
10ページから68ページまでに紹介されている企業以外に、
継続的に高卒者を募集している主な企業です。
※次年度以降高卒者を募集することは確定していませんので、ご了承ください

帯広信用金庫

帯広市西3条南2丁目2
☎0155-24-3171

金融業

株式会社
十勝大福本舗

幕別町緑町7
☎0155-54-2236

食品製造業

株式会社しらかば
／社会福祉法人あおい福祉会

帯広市東5条南5丁目5
☎0155-27-1430

介護施設

有限会社
ネット

浦幌町字幸町46-1
☎015-579-7777

調剤薬局

極東警備保障株式会社
帯広営業所

帯広市公園東町1丁目3-9
☎0155-26-7301

警備業

株式会社
ヨシモト

音更町木野大通東14丁目1
☎0155-31-8000

衣料品販売

株式会社
アルムシステム
帯広市清流西2丁目

☎0155-47-0953
介護施設

株式会社
NKインターナショナル

幕別町札内桜町136-31
☎0155-27-6888

携帯電話販売

ヤマト運輸株式会社
道東主管支店

芽室町東芽室基線18-101
☎0155-62-8013

運送業

株式会社
ベルコ帯広

帯広市西18条南1丁目2
☎0155-58-1200

冠婚葬祭業

社会医療法人社団三草会
介護老人施設りらく

芽室町東芽室南2線16-2
☎0155-61-2266

介護施設

株式会社
ホームライフシステム十勝

音更町南鈴蘭南2丁目6
☎0155-30-5555

警備業

ニッポンレンタカー北海道
株式会社  帯広駅前営業所

帯広市西1条南12丁目5
☎0155-22-0919

リース・レンタル業

株式会社
ジェネシス

音更町木野大通西12丁目7-12
☎0155-43-4343

遊戯場

株式会社
スーパースポーツゼビオ
帯広市西19条南2丁目30

☎0155-38-5220
販  売

医療法人社団芳誠会
十勝脳神経外科病院
帯広市西13条南1丁目1-2

☎0155-35-6711
病  院

株式会社
萌福祉サービス
帯広市東10条南5丁目1
☎0155-27-7575

介護施設

オムニス
林産協同組合
幕別町字千住42-6

☎0155-56-1000
製  材

株式会社クランベリー
／有限会社菓子工房アンデルセン

帯広市西2条南6丁目
☎0155-22-6656

菓子製造販売

株式会社
北勝館

音更町木野大通東17丁目2-4
☎0155-43-5400

介護施設

株式会社
MOCK

帯広市西11条北1丁目
☎0155-41-8585

理・美容室

株式会社
観月苑

音更町十勝川温泉南14丁目2
☎0155-46-2001

宿泊業

宮本商産
株式会社

帯広市西2条南5丁目3
☎0155-23-2991
ガソリンスタンド

株式会社
トヨタレンタリース帯広

帯広市東3条南10丁目7
☎0155-25-0100

リース・レンタル業

中札内村
農業協同組合

中札内村東1条南2丁目14
☎0155-67-2211

協同組合

社会福祉法人
清水旭山学園

清水町字旭山南8線58-1
☎0156-63-2134

介護施設

六花亭製菓
株式会社

帯広市西24条北1丁目3-19
☎0155-37-6666
菓子製造販売業

株式会社
ロンド

帯広市西2条南10丁目3-3
☎0155-22-1099
靴・衣料品販売

株式会社
大平原観光ホテル
音更町十勝川温泉南15丁目1

☎0155-46-2121
宿泊業

株式会社いちまる
／株式会社ルーキーファーム
帯広市西5条南34丁目12

☎0155-47-1032
販売／飲食

新 規 高 卒 者 募 集 企 業 一 覧

私以外、全員が2・3年生でとても
緊張しましたが、良い経験になり
ました。

二瓶麻亜耶さん
池田高等学校
1年生

本格的なカメラでの撮影をした
り、しゅんの取材に同行したりす
ることができ、とても貴重な経験
でした!

眞田　舞さん
帯広緑陽高等学校
3年生

取材に行ったり、写真を撮った
り、様々な経験ができて楽しかっ
たです！　勉強になったのでま
たやりたいです。

積山　栞さん
帯広大谷高等学校
3年生

多くの企業を取材して、仕事のこ
とを詳しく知ることができまし
た。貴重な体験ができて嬉しかっ
たです!

奥野　美咲さん
帯広南商業高等学校
2年生

普段の生活では体験できないこ
とを体験させてもらったので、と
ても良い経験になりました！

上村　翔大さん
帯広大谷高等学校 
3年生

インターンシップに参加してい
ろいろと学ぶことができました。
3年生の皆さんは自分に合った進
路を決めてください。

原田　直季さん
帯広農業高等学校
3年生

新聞の整理作業や掲載する写真
の撮り方を丁寧に教えていただ
いたりと、とても充実した体験が
できました。

小野　綾音さん
上士幌高等学校
3年生

何度も打ち合わせを行って納得
いく物ができ、その過程も学ぶこ
とで刺激のある経験ができまし
た。

苅谷　優作さん
帯広コア専門学校
高度情報システム科 2年生

とても貴重な体験をさせていた
だき、楽しく制作することができ
ました。ありがとうございまし
た。

宮野　明良さん
帯広コア専門学校
情報ビジネス科 2年生

内容を決める打ち合わせは貴重
な経験となりました。皆で制作
したページがお役に立てたなら
幸いです。

三浦　士さん
帯広コア専門学校
高度情報システム科 2年生

制作した物が多くの人の目に触
れるとのことで、人生の一大イベ
ントとなるような経験をさせて
いただきました。

中山　拓弥さん
帯広コア専門学校
高度情報システム科 2年生

今まで知らなかった企業も、

実際に取材に行くと

新しい発見がたくさんありました。

インターンシップを
終えて

STUDENT 'S
VOICE

学 生 た ち の イ ン タ ー ン シ ッ プ 体 験

取材チーム
オフショット

OFF SHOT
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十勝で働きたくなる本
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Editor 糸山　笙子 尾崎　友美
 片山　静香 鎌田　暁子
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問い合せ
一般社団法人  北海道中小企業家同友会 とかち支部
〒080-0802  帯広市東2条南4丁目3
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クイズの答え

【 漢字編 】
問1　A

問2　A

問3　A

問4　A

問5　A

問6　B

【 敬語編 】
問7 B
	 「了解」は敬意表現になりません。
	 お客様や目上の人が相手の場合は言い換えましょう。

問8 B
	 「ございます」は「ある」の丁寧語で尊敬語ではない
	 ので、お客様を相手に使う場合好ましくありません。

問9 A
	 「ご苦労様」は目下の人を労う言葉なので、
	 目上の人には使いません。

問10 A
	 「すみません」では敬語表現にはなりません。

【 マナー編 】
問11 B
	 Aの場合は表情が暗くネクタイも緩んでいるので、
	 良い印象を与えません。

問12 A
	 名刺は両手で渡し、両手で受け取るのが基本です。

問13 B
	 Aは15度。Bは45度のおじぎ。
	 Aは受付や廊下などですれ違った際に使います。

2015年3月卒業予定の大学・短大・高専・専門学校・
高校及び中途求職者を対象に企業説明会を開催します。

■ジョブジョブとかちの就活情報提供サービスに登録いただくと、
この冊子のような十勝の企業紹介や、十勝で開催される合同企
業説明会などの就活に関するイベント情報などを、メール等にて
お知らせします。

■現在、十勝で就職活動中の方や、大学などへ進学し、卒業
後は十勝へ戻りたいと思っている方、十勝へのIターン移住をご
検討中の方など、「いつかは十勝で働きたい！」 とお考えの方は、
下記ホームページから、ご気軽に登録ください。

■なお、ジョブジョブとかちは帯広市の委託事業として実施して
いる十勝での就職を支援する仕組みです。

場所／ホテル日航ノースランド2F
時間／13：00～16：00

◆第1次◆2014年2月21日（金）

ワークワークWEB版公開中

場所／ホテル日航ノースランド2F
時間／13：00～16：00

◆第3次◆2014年9月26日（金）

場所／とかちプラザ1F
時間／13：00～16：00

◆第2次◆2014年8月2日（土）

場所／とかちプラザ1F
時間／10：00～12：00

◆高校生の就職説明会
2014年8月2日（土）

http://www.jobjob-tokachi.jp/shukatsu

http://www.work-tokachi.com

十 勝 合 同 企 業 説 明 会 日 程
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