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  〒018-5337 

  秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

  TEL：0186-35-2251 

  FAX：0186-35-2254 

  URL：https://showa-gp.com/ 

 

溶接・仕上げ作業員 金属バリ取り作業員 金属塗装作業員 折り曲げ加工作業員 営業職 

 

溶接・仕上げ作業員  

業務内容 当社が製造する製品の溶接、仕上げ作業業務に従事して いただきます ・溶接による製品

の加工作業 ・溶接した製品の仕上げに係る作業（サンダー等を使用） ・仕上げをした製品

の運搬、並びに整頓作業 ・溶接器具、サンダー等の安全点検業務 ・工場内の清掃作業 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 溶接の経験または溶接の知識があれば尚可  

年齢 59 歳以下 定年年齢を上限 

勤務地 鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 147,000～192,000 円 

手当 職能手当 5,000～20,000 円   

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 31,600 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 計 3.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済：加入、退職金制度：あり（勤

続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜日、祝日 他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（年間休日予定表による） ＧＷ、お盆、年末年始の休日は連

休あり 

連絡先 〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

TEL：0186-35-2251 FAX：0186-35-2254   
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金属バリ取り作業員  

業務内容 〇金属製品のバリ取り作業に従事していただきます。 

 ・プレス後の金属製品を手動または電動のヤスリ等でバリ取りをする作業です 

 ・その他、工場内の整理整頓等 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

年齢 59 歳以下 定年年齢の上限 

勤務地 鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 147,000～192,000 円 

手当 職能手当 5,000～20,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 31,600 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 3.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済：加入、退職金制度：あり（勤

続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜日、祝日 他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（年間休日予定表による） ＧＷ、お盆、年末年始の休日は連

休あり 

連絡先 〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

TEL：0186-35-2251 FAX：0186-35-2254  E-mail  
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金属塗装作業員 

業務内容 当社工場において板金製作された金属製品の焼付塗装業務 

全般に従事していただきます 

 ・パテ、研ぎ、マスキング、塗装、シルク、乾燥、検査 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

年齢 59 歳以下 定年年齢の上限 

勤務地 鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 147,000～192,000 円 

手当 職能手当 5,000 円～20,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 31,600 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 3.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済：加入、退職金制度：あり（勤

続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜日、祝日 他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（年間休日予定表による） ＧＷ、お盆、年末年始の休日は連

休あり 

連絡先 〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

TEL：0186-35-2251 FAX：0186-35-2254  E-mail  
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折り曲げ加工作業員 

業務内容 当社工場において製造する製品の折り曲げに係る作業 

・ベンダー機会を操作し鉄板資材を折り曲げ加工する作業  ・ベンダー機械の保守管理に

係る作業（始業時の安全点検及び油さし等の業務）  ・鉄板資材等の整理管理業務 

・その他、折り曲げ加工業務に附随する業務    ・その他、工場内の整理清掃作業 

＊見習い可、経験のない人でも丁寧に指導します。 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

年齢 59 歳以下 定年年齢の上限 

勤務地 鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 20 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 147,000～192,000 円 

手当 職能手当 5,000 円～20,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 31,600 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・計 3.00 月分 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険、財形、 

退職金共済：加入、退職金制度：あり（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜日、祝日 他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（年間休日予定表による） ＧＷ、お盆、年末年始の休日は連

休あり 

連絡先 〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

TEL：0186-35-2251 FAX：0186-35-2254  E-mail  
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営業職 

業務内容 ・顧客新規開拓 

・受注獲得のための商談、見積作成 

・その他 

＊仕事の内容を覚えるために最初は、現場での勤務の経験していただきます。 

＊経験のない方でも丁寧に指導します 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許 

必要な経験 不問 

必要なＰＣスキル パソコン操作（エクセル・ワード）が可能な方 

年齢 45 歳以下 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から 

勤務地 鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

勤務時間  8:30～17:30 

休憩時間 60 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 147,000～207,000 円 

手当 職能手当 5,000 円～20,000 円  営業手当 20,000～20,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 31,600 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回・60 万～100 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険、財形、 

退職金共済：加入、退職金制度：あり（勤続年数 3 年以上） 

休日・休暇 ・休日：日曜日、祝日 他  ・週休二日制：その他 

・その他の休日：会社の指定日（年間休日予定表による） ＧＷ、お盆、年末年始の休日は連

休あり 

連絡先 〒018-5337 秋田県鹿角市十和田末広字向川原 30-1 

TEL：0186-35-2251 FAX：0186-35-2254  E-mail  

 


