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有限会社 プレ・テック 

 

  〒018-5336 

秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

  TEL：0186-35-3039 

  FAX：0186-35-5630 

  URL：http://pre-tech.ecnet.jp/cp.html 

 

配送集荷員  ＣＡＤ・ＣＡＭ作業員 

溶接作業員  製品検査員 

 

配送集荷員 

業務内容 当工場で製造した製品の配送及び集荷業務に従事して いただきます ・工場で製作した製

品を岩手県北上市方面への納品業務 ・弊社関連会社の男鹿市（プレ・テック男鹿）へ配送

及び 集荷業務 ・青森県弘前市方面のお客様への納品業務 

必要な免許、資格 ・8ｔ限定中型自動車運転免許・フォークリフト運転技能者あれば尚可 

必要な経験等 4t 車の運転経験 あれば尚可 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 70 分 

時間外 あり 月平均 25 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 140,000～160,000 円 

手当 家族手当 配偶者 6,000 円 子 1名 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 5,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 1.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度あり（勤続 5 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜、祝日他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（会社カレンダーによる） お盆(5日) 年末年始（9日） GWの

休日は勤務指定によります 

連絡先 〒018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

TEL：0186-35-3039  FAX：0186-35-5630  E-mail： r-sato-pure@adagio.ocn.ne.jp 
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ＣＡＤ・ＣＡＭ作業員 

業務内容 当社で製造加工するレーザー機オペレーター業務に従事 していただきます ・レーザー機

を使用して各種製品の加工作業 （レーザー機へのデータ入力等の作業を含む） ・付帯器

具等の手入れ等清掃作業 ・製品の整理整頓等管理業務 ・その他付帯業務 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験等 不問  

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 70 分 

時間外 あり 月平均 25 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 135,000～150,000 円 

手当 家族手当 配偶者 6,000 円 子 1名 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 5,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 1.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度あり（勤続 5 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜、祝日他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（会社カレンダーによる） お盆(5日) 年末年始（9日） GWの

休日は勤務指定によります 

連絡先 〒018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

TEL：0186-35-3039  FAX：0186-35-5630  E-mail： r-sato-pure@adagio.ocn.ne.jp 
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溶接作業員 

業務内容 当社で製造する製品の溶接に係る加工業務 ・製造図面を見て、溶接機械を使用して各種

製品の溶接 個所の加工作業 ・溶接機械や付帯器具等の手入れ等清掃作業 ・溶接後の

製品の整理整頓等管理業務 ・その他付帯業務（機械、作業内の整理清掃業務等） 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験等 不問 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 70 分 

時間外 あり 月平均 25 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 135,000～150,000 円 

手当 家族手当 配偶者 6,000 円 子 1名 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 5,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 1.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度あり（勤続 5 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜、祝日他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（会社カレンダーによる） お盆(5日) 年末年始（9日） GWの

休日は勤務指定によります 

連絡先 〒018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

TEL：0186-35-3039  FAX：0186-35-5630  E-mail： r-sato-pure@adagio.ocn.ne.jp 
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製品検査員 

業務内容 当工場で製造した製品の検査業務 ・各種完成した製品の検査に係る業務 ・検査器具等の

管理 ・検査場所の整理等清掃業務＊検査はノギスやメジャー等を使用し、製品の寸法検査

や 仕上がり検査等の精密検査業務を行います 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験等 不問 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 70 分 

時間外 あり 月平均 25 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 135,000～150,000 円 

手当 家族手当 配偶者 6,000 円 子 1名 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 5,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 1.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度あり（勤続 5 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜、祝日他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（会社カレンダーによる） お盆(5日) 年末年始（9日） GWの

休日は勤務指定によります 

連絡先 〒018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字前谷地 36 

TEL：0186-35-3039  FAX：0186-35-5630  E-mail ：r-sato-pure@adagio.ocn.ne.jp 

 


