
とちぎの就職相談窓口

栃木県への就職を希望する方（学生・社会人）の就職に関する様々な相談をワンストップで支援します。

とちぎジョブモール

利用時間 火曜日～日曜日10：00～18：00
※月曜日・祝日・夏季休業期間
　年末年始は休み

TEL : 070-4376-3151 / FAX : 03-6273-4404
E-mail : tochigi-uij@workentry.co.jp

東京都千代田区有楽町 2-10-1
東京交通会館8階（JR・東京メトロ有楽町駅徒歩1分）

とちぎUIJターン就職サポートセンター

利用時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15
土曜日　10：00～17：00
※日曜日・祝日・年末年始は休み

とちぎジョブモール　TEL : 028-623-3226
宇都宮新卒応援ハローワーク(併設)　TEL : 028-678-8311

宇都宮市駅前通り1-3-1　KDX宇都宮ビル1階
（JR 宇都宮駅西口から徒歩3分）

トチギストになろう

ARで栃木県のプロローグ動画を見る

スマートフォンで
このQRコードを読み込む

カメラ起動後
ARマーカーにかざす

ARで動画が
再生される

県内求人企業の情報収集から就活イベント情報、スケジュール管理まで「とちぎ」での就職活動に必要な
情報・機能がオールインワン！

https://www.tochimaru-job.jp/entry/

アプリのダウンロード、ご利用は無料です！
まずは下記のQRコードまたはURL から紹介サイトにアクセス！

とちまる就活アプリ 検索

栃木県
公式まる！



Tochigist は知っている。

そこに魅力ある仕事があることを。

そこに仕事だけではない何かがあることを。

そこには沢山の仲間がいることを。

とちぎに魅力がないなんて、

とちぎを知らない人の勝手なイメージだ。

Be a Tochigist.

ここにも、あなたの求める魅力がきっとある。

住み慣れた土地。 身体に馴染んだ空気感。

いつも一緒にいる友人たち。

きっとここにしかない、

忘れられない、大切なものがある。

そんな瞬間も、

もうすぐ思い出になってしまうのだろう。

トチギストになろう

「地元にはやりがいのある仕事がない」

残念ながら、そう言ってしまう人は多い。

仕事を求めて県外へ…

でもそれは、本当に唯一の選択肢なのだろうか？

とちぎに生まれ育った君たちは、

このとちぎのことをどれだけ知っているだろう？

とちぎには様々なビジネス要素が集積する。

文化、自然環境、観光資源、交通インフラ、

そして産業…

他にはない、多くの恵まれた環境がある。

上辺だけではない。本当のとちぎを知る人。

ただそこに生まれただけではない。

ここで生まれ、ここで育まれ、魅力ある企業を

創造している。

それが Tochigist だ。
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付加価値の高い農産物を首都圏に供給する
「食のオアシス」です。

栃木県は、豊かな農産物や良質な水と、首都圏に位置するという
立地の優位性を活かし、首都圏の食料供給基地として発展を続け
ています。県が開発した「とちおとめ」「スカイベリー」に代表さ
れる収穫量 50 年連続日本一を誇る「いちご」をはじめ、もやし、
生乳など全国上位を占める農産物が数多くあり、農業産出額全国
9 位を誇っています。

とちぎには、日本、世界で活躍する魅力的な企業があります。

栃木県は、製造業が県内経済を牽引する全国有数の「ものづくり県」です。県内には、日本を代表する大企業の工場
や研究所が立地すると共に、高い技術力を活かして世界有数のシェアを誇る元気な地元企業が多数集積しています。

DATA

01 いちご王国
DATA

03 産業・企業

働き、生活する場としての
栃木県の魅力を、
浮き彫りにします。

生産量ランキングで上位を占める栃木県の農産物

全国 1位
•  いちご
•  かんぴょう
•  うど
•  もやし（産出額）

全国 2位
•  生乳
•  にら
•  こんにゃく芋

全国 3位
•  日本なし
•  六条大麦
•  あゆ（漁獲量）

全国 4位
•  シクラメン
•  にじます（養殖）

全国 5位
•  さといも
•  はくさい

全国 6位
•  トマト
•  なす
•  たまねぎ

DATA

02 未来のタネ

豊かさでも全国上位！栃木県には未来を目指して
羽ばたく若い力があふれています。

豊かさを示す各指標において、栃木県は全国上位を誇っており、県民所得は全国 3 位、1戸あたりの敷地面積は全国
4位、妊産婦や子ども向けの医療助成水準は全国トップクラスとなっています。子どもを産み・育てやすい環境のなかで、
広い住まいでゆとりある生活を楽しむことができるのも魅力のひとつです。

一人当たりの県民所得
（平成 28 年度）

全国 3位

保護者行事参加率
（平成 27年度）

全国1位

一住宅当たりの敷地面積
（平成 25 年度）

全国 4位

全国 2位

県内総生産における製造業の割合
（平成 27年度）

製造品出荷額
（平成 29 年度）

全国12位

工場の立地面積
（平成 27年度）

全国 3位

歯科用機械器具・同装置
（平成 27年度）

全国1位

製パン・製菓機械・同装置
（平成 27年）

全国1位

カメラ用交換レンズ
（平成 27年）

全国1位

データで
見る

とちぎ
大田原市大田原市
キヤノンメディカルシステムズ (株) /  (株) 栃木ニコン
パナソニックスイッチングテクノロジーズ (株) /  (株) 資生堂

那須塩原市那須塩原市
(株)ブリヂストン

那須町那須町
藤和那須リゾート (株)

芳賀町芳賀町
(株)本田技術研究所

(有) 関東実行センター / 社会福祉法人 くすの木会
(株)フライングガーデン / 東京鉄鋼 (株) / (株) 小松製作所

小山市小山市
上三川町上三川町
日産自動車 (株)

真岡市真岡市
(株) 神戸製鋼所
仙波糖化工業 (株)

宇都宮市宇都宮市
(株)ファーマーズフォレスト
(株) 大高商事 / レオン自動機 (株)
藤井産業 (株) / 渡辺建設 (株)
(株)SUBARU / フタバ食品 (株)
(株)TKC / 栃木県森林組合連合会
(株)コジマ / トヨタウッドユーホーム (株)
北関東綜合警備保障 (株) / 元気寿司 (株)
栃木セキスイハイム (株) / マニー(株)
社会医療法人中山会 宇都宮記念病院
(株)ピーシーレールウェイコンサルタント

日光市日光市

金谷ホテル (株)金谷ホテル (株)

ファナック(株)ファナック(株)

壬生町壬生町

鹿沼市鹿沼市

(株)ナカニシ(株)ナカニシ

滝沢ハム (株)
いすゞ自動車 (株)
サントリースピリッツ(株)

栃木市栃木市

住友大阪セメント (株)住友大阪セメント (株)

佐野市佐野市

足利市足利市
(株) キリウ
菊地歯車 (株) 花王 (株)

市貝町市貝町
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建設業 学術研究、専門・技術サービス業

栃木セキスイハイム株式会社

住宅販売・設計・施工管理などを行う企業。
住宅営業は間取作成・予算計画・イベント
案内・住宅のお引渡しなど、家づくりに関す
る総合提案をしています。

動画を見る

株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント

道路構造物から鉄道構造物まで網羅した
オールラウンドな建設コンサルティング企業
です。道路・河川砂防・上下水道などの設
計で、インフラ整備に貢献しています。

動画を見る

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

医療用機器である X 線診断システム、CT シ
ステム、MRIシステムなどの開発、製造、販売、
保守サービスを行っています。栃木を拠点と
し、世界でも活躍している企業です。

動画を見る

渡辺建設株式会社

設計業務・施工管理業務・マンション建設・
施設運営管理などを行う総合建設業、いわ
ゆるゼネコンと呼ばれる業種です。地元・宇
都宮の建築工事を多く手掛けています。

動画を見る

住宅営業の魅力は、お客様の一生を背負う大きな責任のある仕事
であり、自分の成長にも繋がる仕事であることです。
住宅の業界は、設計は設計、営業は営業と仕事が分業になってい
ることが多いのですが、この会社は営業が間取り作成なども行う
ことができ、私にとってとても魅力的でした。
家を建てるというのは、一生のうちに一度あるかないかの大きな
選択です。多くの競合他社がある中で、私の会社を選んでいただ
けることが一番嬉しいですね。

住宅営業の魅力は、お客様の一生を背負う大きな責任のある仕事
であり、自分の成長にも繋がる仕事であることです。
住宅の業界は、設計は設計、営業は営業と仕事が分業になってい
ることが多いのですが、この会社は営業が間取り作成なども行う
ことができ、私にとってとても魅力的でした。
家を建てるというのは、一生のうちに一度あるかないかの大きな
選択です。多くの競合他社がある中で、私の会社を選んでいただ
けることが一番嬉しいですね。

住宅営業

高校生の頃は、何かモノをつくる仕事がしたいと思っていました。
自分で設計したモノが残る仕事です。
そして今は、橋などの様々な構造物に計画から設計の細部に至る
まで関わることができ、インフラ整備に貢献していることをとても
実感してます。学んだ技術を生まれ育った地元で役立てたいと、
就職活動は地元企業を中心に行っていました。地元栃木を、そし
て社会インフラをより良くしたい。そんな想いで日々業務に取り組
んでいます。

高校生の頃は、何かモノをつくる仕事がしたいと思っていました。
自分で設計したモノが残る仕事です。
そして今は、橋などの様々な構造物に計画から設計の細部に至る
まで関わることができ、インフラ整備に貢献していることをとても
実感してます。学んだ技術を生まれ育った地元で役立てたいと、
就職活動は地元企業を中心に行っていました。地元栃木を、そし
て社会インフラをより良くしたい。そんな想いで日々業務に取り組
んでいます。

インフラ設計

原価担当として装置の原価計算や実績・見込・予算における製造
勘定の取り纏め、棚卸資産の管理状況の監督・指導などを行って
います。「どのような課題があるのか」「どう繋げていくか」を経
理の観点から提案するなど、原価管理をしている私たちだからこ
そわかる知識を持って、製造現場管理の方々と連携しながら業務
に取り組んでいます。会計の知識を活かして「より多くの人に高
度医療を届ける」という大きな使命に携われることに魅力を感じ
ています。

原価担当として装置の原価計算や実績・見込・予算における製造
勘定の取り纏め、棚卸資産の管理状況の監督・指導などを行って
います。「どのような課題があるのか」「どう繋げていくか」を経
理の観点から提案するなど、原価管理をしている私たちだからこ
そわかる知識を持って、製造現場管理の方々と連携しながら業務
に取り組んでいます。会計の知識を活かして「より多くの人に高
度医療を届ける」という大きな使命に携われることに魅力を感じ
ています。

経理

安全管理・工程表作成、鉄骨・サッシ・屋根などの製作図チェッ
クを行ったり、設計者や発注者との打ち合わせなどを行っていま
す。建物をつくる困難や苦労を、現場スタッフや職人さんと一丸と
なって突破した瞬間は何ものにも代え難いですね。足場を取り外
し、仕上がった建物を初めて目にする瞬間は圧巻の一言です。家
族や友人が多く住む街だからこそ、仕事の現状を目で見て伝えら
れる。『建物すごいね』『綺麗に仕上がったね』この言葉は本当に
嬉しいものです。

安全管理・工程表作成、鉄骨・サッシ・屋根などの製作図チェッ
クを行ったり、設計者や発注者との打ち合わせなどを行っていま
す。建物をつくる困難や苦労を、現場スタッフや職人さんと一丸と
なって突破した瞬間は何ものにも代え難いですね。足場を取り外
し、仕上がった建物を初めて目にする瞬間は圧巻の一言です。家
族や友人が多く住む街だからこそ、仕事の現状を目で見て伝えら
れる。『建物すごいね』『綺麗に仕上がったね』この言葉は本当に
嬉しいものです。

現場管理
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医療、福祉 宿泊業、飲食サービス業

高校生の頃から看護師を目指していた私は「すべては患者様のた
めに」という理念にとても共感し、今の職場を選びました。
看護師は、毎日が学びです。技術の習得や知識の確認を行う制度、
新人には基本知識と技術のトレーニングを実施するなど、医師・
看護師・臨床工学技士・薬剤師・事務職員等が積極的に協力し「み
んなで育てる」基盤があります。
教育だけでなく、目標や希望が叶えられるように支援してくれるの
で、日々、成長を感じています。

高校生の頃から看護師を目指していた私は「すべては患者様のた
めに」という理念にとても共感し、今の職場を選びました。
看護師は、毎日が学びです。技術の習得や知識の確認を行う制度、
新人には基本知識と技術のトレーニングを実施するなど、医師・
看護師・臨床工学技士・薬剤師・事務職員等が積極的に協力し「み
んなで育てる」基盤があります。
教育だけでなく、目標や希望が叶えられるように支援してくれるの
で、日々、成長を感じています。

看護師

私自身、人見知りな性格で、飲食業・接客業でアルバイトをした
こともありませんでした。でも、技術や知識を簡単にかみくだい
て教える教育システムのおかげで、最初の2 週間の研修だけで声
も変わり、3ヶ月の店舗研修後には「見違えるように変わったね」
とお褒めの言葉といただく程になりました。
大変そうだと思っていた接客も、今では楽しいと思えます。
人は変わります。思い込みを持たずに、色々なことにチャレンジ
するべきですね。

私自身、人見知りな性格で、飲食業・接客業でアルバイトをした
こともありませんでした。でも、技術や知識を簡単にかみくだい
て教える教育システムのおかげで、最初の2 週間の研修だけで声
も変わり、3ヶ月の店舗研修後には「見違えるように変わったね」
とお褒めの言葉といただく程になりました。
大変そうだと思っていた接客も、今では楽しいと思えます。
人は変わります。思い込みを持たずに、色々なことにチャレンジ
するべきですね。

店舗マネージャー

接客というとマニュアルがあって、その通りにこなしていくという
イメージもありますが、この職場にはマニュアルがありません。
段取りはありますが、接客では一人ひとりの個性や良さを尊重して
くれます。
当たり前のことをやるのはもちろんですが、お客様に喜んでいただ
けるかどうかは、ちょっとした工夫なのかもしれませんね。
海外からのお客様も多いので、自分の接客で日本の印象が左右さ
れると考えるとなんだかワクワクしますね。

接客というとマニュアルがあって、その通りにこなしていくという
イメージもありますが、この職場にはマニュアルがありません。
段取りはありますが、接客では一人ひとりの個性や良さを尊重して
くれます。
当たり前のことをやるのはもちろんですが、お客様に喜んでいただ
けるかどうかは、ちょっとした工夫なのかもしれませんね。
海外からのお客様も多いので、自分の接客で日本の印象が左右さ
れると考えるとなんだかワクワクしますね。

ベルボーイ

「人の役に立つ仕事がしたい」と、この業界を選びました。特別
養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護のお年寄
りが入居できる公的な「介護保険施設」の1つです。仕事の中心は、
利用者さんの食事や入浴の介助、健康管理・リハビリなど生活支
援の全般ですが、想像していたよりもやることが多く最初は苦労
しました。そんな時でも、私を支えてくれたのは、利用者さんの
笑顔です。今ではその笑顔が私にとって一番のやりがいとなってい
ます。

「人の役に立つ仕事がしたい」と、この業界を選びました。特別
養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護のお年寄
りが入居できる公的な「介護保険施設」の1つです。仕事の中心は、
利用者さんの食事や入浴の介助、健康管理・リハビリなど生活支
援の全般ですが、想像していたよりもやることが多く最初は苦労
しました。そんな時でも、私を支えてくれたのは、利用者さんの
笑顔です。今ではその笑顔が私にとって一番のやりがいとなってい
ます。

介護士

社会医療法人中山会　宇都宮記念病院

宇都宮市の中心市街地に位置する総合病院
で、昭和38年の開院以来、地域に根差し、
質の高い医療の提供をモットーとしてい
ます。

動画を見る

社会福祉法人くすの木会

入居型である特別養護老人ホームやグループ
ホーム、在宅型であるデイサービスやヘル
パーサービスなど、介護状態や生活環境に
応じたサービスを提供しています。

動画を見る

元気寿司株式会社

業界5位。業界に先駆けてハワイに直営店を
オープン。FCによるアジア地域への展開など、
世界中に340以上の店舗を持つ回転寿司
チェーンです。

動画を見る

金谷ホテル株式会社

明治6 年創業。明治、大正、昭和、平成そし
て令和へと140 年を越える歴史を積み重ね
てきた、日本最古のリゾートクラシックホテ
ルを運営しています。

動画を見る
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サービス業 農業、林業

生まれ育った地元、宇都宮の安心・安全を支える業務に魅力を感じ、
入社を決めました。
警備会社と聞くと、皆さんは何をイメージするでしょうか？工場や
イベント会場などで、交通誘導をしている警備員の姿ではないで
しょうか？入社前は私も、常に危険と隣り合わせの超体育会系の
職場だと思っていました。実際は、お客様との接し方やビジネスマ
ナーなどが重点的に指導されます。お客様に寄り添うあたたかさ
を大切に日々業務に勤めています。

生まれ育った地元、宇都宮の安心・安全を支える業務に魅力を感じ、
入社を決めました。
警備会社と聞くと、皆さんは何をイメージするでしょうか？工場や
イベント会場などで、交通誘導をしている警備員の姿ではないで
しょうか？入社前は私も、常に危険と隣り合わせの超体育会系の
職場だと思っていました。実際は、お客様との接し方やビジネスマ
ナーなどが重点的に指導されます。お客様に寄り添うあたたかさ
を大切に日々業務に勤めています。

警備

廃棄物の処理について、ほとんどの廃棄物は燃やして埋め立てて
いるものだと思っていました。しかし、廃棄物に関する知識が増
えていく程、何気なく捨てていたものが分別をすることでリサイク
ルできるものになることを知りました。知っているようで知らない
ことがたくさんありましたね。
地球環境の保全はすべての人に共通する重要課題のひとつです。
栃木県をより良くするために、まずは地元から。一緒に頑張りま
しょう !

廃棄物の処理について、ほとんどの廃棄物は燃やして埋め立てて
いるものだと思っていました。しかし、廃棄物に関する知識が増
えていく程、何気なく捨てていたものが分別をすることでリサイク
ルできるものになることを知りました。知っているようで知らない
ことがたくさんありましたね。
地球環境の保全はすべての人に共通する重要課題のひとつです。
栃木県をより良くするために、まずは地元から。一緒に頑張りま
しょう !

法人営業

北関東綜合警備保障株式会社

警備センサーを設置したお客様のお宅、異
常時の現場急行などの機械警備を中心に、
常駐警備、警備輸送、指定管理業務など、
幅広く業務を行っています。

動画を見る

有限会社関東実行センター

『環境の保全に努め、環境に優しい企業活動
を行う事』を理念として、小山市の家庭ごみ
の収集運搬・産業廃棄物収集運搬・下水道
総合管理などを行っています。

動画を見る

植栽した苗木のために雑草や雑木を刈り取る下刈りやツル切りを
行ったり、秋には枝打ち、冬には地ごしらえ、そして春には苗木
の植付け。一年を通して森の手入れをしています。
森は土砂崩れなどの自然災害を防ぐだけでなく、雨水を吸収して
ミネラル分を含んだおいしい水を育んでいたりと、いろいろな働き
で私たちの生活を支えています。
多少の体力は必要ですが、やりがいもあるし、山好き・自然好き
にはたまらない仕事ですね。

植栽した苗木のために雑草や雑木を刈り取る下刈りやツル切りを
行ったり、秋には枝打ち、冬には地ごしらえ、そして春には苗木
の植付け。一年を通して森の手入れをしています。
森は土砂崩れなどの自然災害を防ぐだけでなく、雨水を吸収して
ミネラル分を含んだおいしい水を育んでいたりと、いろいろな働き
で私たちの生活を支えています。
多少の体力は必要ですが、やりがいもあるし、山好き・自然好き
にはたまらない仕事ですね。

林務作業・資材販売 / 監査

栃木県森林組合連合会 / たかはら森林組合

森林組合は、森林の整備や経営管理、優良
材の生産などを行う協同組合です。連合会
は森林組合の指導や監査、森林組合が生産
した木材の販売を行う組織です。

動画を見る

以前から農業に興味があり、農業に関わる仕事をしたいと考えて
いました。
道の駅内の自社農場やレンタル農場を運営するなど、自社による
生産販売だけではなく、体験農業・食農教育・担い手育成など、
交流を通じた新しい農業の提案も行っています。野菜を育てる際
には予期せぬ事態に直面することがあります。聞いたり・調べた
りしても、うまくいかないこともありますが、そういった苦労をし
た野菜がちゃんと育った時が、この仕事の一番のやりがいですね。

以前から農業に興味があり、農業に関わる仕事をしたいと考えて
いました。
道の駅内の自社農場やレンタル農場を運営するなど、自社による
生産販売だけではなく、体験農業・食農教育・担い手育成など、
交流を通じた新しい農業の提案も行っています。野菜を育てる際
には予期せぬ事態に直面することがあります。聞いたり・調べた
りしても、うまくいかないこともありますが、そういった苦労をし
た野菜がちゃんと育った時が、この仕事の一番のやりがいですね。

農業スタッフ

株式会社ファーマーズ・フォレスト

認定農業者法人で生産から販売まで一気通
貫で行い、地域の6次産業化創造拠点として、
地域農業の付加価値を創造するための取り
組みを実践しています。

動画を見る
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製造業

主に試作製品を加工するのに用いる、ワイヤーカットの工程を担当
しています。打合せを重ね、試行錯誤しながら完成させていくこ
とが魅力ですね。難しい内容も多いのですが、うまくいった時に
はものづくりの楽しさを十二分に感じられますね。
高校の頃から自動車に関わる仕事に就きたいと考えていました。
広島から栃木の大学に進学し、就職活動も栃木で行いました。
栃木の人は優しいですね。ちなみに栃木にきて一番優しくしてくれ
たのは今の奥さんです。

主に試作製品を加工するのに用いる、ワイヤーカットの工程を担当
しています。打合せを重ね、試行錯誤しながら完成させていくこ
とが魅力ですね。難しい内容も多いのですが、うまくいった時に
はものづくりの楽しさを十二分に感じられますね。
高校の頃から自動車に関わる仕事に就きたいと考えていました。
広島から栃木の大学に進学し、就職活動も栃木で行いました。
栃木の人は優しいですね。ちなみに栃木にきて一番優しくしてくれ
たのは今の奥さんです。

金属加工

自動車用リレーという電源のオンオフを制御する電子部品の製造
に携わっています。
その中でも、生産ラインに供給する部品をプレス機で抜く工程を
担当し、一人で5台のプレス機をオペレートしています。
ワイパーやライト、パワーウィンドウなどの電子部品なのであまり
目立つ部品ではないのですが、ふとした時に自分のつくったもの
が目の前の車で実際に使われているんだなあと思うと、なんだか
嬉しいですね。

自動車用リレーという電源のオンオフを制御する電子部品の製造
に携わっています。
その中でも、生産ラインに供給する部品をプレス機で抜く工程を
担当し、一人で5台のプレス機をオペレートしています。
ワイパーやライト、パワーウィンドウなどの電子部品なのであまり
目立つ部品ではないのですが、ふとした時に自分のつくったもの
が目の前の車で実際に使われているんだなあと思うと、なんだか
嬉しいですね。

部品製造

カラメルソースをはじめとしたデザートソースの開発を行なっていま
す。きっと皆さんも私の担当した製品を口にしたことがあるはず
です。就活を始めた頃は誰もが知っている有名企業をまわってい
ましたが、特定の製品ではなく、甘さや風味などで色々な製品に
関わる中間素材メーカーという存在を知りました。開発された製
品は多岐に渡り、スーパーへ買い物に行くと、自分の関わった製
品ばかりです。新製品が出るたびに思わず売れ行きをチェックして
しまいますね。

カラメルソースをはじめとしたデザートソースの開発を行なっていま
す。きっと皆さんも私の担当した製品を口にしたことがあるはず
です。就活を始めた頃は誰もが知っている有名企業をまわってい
ましたが、特定の製品ではなく、甘さや風味などで色々な製品に
関わる中間素材メーカーという存在を知りました。開発された製
品は多岐に渡り、スーパーへ買い物に行くと、自分の関わった製
品ばかりです。新製品が出るたびに思わず売れ行きをチェックして
しまいますね。

製造開発

自動車用ブレーキディスク、ブレーキドラムなどの製品鋳型を造
型する業務を行っています。鋳造は鉄やアルミ合金などの金属を
溶かし、型に流し込み、固める加工方法です。大仏などをつくる
際にも用いられるなど、昔からある製造方法ですが、現在では独
自の解析技術を使って設計、更に自社開発の設備や計測機器を
使って、より安定的に高品質な製品をつくっています。
技術の高さはもちろん、地元の企業という点も会社を選んだ理由
のひとつです。

自動車用ブレーキディスク、ブレーキドラムなどの製品鋳型を造
型する業務を行っています。鋳造は鉄やアルミ合金などの金属を
溶かし、型に流し込み、固める加工方法です。大仏などをつくる
際にも用いられるなど、昔からある製造方法ですが、現在では独
自の解析技術を使って設計、更に自社開発の設備や計測機器を
使って、より安定的に高品質な製品をつくっています。
技術の高さはもちろん、地元の企業という点も会社を選んだ理由
のひとつです。

鋳型造形

パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社

ワイパー、ライト、パワーウィンドウなどの
自動車の電装設備で使われている、リレー
というスイッチにも似た、電源のオンオフを
制御する電子部品のメーカーです。

動画を見る

仙波糖化工業株式会社

加工食品の色や風味などを手がける食品原
料メーカーです。プリンのカラメルや即席麺
の粉末スープ、粉末のお茶など身近な所でた
くさん使われています。

動画を見る

菊池歯車株式会社

昭和15年創業。航空機産業から自動車産業、
油圧機器・建設機械、印刷業界など幅広い
分野へ歯車を製造・供給を行っている企業
です。

動画を見る

株式会社キリウ

多くの自動車メーカーから信頼されるブレー
キディスク＆ドラムの専門メーカー。鋳造・
機械加工の専門サプライヤーとして、世界の
市場で製品を提供しています。

動画を見る
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いざ就職となった時、地元である栃木のことを自分自身も「意外
と知らないな」と感じたんです。あらゆる世代・地域の方々をター
ゲットとしているこの会社であれば、仕事を通じて栃木のことを
もっと伝えられるのではないかと思いました。広報担当として取材
対応・ニュースリリース・SNS運用・社内報作成などを行なってい
ますが、時には現場にも出て、業務をこなしながらお客様の反応
などを見ます。自分が発信したものに興味を持っていただけた時
は、こっそりと喜びを噛み締めています。

いざ就職となった時、地元である栃木のことを自分自身も「意外
と知らないな」と感じたんです。あらゆる世代・地域の方々をター
ゲットとしているこの会社であれば、仕事を通じて栃木のことを
もっと伝えられるのではないかと思いました。広報担当として取材
対応・ニュースリリース・SNS運用・社内報作成などを行なってい
ますが、時には現場にも出て、業務をこなしながらお客様の反応
などを見ます。自分が発信したものに興味を持っていただけた時
は、こっそりと喜びを噛み締めています。

リゾート施設広報

掃除というと、面倒な単純作業のような印象を受けるかもしれま
せん。しかし、やってみると奥が深く、もっと深く知りたいと思う
ようになりました。清掃の一番のやりがいは、その仕上がりです。
プロの仕上がりは段違いです。
ビルメンテナンスは、決して華やかな仕事とはいえません。しかし、
チームとして協働することも多く、日頃から複数の部門や部署が
連携して業務を行います。連帯感も強まり、みんなで仕事を成功
させたという気持ちも味わえます。

掃除というと、面倒な単純作業のような印象を受けるかもしれま
せん。しかし、やってみると奥が深く、もっと深く知りたいと思う
ようになりました。清掃の一番のやりがいは、その仕上がりです。
プロの仕上がりは段違いです。
ビルメンテナンスは、決して華やかな仕事とはいえません。しかし、
チームとして協働することも多く、日頃から複数の部門や部署が
連携して業務を行います。連帯感も強まり、みんなで仕事を成功
させたという気持ちも味わえます。

総合ビルメンテナンス

生活関連サービス業、娯楽業

この会社を選んだ１番の理由は、何よりも機械が好きだったこと
です。機械といったら、車や飛行機などを想像すると思います。
自分自身も高校生の頃はパイロットという夢もあったのですが、食
品機械と聞いて「そういう機械もあるのか、面白そうだな」と感
じました。製品は国内だけではなく、世界 120 以上の国と地域に
輸出されています。食は文化として非常に大切なものです。ここ
に機械設計で挑むことはとても難しいのですが、やりがいのある
ことだと思っています。

この会社を選んだ１番の理由は、何よりも機械が好きだったこと
です。機械といったら、車や飛行機などを想像すると思います。
自分自身も高校生の頃はパイロットという夢もあったのですが、食
品機械と聞いて「そういう機械もあるのか、面白そうだな」と感
じました。製品は国内だけではなく、世界 120 以上の国と地域に
輸出されています。食は文化として非常に大切なものです。ここ
に機械設計で挑むことはとても難しいのですが、やりがいのある
ことだと思っています。

機械設計

思い出すのは小学生の頃、この工場へ見学に来た時のことです。
自分が食べている商品の製造を見た時に「ちゃんとつくっている
人がいるんだなぁ」と、とても不思議な感覚を持ちました。まさ
か今、自分がつくっている人になるとは。
食に携わる仕事ほど夢のある仕事はないと思います。
自分がつくった商品が店頭に並んでいたり、手に取られているの
を見た時には、とても嬉しいものです。
栃木から全国へ。皆さんもぜひ、この感動を味わってください。

思い出すのは小学生の頃、この工場へ見学に来た時のことです。
自分が食べている商品の製造を見た時に「ちゃんとつくっている
人がいるんだなぁ」と、とても不思議な感覚を持ちました。まさ
か今、自分がつくっている人になるとは。
食に携わる仕事ほど夢のある仕事はないと思います。
自分がつくった商品が店頭に並んでいたり、手に取られているの
を見た時には、とても嬉しいものです。
栃木から全国へ。皆さんもぜひ、この感動を味わってください。

食品製造

レオン自動機株式会社

食品機械の開発・製造・販売をしている企業。
独自の哲学による技術開発を行い、食品の
口当たりや香りなど、世界各国の食生産の
自動化に取り組んでいます。

動画を見る

フタバ食品株式会社

1945年創業、1951年に県下唯一の本格的
アイスクリーム生産許可工場となり、アイス
クリームや中華まんじゅう、餃子などの冷凍
調理食品を製造しています。

動画を見る

株式会社大高商事

環境衛生管理・設備管理・保安警備業務な
どのビルマネジメント、公立図書館やコンベ
ンション施設、公園などの指定管理業務、
人材派遣などを行う企業です。

動画を見る

藤和那須リゾート株式会社

北関東最大級を誇る遊園地、宿泊施設、別
荘の運営をする。「那須」の人・自然・観光
資源・時間・ライフスタイル活かした総合リ
ゾート事業を展開しています。

動画を見る
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