
採用サイト 企業名 業種 会社紹介/事業内容 企業PR
新卒の採用につい

て
１．職種 ２．仕事内容 ３．資格 / 経験

４．就業地市町

村
５．雇用形態 ６．募集人数

７．文系・理系・

留学生に関して
１．職種 ２．仕事内容 ３．資格 / 経験

４．就業地市町

村
５．雇用形態 ６．募集人数

７．文系・理系・

留学生に関して

https://www.mr-
ito.jp/company/r
ecruit.html

イトウ製菓株式会社 食品

生産本部の募集。勤務地は小美玉市。

ミスターイトウで知られるクッキー・ビスケットの老舗

希望次第で商品開発や東京本社での勤務も可能

性あり

借上社宅料は会社補助75％

当社が求めているのは、「能動型人財」です。人から言わ

れて動くのではなく、自分自身で考え、動ける方を必要と

しています。知識については、上司・先輩がマンツーマンに

なって指導していきます。当社は、失敗を恐れずに何度で

もチャレンジできる社風です。社会人としてマナー・ビジネス

スキルが身に付いた後は、あなたの積極的な行動に期待

します。人財の成長＝企業成長。当社はそのように考え

ています。そのため、入社した方々への教育や研修は重

視しており、適宜、「学びの場」を提供します。私たちと共

に成長し、そしてその成長を一緒に楽しみましょう！

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

https://job.myna
vi.jp/21/pc/sear
ch/corp213207/o
utline.html

東京フード株式会社
食料品製造業

糖類製造業

◆チョコレートの製造・販売

当社は、業務用チョコレート（BtoB企業）の開発

提案型メーカーです。

主に製菓・製パンメーカーで使用されるチョコレート

や、機能性をもたせた

新しいチョコレートなどの開発、製造、販売を行ってお

ります。

所在地「つくば市」開発進む学園都市エリアと筑波

山麓の豊かな田園風景が融合する町

当社は、皆さんが店頭で目にするような最終製品を

作っているわけではないので、ちょっと馴染みが薄いか

も知れません。

でも一度は必ず口にしているはずの製品がたくさんあ

ります。「業務用チョコレートとはどんなもの？つくばな

のになぜ“東京フード”？」

チョコレートが好きな方！なんだか気になる方！お待

ちしています。

☑高専卒

☑短大卒

☑四大卒

☑大学院卒

総合職

総合職なので研究開発や営業の他、品質保証、生

産管理などチョコレート製品の開発・製造に関わる一

連の業務を担当します。例えば研究開発では、お客

様の要望に見う試作や、市場にない新製品の開発

などは勿論の事、自身が携わった製品について開発

者としてプレゼンを行ったりと“開発提案型”の体制が

とられています。

不問
茨城県つくば市・

埼玉県深谷市
正社員 4名

文系・理系

問わない
― ― ― ― ― ― ―

https://www.sito
gi.jp/public_html/
recruit/

金砂郷食品株式会社 食料品製造業

２００９年に起業し、「①美味しい納豆づくりと製

法を守る」、「②地域企業として雇用を守る」、「③支

援応援頂いたお客様、取引先様への恩返し」の３つ

を社是に、納豆の製造販売やその他の納豆に関する

食品の開発を行っています。また、海外市場にも挑

む中で、糸引きの少ない「豆乃香」も開発いたしまし

た。

全国でも珍しい国産極小粒大豆を使用した納豆を

手掛けています。独自の醗酵方法（長時間醗酵及

び熟成）とよりよい大豆の選定による「おいしい納

豆」作りが基本です。

通常の納豆は勿論、さらには納豆スナックや納豆入

りワッフルなどの金砂郷食品ならではの新商品も日々

開発しています。

☑専門卒

☑高専卒

☑短大卒

☑四大卒

☑大学院卒

品質保証室 製品管理、衛生管理、資材管理 不問
茨城県常陸太田

市大里町
正社員 1名

文系・理系

問わない
工場管理 製品機械管理、保守、メンテナンス、 機械系に詳しい方

茨城県常陸太田

市大里町
正社員 1名

文系・理系

問わない

https://www.mn-
feed.com/recruit

/

日清丸紅飼料

株式会社

飲料・たばこ・飼料製

造業

日清丸紅飼料(株)は販売数量年間290万トン、

売上高1,666億円を誇る、配合飼料業界のリー

ディングカンパニー。

畜産用配合飼料、水産用配合飼料ともに安全・安

心な製品は高い評価をいただいております。また、高

能力種豚、農場管理ソフト、疾病予防などのサービ

スや経営成績改善のアドバイスを提供することで、お

客様とともに発展・成長する企業を目指しています。

配合飼料を通じ、生産者と共に安全で安心できる

畜産物、水産物を提供する仕事です。

☑四大卒

☑大学院卒
総合職

【営業部門】●畜産用飼料営業、水産用飼料営業

地域ごとに農場、養殖場、販売代理店を担当し、飼料の販売

や農場・養殖場経営のサポート

【技術部門】●研究開発　研究所での製品開発●技術支援

飼育管理や疾病対策への技術支援活動（主に獣医師）●

病理検査　顧客農場の検体検査

【生産部門】●工場の運営管理●工場内の機械設備の管

理、請負業者やオペレーターへの指導

【管理部門】●総務経理　資金管理や予算・決算の取りまと

め。備品管理・給与業務等●審査法務　取引先企業の経営

状況などを調査・分析●品質保証　飼料の配合設計

普通運転免許

北海道、青森、宮

城、茨城、栃木、

東京、愛知、岡

山、愛媛、福岡、

鹿児島等

正社員 20名
文系・理系

問わない
― ― ― ― ― ― ―

http://www.mito
keisei.co.jp/recru
it/index.html

株式会社

水戸京成百貨店

https://www.h
itachi-

transportsyste
m.com/jp/eas
tjapan/recruit
/index.html

株式会社

日立物流東日本
道路貨物運送業

茨城県及び東北6県を中心にお客様の物流業務を

フルサポートする事業を展開し、質の高いサービスを

提供し続けています。

日立物流グループの一員としてこれまで蓄積したノウ

ハウを基に、これからも高品質、安心・安全で環境に

配慮した物流サービスの提供を通して、社会そしてお

客様の良きパートナーとして成長していきます。

皆さん物流業界と聞いて、ただトラックで物を運ぶ仕

事だと思っていませんか？実際には物を運ぶだけでな

く、物流技術開発・現場改善支援・包装材設計な

ど幅広い仕事を行っています。物流の現場では様々

な経験を持った皆さんの力を必要としています！是

非一度当社のブースへ足をお運びください。

☑専門卒

☑高専卒

☑短大卒

☑四大卒

☑大学院卒

総合職

[物流センター運営]　収支管理、顧客対応、物流

管理、配車業務

[エンジニアリング業務]　重量物輸送計画、包装材

設計（CAD等の専門ソフト使用）

[本社（管理）]　営業・企画・人事総務・経理財

務

不問
当社事業所

所在地
正社員 20名

文系・理系

問わない
― ― ― ― ― ― ―

https://kantan-
kyujin.com/ats/ki
zm-h/jobs/kizm-

h

株式会社

小泉東関東
建築材料卸売業 ―

1971年の設立以来、住宅機器メーカーと設備工

事店、工務店、リフォーム店、大手ゼネコン等をつな

ぐパイプ役として、一般住宅、マンション、ホテルなどに

必要な多種多様な商品を取り扱っている会社です。

住宅に関わる幅広いジャンルの商品とプロの商品知

識、流通ノウハウを持っています。販売から物流、メー

カーの商品開発サポートまでをトータルで提供すること

で、日々日本の建設業界を支えています。

☑専門卒

☑高専卒

☑短大卒

☑四大卒

☑大学院卒

営業職

パイプや継手、ユニットバス、システムキッチン、太陽

光発電システム等、住宅に関するあらゆるものの中か

ら設備工事店・工務店 ・リフォーム店・大手ゼネコン

等のお客様のニーズに最適な商品を 提案していただ

く営業です。

　１人あたり約３０件の固定得意先へルートセール

スが主となりますが、ゆくゆくは会社の発展のために新

規開拓も行っていただきます。

　街づくりや未来の暮らしに貢献できるお仕事です。

普通自動車運転

免許必須（ＡＴ

限定不可）※社

有車運転のため

土浦市、ひたちな

か市、高萩市、古

河市、守谷市、筑

西市、水戸市

正社員 20名

文系・理系

問わない

外国人留学生も

可

営業事務職

電話による注文や見積もり依頼の受付、商

品の在庫確認や価格など の問い合わせ対

応。来店されたお客様へ商品販売などを中

心に行っ ていただきます。

営業サポートとしてメーカーへの発注や仕入れ

納期確認、伝票入力、見積書作成なども行

います。

不問

土浦市、ひたちな

か市、高萩市、古

河市、守谷市、筑

西市、水戸市

正社員 5名

文系・理系

問わない

外国人留学生も

可

https://www.ibar
aki-toyota.jp/jinji

茨城トヨタ自動車

株式会社
自動車卸売業

どんな時代になっても軸を変えない。収益力と人間

力で全国トップクラスのカーディーラーです。

「人と人とのつながり」「人の和」がモットー。お客様の

安心で快適なカーライフを実現するために、地域の

人々はもちろん社員の「和」も大切にしています。

☑専門卒

☑短大卒

☑四大卒

☑大学院卒

総合職

（営業・事務）

自動車の販売・販売後のアフターフォロー、お客様の

受付・出納業務、自動車販売に関わる事務業務
―

本社（水戸市）

及び茨城県内５

４店舗

正社員 20名
文系・理系

問わない
― ― ― ― ― ― ―

https://www.p
ref.ibaraki.jp/ji
njiiin/saiyojyo
ho.html

茨城県庁 公務員

豊かな自然と充実した都市基盤が調和した快適な

生活環境、最先端の科学技術や高度なものづくり

産業、産出額全国第3位の農業など、これからの日

本を、そして世界をリードすることのできる茨城県の強

みを活かし、未来に希望の持てる「新しい茨城」をつ

くっていきます。

県民一人ひとりが本県の輝く未来を信じ、「茨城に住

みたい，住み続けたい」人が大いに増えるような、

「活力があり，県民が日本一幸せな県」の実現に向

け、「新しい豊かさ」、「新しい安心安全」、「新しい人

財育成」、「新しい夢・希望」の4つのチャレンジを推

進します。

採用サイト
ご確認ください

― ― ― ― 職員 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

https://www.ib-
ja.or.jp/recruit_r3.

html
JA茨城県中央会 団体・連合会

私たちJA茨城県中央会は、県内のJAをまとめる存

在。

JAグループを支える「経営指導」や「教育事業」、「シ

ステム管理事業」、「監査業務」の他 農家の意見を

国や県へ伝える「農政活動」を担っています。 また、

茨城県の農畜産物を全国へ広めるために、「広報活

動」として各種イベントの開催や情報発信も積極的

に実施。

県内JAグループをサポートし、茨城県の農業発展に

努めています。

実は全国2位！茨城の農業を支える『JA茨城県中

央会』。

意外と自由！？風通しの良い職場。

JAグループのまとめ役！エキスパートを目指します。

☑四大卒

☑大学院卒
総合職

●組織経営対策本部

●農政広報部

●教育部

●農業経営対策室

―
主な勤務地

茨城
職員  1～5名

文系・理系

問わない
― ― ― ― ― ― ―
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