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株式会社 柳澤鉄工所 

 

  〒018-5201 

  秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

  TEL：0186-23-2233 

  FAX：0186-23-2244 

  URL：http://yana.co.jp/ 

 

施盤工・フライス盤工 溶接工 製缶工 

建築技術者 塗装工（見習い可） 

製造技能工（トライアル雇用求人） 

機械設計技術者 営業担当 

 

施盤工・フライス盤工 

業務内容 旋盤工及びマシニングセンターフライス盤工に係る業務に 従事していただきます（旋盤工に

係る業務） ・ＮＣ及び普通旋盤工業務 ・多品種少量機械部品製作、ボーリング用ロッド ケ

ーシング等のネジ切り加工業務 （マシニングセンターフライス盤工に係る業務） ・産業用機

械部品加工及び各種プラント部品に係る製作等 ・材質は、ステンレス及び鉄、ＡＬ、ＢＣ等の

加工 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

必要な経験 施盤工の経験あれば尚可  

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 157,000～235,000 円 

手当 家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244  E‐mail：info@yana.co.jp 

http://yana.co.jp/
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製缶工 

業務内容 当社工場において、製缶に係る溶接及び組立作業 ・製缶工として、溶接や加工組立作業に

従事します ・ＴＩＧ、アーク溶接によるステンレス物の加工組立や 製缶物の加工組立作

業 ・レーザーによる切断加工作業、ロボットによる切断加工 作業等 ・その他製缶に係る

付随する業務 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

必要な経験 製缶工業務経験  

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 160,000～235,000 円 

手当 家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円  

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 
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溶接工 

業務内容 溶接を主とした担当業務に従事していただきます ・アーク溶接及び半自動溶接の作業 ・各

プラント製作に伴う溶接の作業 ・配管工事、タンクの製作、架台製作、プラントの補修等 ・

材質はステンレス及び鉄が主となっています 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

必要な経験 不問  溶接経験あれば尚可 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 157,000～235,000 円 

手当 家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 
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建築技術者 

業務内容 建築物の設計施工管理に係る業務を担当していただきます ・鉄骨建築物の設計施工管理

業務 ・現場管理（積算等を含む）、工程管理等の業務 ・ＣＡＤによる設計業務 ・その他設

計施工管理に付随する業務 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

・２級建築士（必須） ・2 級建築施工管理士（必須） ・1 級建築士あれば尚可 ・1 級建築施

工管理技士あれば尚可  

必要な経験 現場管理経験者（積算等できる方）・パソコン操作（ワード、エクセル） 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 200,000～270,000 円 

手当 技術手当 10,000～30,000 円、家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 

 

  



株式会社 柳澤鉄工所 

 5 / 8 

 

塗装工（見習い可） 

業務内容 当社工場において、塗装に係る業務に従事して いただきます ・鉄骨、その他の製品、資材

等に下地及び仕上げ塗装 （機械による吹付又はローラー及び一部刷毛塗り） ・塗装品が

ない場合は、製缶作業のサポート作業等 ・その他付随する業務 

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 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 8 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 160,000～235,000 円 

手当 家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 

 

  



株式会社 柳澤鉄工所 

 6 / 8 

 

機械設計技術者 

業務内容 機械設計及び施工管理に係る業務に従事していただきます ・機械の設計施工の管理とＣＡ

Ｄによる設計業務 ・ＣＡＤの基本図面から分解し、加工図面の展開 （２次元、３次元） ・レ

ーザー切断用、ＣＡＤ／ＣＡＭ業務 ・パソコンによるデーター作成 ・データーの整備等管理

に係る業務  

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

必要な経験 機械設計経験者あれば尚可 パソコン・ＣＡＤ操作が可能な方 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 170,000～280,000 円 

手当 技術手当 10,000～30,000 円、家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回 10 万円～50 万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 
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製造技能工（トライアル雇用求人） 

業務内容 ●アーク、半自動、ＴＩＧ溶接作業●ＮＣ旋盤、マシニングセンター等の機械作業●製缶作

業 ・プラント製作、コンベアー製作、金属製品製作に伴う 作業全般 

＊各種資格取得については資格の種類により、費用の全額または一部会社で負担します 

＊トライアル雇用求人とは、３カ月の試行期間を経てその後常用雇用を見込んだ制度です。 

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 30 歳以下 

 年齢制限の理由：長期勤続によるキャリア形成を図る観点から 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 157,000～175,000 円 

手当 家族手当 子 一人あたり 20,000 円、 精勤手当 3,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回または 10 万円～50万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 
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営業担当 

業務内容 ●営業業務に従事していただきます。 

 ・取引先との打ち合わせ等。 

 ・営業の対象は、民間および官公庁です。 

 ・営業範囲は、秋田県内、青森県、岩手県、宮城県、関東圏の他、受注による。 

 ・社用車(MT)を使用します。 

＊車で通勤可能な範囲の方を希望します。 

必要な免許、資格 普通自動車運転免許    

必要な経験 建築または機械製造の営業経験 ・ＰＣスキル ワード、エクセルの基本操作が可能な方 

年齢 64 歳以下 定年年齢を上限とする 

勤務地 鹿角市花輪字六月田 28 

勤務時間  8:00～17:00 

休憩時間 80 分 

時間外 あり 月平均 10 時間 

雇用形態 正社員 

賃金 170,000～200,000 円 

手当 技術手当 10,000～30,000 円 精勤手当 3,000円 家族手当 子 一人あたり 20,000 円 

通勤手当 あり 実費支給上限あり月額 15,000 円 

賞与 あり 前年度実績 年 2 回または 10 万円～50万円 

待遇・福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形、退職金共済加入 

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：会社指定日 お盆 年末年始 創立記念日 勤労感謝の日 ＧＷの休日は

会社のスケジュール表によります 

連絡先 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字六月田 28 

TEL：0186-23-2233  FAX：0186-23-2244   E‐mail： info@yana.co.jp 

 


