http://www.suntek.co.jp

経営理念
(80文字以内)

サンテックは、お客様第一主義に徹し、誠実に・正確に・迅速にを基本姿勢としています。お客
様からの「ありがとう」の言葉を原動力に顧客満足度の向上をはかって行きます。

企業PR
(320文字以内)

当社は創立３０周年を迎えた会社です。交通安全施設・防水・塗装・耐震補修のプロ
フェショナル集団として、群馬県を中心に社会資本である構造物の維持延命にかかわ
る工事を行っています。また、技術や資格の取得について積極的にチャレンジして頂
く為に支援制度があります。安定した経営を目指し社員の方々が安心して働ける職場
を目指します。

各 種 手 当 住宅手当・内外勤手当・家族手当・役職手当・通勤手当

採 用 時
必 要 資 格

普通自動車免許

採 用 職 種 技術職 技能職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 技能職 1名 営業職 1名

採 用 学 歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者
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【交通安全施設】

◆

(TEL)027-252-5210　(FAX)027-251-1335 担当者

【交通安全施設】

◆

(TEL)027-323-1650 (FAX)027-323-6657 担当者

各 種 手 当 夏期・冬期手当、職務手当、通勤手当、残業手当、家族手当

採 用 時
必 要 資 格

普通自動車免許（AT不可）

採 用 職 種 技術職

採用予定人数 技術職 2名

採 用 学 歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企 業 HP http://www.nakaisangyou.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

人は皆豊かでなければならない

企業PR
(320文字以内)

当社は昭和41年創業から、ガードレールの施行会社として起業し、関東ではいち早く
ガードレール杭打機を導入し、国道17号線の起点から三国峠まで施工に携わり、道
路交通社会の発展に貢献してきました。現在は発達した道路交通網を支えるため、交
通安全施設の専門業者として、区画線・道路標識・防護柵等の施工により、交通社会
に貢献しています。

株式会社中井産業 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 高崎市八千代町2丁目4-26

連 絡 先 　中井　正弘

採 用 学 歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各 種 手 当
◇住宅手当：世帯主に対して支給する。
　・妻帯者(勤続3年以上)：16,000円、・妻帯者(勤続2年以上)：14,000円、
　・妻帯者(勤続2年未満)：12,000円、・独身者(親許からの通勤者除く)：8,000円

採 用 時
必 要 資 格

不要

企業PR
(320文字以内)

停止線など道路上の文字や記号・白線といった道路標示工事や交通安全施設を施工する専
門性の高い工事が仕事です。
◇「面白そう！」という動機からこの仕事を始めた社員がいっぱいいます。
◇群馬県内の主要な道路や駐車場が主な工事現場です。前橋市にある本社に朝集
　合して、皆で現場に向かいます。社員のほとんどがクルマ通勤です。
◇どんなに遠い現場でもその日のうちに帰れます。県外出張無し。
◇20代の若手から60代のシニアクラスまで幅広い年齢層が在籍し、3～8人のチーム
　で仕事します。
◇専門性の高い資格が取得できます。もちろん全額会社負担です。
◎若手採用者を積極的に育てていきます。今から皆さんとお会いできるのが楽しみです。

採 用 職 種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 3名 営業職 2名

連 絡 先 新井　雅朋

企 業 HP https://e-shinnitto.co.jp/recruit/

経営理念
(80文字以内)

①お客様第一主義②われわれグループの成長と安定に全力をつくし③全員の物と心の向上
に努力する　以上三つのメリットが一致するような経営を行うことで広く社会に奉仕する

新日東株式会社 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 前橋市大渡町1-23-13
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【交通安全施設】

◆

(TEL)0276-62-3163 (FAX)0276-63-8430 担当者

【交通安全施設】

◆

(TEL)027-362-5658 (FAX)027-362-2657 担当者

採 用 学 歴 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各 種 手 当
通勤手当、皆勤手当て、資格手当、食事手当、福利厚生（作業着、防寒着、作業靴
等）その他当社規定による。

採 用 時
必 要 資 格

普通自動車運転免許（AT限定不可）・準中型・中型有れば尚可
入社後１，２級土木施工管理技士取得歓迎（手当対象）

企業PR
(320文字以内)

車社会の中で交通安全施設は、かけがえのない生命を守る決め手であります。安全
で円滑な交通環境づくりは一貫して社会的ニーズであり永遠のテーマです。その為、
道路交通においては、なくてはならない区画線・標識・防護柵の交通安全施設整備を
事業展開してまいりました。そしてこれからは更に優れた技術と英知を駆使して、生活
環境全般に貢献と提案をし、社会のお役に立ちたいと思います

採 用 職 種 技術職 営業職

採用予定人数 技術職 1名 営業職 1名

連 絡 先 新井（総務部）　

企 業 HP http://www.maroon.dti.ne.jp/fuzi/

経営理念
(80文字以内)

顧客のニーズと信頼に誠意をもって応え、知識・技術の向上と業務の効率化を図り安
全・安心な地域社会に貢献できる高い品質を確保する。

採 用 時
必 要 資 格

普通自動車免許

富士技工株式会社 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 高崎市正観寺町972-1

採用予定人数 技術職 1名 技能職 2名 営業職 2名

採 用 学 歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

各 種 手 当 通勤手当、資格手当、役職手当、職務手当、評価手当

経営理念
(80文字以内)

社員の為　社会の為　お客様の為　倫理経営で　一歩一歩確実に

企業PR
(320文字以内)

道路標識・標示・道路反射鏡・防護柵などの施工を行っており、
安全かつ円滑な道路づくりに積極的に取り組んでおります。
また、「作る時代」から「使う時代」、そして「もたせる時代」となって
いる昨今、橋梁等の長寿命化のためにひび割れ補修、水切り設置、可撓
性踏掛版設置工事なども行っております。
社員教育にも力を入れており資格取得はもちろんの事、明るく朗らかで
自立した人材育成を行っております。
ご不明な点や気になる事がございましたら弊社HPをご覧下さい。

採 用 職 種 技術職 技能職 営業職

住 所 邑楽郡大泉町大字寄木戸121

連 絡 先 峯﨑

企 業 HP https://www.nissou.co.jp/

株式会社日装 群馬県交通安全施設業協同組合
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【交通安全施設】

◆

(TEL)0276-31-5090 (FAX)0276-31-7131 担当者

各 種 手 当 ・職務手当・能率手当・資格手当・通勤手当・食事手当・その他（当社規定による）

採 用 時
必 要 資 格

・普通自動車運転免許【AT限定不可】・1，2級土木施工管理技士などの資格取得者歓迎

採 用 職 種 技術職 技能職

採用予定人数 技術職 3名 技能職 3名

採 用 学 歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校卒 社会人経験者

企 業 HP

経営理念
(80文字以内)

常に成長を求め、共に成長を喜び、報告・連絡・相談を怠らず「群馬県から交通安全」
で社会に貢献する。

企業PR
(320文字以内)

弊社は創業以来、「挨拶を大切に」という言葉をお客様、お取引様、そして社員やその
家族に実践し、これまでの道程を歩んでまいりました。　「挨拶」という簡単な言葉です
が、コミュニケーションをとる為に大切なことだと、先代からの教訓を実践しています。
交通安全施設を生業として、安全で安心な交通環境の構築を目指し「群馬県から交
通安全を祈る」を心がけて交通安全施設に関する設計・施工を行っています。日々変
わりゆく車社会ですが、変わらない毎日を作る為に一緒に安全で安心な交通環境を
整えていきましょう。

株式会社友邦 群馬県交通安全施設業協同組合

住 所 太田市西新町77番地の7

連 絡 先 矢菅
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【住宅】

◆

(TEL)028-627-7777 (FAX)028-624-5144 担当者

トヨタウッドユーホーム株式会社 (一社)群馬県住宅協会

住所 栃木県宇都宮市一ノ沢町256-7

連絡先 人事部　岡野

企業HP https://www.toyota-woodyou.co.jp/

経営理念
(80文字以内)

理想の街、住まい、暮らしをつくる

企業PR
(320文字以内)

輝く街と住まいをめざして　トヨタウッドユーホームは「生活総合産業」です。

私たちトヨタウッドユーホームは世界的ブランド「トヨタ」との提携により先進の技術力と
盤石の信頼性にともなって住まいづくりを行っています。

「顧客至上主義」を経営の柱とし、地域密着型の住宅メーカーとして業績も安定。
更には家づくりにとどまらず、前例のない新しいフィールドにも積極的に挑戦しトヨタの
木の家として更なる拡充を目指します。

各種手当 時間外手当、通勤手当、家賃手当、資格手当、家族手当、役職手当、他

採用時
必要資格

普通自動車運転免許

採用職種 営業職 技術職 事務職

採用予定人数 営業職 8名 技術職 3名 事務職 1名

採用学歴 大学院卒 大学卒 短大卒 高専卒 専門学校 社会人経験者
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群馬県内ハローワーク 所在地・管轄区域等一覧 

名 称 住 所 連絡先 管 轄(地域) 

ハローワーク前橋 〒379-2154  

前橋市天川大島町 130-1 

Tel:027-290-2111  

Fax:027-290-2528 

□前橋市 

ハローワーク高崎 〒370-0842  

高崎市北双葉町 5-17 

Tel:027-327-8609  

Fax:027-323-8119 

□高崎市 
(ハローワーク藤岡の管轄を除く) 

ハローワーク安中 〒379-0116  

安中市安中 1-1-26 

Tel:027-382-8609  

Fax:027-382-4141 

□安中市 

ハローワーク桐生 〒376-0023  

桐生市錦町 2-11-14 

Tel:0277-22-8609 

Fax:0277-22-5014 

□桐生市 

□みどり市 

ハローワーク伊勢崎 〒372-0006  

伊勢崎市太田町 554-10 

Tel:0270-23-8609 

Fax:0270-23-3697 

□伊勢崎市 

□佐波郡(玉村町) 

ハローワーク太田 〒373-0851  

太田市飯田町 893 

Tel:0276-46-8609 

Fax:0276-48-0096 

□太田市 

ハローワーク館林 〒374-0066  

館林市大街道 1-3-37 

Tel:0276-75-8609 

Fax:0276-72-4367 

□館林市 

□邑楽郡(板倉町・邑楽町・ 

大泉町・明和町・千代田町) 

ハローワーク沼田 〒378-0044 

沼田市下之町 888 

テラス沼田 5 階 

Tel:0278-22-8609 

Fax:0278-23-7206 

□沼田市 

□利根郡(片品村・川場村・ 

昭和村・みなかみ町) 

ハローワーク富岡 〒370-2316 

富岡市富岡 1414-1 

Tel:0274-62-8609 

Fax:0274-62-1932 

□富岡市 

□甘楽郡(甘楽町・下仁田町・ 

南牧村) 

ハローワーク藤岡 〒375-0054  

藤岡市上大塚 368-1 

Tel:0274-22-8609 

Fax:0274-24-4587 

□藤岡市 

□高崎市のうち新町、吉井町 

□多野郡(上野村・神流町) 

ハローワーク渋川 〒377-0008  

渋川市渋川 1696-15 

Tel:0279-22-2636 

Fax:0279-23-4370 

□渋川市 

□北群馬群(榛東村・吉岡町) 

ハローワーク中之条 〒377-0425  

吾妻郡中之条町大字 

西中之条 207 

Tel:0279-75-2227 

Fax:0279-75-5945 

□吾妻郡 

(東吾妻町・草津町・高山村・

嬬恋村・中之条町・長野原町) 

 

 【高校新卒者情報について】 

 高校生の新卒者求人については大学卒業者等と就職解禁日が異なることや、応募方法に

決まりがあるため、本誌には公開していません。 

建設業界は高校卒の皆様も積極的に採用していますので、高校生の新卒者の求人には

皆様の学校へ届く求人票や働く希望する地域のハローワークへお問合せ下さい。 
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