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WISE
Work-style Information by Student’s Eyeとは？

　WISE（ワイズ）は、地元大学生が地元企業を取材し、その魅力を
発信する仙台独自のプロジェクト。「Work-style Information by 
Student’s Eye」の頭文字からネーミングしました。始動は2015年
秋。毎年多くの大学生が、大手就職情報誌には載らない地元企業を
掘り起こし、紹介しています。

　42％　宮城県内の大学を出た新卒者が、宮城県内の企業に就職
した、いわゆる「地元就職率」です。
　同じ2014年度の実績で比較すると、同規模の政令指定都市が
ある広島が54％、新潟は55％。札幌市がある北海道に至っては、な
んと66％と大きく水をあけられています。若者たちが首都圏などに
流出していくのは地元経済の大きな痛手。震災からの復興も進みま
せん。
　そこで誕生したのがWISEです。少しでも多くの人が「ジモト」の良
さを見つめ直すきっかけになればと、仙台市と大学、地元企業など
が連携して始めました。

地元企業の魅力を地元大学生が取材
地元就職情報をＷＥＢと冊子で発信

WISEが
生まれたワケは42%

WEB版 冊子版
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座談会・地元就職の現実と課題　その１　 WISE
Work-style Information by Student’s Eye

大学はどう見る？
大学生の就職状況や大学の就活支援の取り組みについて、
大学の進路指導担当者に聞いた。　

地元企業の就職情報が大学生に
届いていないように感じます。

―震災後の大卒者の就職状況は？
中村　震災から 6 年が経過し、震災
直後と比べると大卒者の就職内定率は
大きく改善されています。全国的にみ
ても、今の大卒者は「売り手市場」だ

と言えますが、一番の特徴は、「是が
非でも首都圏で就職する」という学生
が少なくなってきていることです。東
日本大震災の経験からか、東北地域の
復興のために力になる人材でありたい
と思う学生が多くいます。そのせいか、
採用する企業側も、東北枠や地方枠と
して学生を募集するケースが増えてき
ています。
阿部　売り手市場とはいえ、ある業種
には多くの学生が集まり、募集をして
も人が集まらない業種があったりと、
偏りが起きているように感じますね。
中村　企業と学生の就活におけるマッ
チングという点では、地元の求人情報
はたくさんあるものの、その情報が学
生には届いていないという実情がある
と思います。
阿部　それが、宮城県の地元企業へ
の就職率４割という数字にも表れてい
ますよね。地元企業の経営者からも「と

にかく人手が足りない」という話は聞
いています。仙台市としても、震災復
興を進めていくために、クリアすべき
課題だと考えています。

これまで、市として就活セミナーや
合同企業説明会を行ってきましたが、

「大学生に地元企業の魅力をより効果
的に届けるためにはどうしたら良い
か」について考えた時に、学生に協力
してもらうのが良いのではということ
になったんです。
熱海　そこで、学生自身が記者となっ
て地元企業の魅力を発信する WISE
の取り組みがスタートしました。「地
元にもこんな仕事をしている素晴ら
しい企業があるんだ」ということを、
WISE を通して学生たちに伝えていき
たいですね。
中村　素晴らしい着眼点だと思いま
す。学生に東北や仙台の企業に就職し
てもらうためには、学生に地元企業の

存在を知ってもらわなければ始まりませ
んからね。WISE には、今年度、初め
て本学からも学生記者が参加している
ので、個人的にもうれしく思っています。

大学の手厚いバックアップ。
インターンシップはどこも力を
入れています。

―大学の就職支援の実情は？
中村　昔と比べて今の大学生はとても
忙しいのです。平日はしっかりと講義
が組まれているので、インターンシップ
や会社訪問などを平日に募集されても、
学生はなかなか参加することができま
せん。最近は、どの大学でもキャリア
教育に取り組んでいます。こうした授
業には単位が与えられており、必修科
目になっているものもあります。それ程
までに力を入れるのは、大学にとって
学生を社会に送り出すことが重要な責
務であるからです。

本学では地元企業の経営者に、地元
中小企業の魅力についての講義をお願
いしています。そのなかにはこれまで
WISE で取り上げられた企業もあるの
で、受講生には WISE の冊子版を配布
しています。
阿部　大学が WISE を活用してくれる
のは大変ありがたいですね。他にも学
生が地元企業を知るために有効と思わ
れる方法はありますか？
中村　やはりインターンシップだと思い
ます。企業側も学生側もお互いのこと
を知るいい機会になっているので、多
くの大学が力を入れています。本学で
も企業向けにリーフレットを作成し、受
け入れ企業の開拓を行っています。
阿部　私は学生時代に、福島県庁で１
週間インターンシップを行ったのです
が、仕事の１日の流れや職場の雰囲気
を知ることができて、公務員になるモチ
ベーションがさらにアップしましたね。
熱海　私は、インターンシップは経験し
ていないのですが、仕事のイメージと現
実とのミスマッチを回避するためにもイ
ンターンシップは重要だと感じますね。

中村　学生が就職先を選ぶ要素の一つ
に、職場の雰囲気が挙げられています。
現場を見る、そこで働く人と直接顔を
合わせることは、就職選択をするうえ
で重要なことだと思います。

―各大学で行われている保護者懇談会
のねらいは？
中村　待遇も雰囲気も良い会社なのに

「地元企業」というだけで、親の同意が
得られなくて就職できなかった学生もい
ましたし、親が喜ぶからと、大企業に
入ったものの、仕事が合わないと数年
で辞めてしまうケースもありました。

親世代と比べて、就活の環境は企業
側も学生側も大きく変わっています。
大卒だからといっても、親世代が考え
ているような企業の募集は少ないのが
実情です。そして、ほとんどの学生が、
男女問わず「一生働き続けたい」と考
えているのです。

保護者にこうした実情を理解しても
らうため、保護者懇談会を開催したり、
保護者向けの就職ガイドブックを配布
している大学もあります。
熱海　WISE で発信される情報を通じ
て、保護者にも地元企業を知ってもらい
たいですね。ですので、現在 WISE の
活動を紹介するリーフレットを作成し、
活動を広めようとしているところです。

WISE を活用して地元企業を
選択肢の一つに考えてほしいと
思っています。

―WISEに期待することは？
中村　就活情報サイトに登録をすると、
学生のもとには興味のある企業の情報
が次々と送られてきますが、その一方
で地元の中小企業の情報は埋もれてし
まいます。地元にも、魅力的な企業が
たくさんあると思いますが、巡り合う
チャンスが少なく、もったいないと思っ
ています。そのため、WISE の情報発
信は心強いですし、大学としても有効
に活用できるように、後押しできればと
思っています。

熱海　「自分がどういうことをしたい
のか」、「その仕事は地元でもできるの
か」、その点を考えるためにも、学生に
は WISE の情報を職業選択の一つとし
て活用してくれたらうれしいですね。
阿部　WISE に携わって、私自身も仙
台市には面白い仕事、活躍する企業経
営者がたくさんいることを知りました。
自分でも「働いてみたい」と思うような
企業がたくさんありました。学生のみな
さんには、自分が輝ける仕事や職場を、
ぜひ地元で見つけてほしいですね。

阿部 真行
仙台市経済局 産業政策部 経済企画課
企画調整係　主事

熱海 祐基
仙台市経済局 産業政策部 地域産業支援課
雇用対策室　主事

中村 節子（なかむらせつこ）
尚絅学院大学　進路就職課　課長
1957 年　宮城県石巻市生まれ。
尚絅女学院短期大学卒業後、尚絅学院に就職。
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

どんな結果にも次への
ヒントがある。あきらめ
ないことが大切

現在は商品開発課で食品素材の研
究をしています。添加物のここをこうし
たら、相乗効果が出ないかなどあらゆ
る仮説を立てて検証し、結果の分析を
行っています。

もともと違う食品メーカーで仕事をして
いたのですが、より食の原点に近い仕
事がしたいという思いと、地元で働きた
いという思いが相まって青葉化成を志
望しました。やはり自分の研究成果が

一つの形になったとき、やりがいを感じます。私は常に「結果」とい
うものを大切にしております。予想とは違う結果になってしまっても結
果は結果であるので、失敗として受け止めるのではなく、その結果
から何がわかるのかということに重きを置いています。学生の皆さん
も目の前の結果だけにとらわれず「なぜ」を繰り返し考えていくこと
で新たな発見をしていってほしいと思います。

想像力・空想力・妄想力。「柔軟性」
を持った人材を求めています

研究所としては、「想像力・空想力・妄想力を持つ人」を求めて
います。研究所では食品の効果を定量的に分析していくのが仕事
です。野菜一つとっても大きさや形、種類などはさまざま。ばらつき
がある中で「なぜこのような結果が出たのか」、「どうすればいい結
果が出るのか」を考え実際に形にしなくてはなりません。そのために
は想像力・空想力・妄想力が非常に大切です。想像していくことで
初めて仮説を立てることができ、検証へと繋がるのです。「こうすれ
ばいいのでは」、「ここがいまいちなのでは」と、一つひとつ考え空
想できる力はこの仕事に必要不可欠です。

そして想像した仮説を立証すべく実験を行い、出た結果から得
られたものや改善点を見出す作業にも、この三つの力は必要です。
得られた結果を生かすことが次につながるのです。

常に結果を前向きに捉え、次に生かせるものを見出せる人材こそ
が、新たな結果を出せるのだと思います。既存の見方や捉え方にと
らわれず柔軟な発想で物事を考え、ゴールまでの道筋を描ける人
材にぜひ志望してほしいと思います。

社員はお弁当を持って来る人、食べに行く人などさ
まざまです。私は毎日お弁当を持参しています。私が
所属する商品開発課は、食品添加物の効果を測定し商
品開発を行っているので、仕事柄、冷凍食品などは飽
きるほど食べつくしています。毎日食品添加物を食し、
向き合っていると味にも慣れてしまうので、日常生活で
は違うものが食べたいと思うんですよね。ですからお

弁当はできるだけ
手作りのものを詰
めるようにしてい
ます。

お弁当の中身は全て手作り。仲間と共
にランチを楽しむ

開発研究部 商品開発課 技術
開発室

石川 禎将さん

（東北大学大学院 農学研究科
修了）

開発研究部 商品開発
課 試作開発室

齋藤 いちえさん

食品メーカーというと食べ物
そのものを作るほうに目がいき
がちですが、その大前提として
メーカーが作った商品が、おい
しいまま消費者の元に届けられ
るしくみが必要です。青葉化成
ではそうした私たち消費者が大
前提として求める「安全」を担
保する技術開発を行っており、
改めて、私たちが手に取るもの
にはさまざまな分野の技術が関
わっているのだということに気
付かされました。

取材に行く前までは「食品添
加物」というと体に悪いというイ
メージを持っていましたが、食の
安全を担保するためには必要不
可欠であり、添加物はただ調合し
て終わりではなく、何をどのくら
い入れるかを日々研究されている
ことを知りとても驚きました。こ
うした研究のおかげで、当たり前
に要求される「安全」が確保され
ているということを認識していき
たいと思いました。
 (川口 御生）

川口 御生
山形大学 4年

齋藤さんの手作り弁当

青葉化成 株式会社 泉開発研究所
食品を安全に消費者の元へ

1995年　 創 業 者 石 田 成 弘 氏　
「食品衛生功労者」として厚生大
臣表彰
1998年度　第1回七十七ビジネ
ス大賞受賞

所長代理

千葉 克則

〒981-3206　仙台市泉区明通４-19-１
TEL：022-378-7891　FAX：022-378-7805

代表取締役　石田 一 氏 資本金   4,000万円 創業・設立   1956年

製造業［仙台市泉区］

安全を守る食のテクニカルコン
サルタント

青葉化成 株式会社 泉開発研究所では、食品
の安全性向上に向けて営業・製造・研究・衛生
管理四つの部門が連携し技術提供を行っていま
す。その中で、泉開発研究所は添加物や食品素
材を用いた研究を行い、食品メーカーが抱えてい
る課題の解決方法を提供しています。

食品メーカーの課題は多種多様です。「日持ちを
よくしたい」、「カロリー低めで濃厚な味をだしたい」
など、食品の保存や食感、味覚にかかわるものまで、
それらを定量的なデータにした解決方法を提示しま
す。特に難しいのが「おいしいをつくる」こと。万
人が「おいしい」と感じる点とメーカーが求める味
の方向性をどのように融合させるかを見極めること
です。食品のおいしさの大前提には安全であること
があり、さらには食品の見た目がわるいと消費者に
購入していただけません。青葉化成の仕事は消費
者が手に取り・購入し・食べておいしいと感じる食
品製造のお手伝いをすることです。

これからも食の安全を守り続
ける

これからも変わらないモットーは、食の安全を守る
ということです。「安全」とは何か。「安全は定量
的なもので、安心は心の問題。私たちは食品の安
全を担保していくのが仕事」と千葉所長。そのた
めには研究開発を通し安全を数値化することが重
要になります。

今後はアジアを中心に海外展開を視野に入れて
おり、2014年８月に中国青島に営業拠点を立ち上
げました。海外は、日本と文化や法律、商習慣が
異なり、越えなければならないハードルはたくさんあり
ます。しかし、日本における安全性や衛生面での
厳しい基準をクリアし培ってきたノウハウは、世界を
相手にしたとしても高い技術力として生かすことがで
きると考えており、今後は国境を越えてフィールドを
開拓していきたいと考えています。

HP
http://www.aobakasei.co.jp/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

使命感を持って仕事に
臨む

入社12年目で、医療機器の修理、
点検を行っています。自分の好きな機
器メンテナンスを通して、社会に貢献
したいという思いで入社を決めました。
機械の中でも医療機器は、人の命に
かかわる重要なものなので、日々 使命
感を持って仕事に励んでいます。

入社前、医療機器はそれほど故障
しないという印象を持っていましたが、想像以上に壊れやすいものだ
と分かりました。だからこそ、エンジニアが持つ技術の重要性にも気
付きましたね。思い通りに修理の作業が進み、お客様の不安が晴
れた顔を見たときは達成感を感じられます。

最後に学生の皆さんへ。仕事は楽しむことが一番大事です。確
かに大変なこともありますが、自分が好きなことであれば、必ず山場
を越えることができます。また、仕事は多くの人とのつながりがあって
完成します。自分の殻に閉じこもるのではなく、人とのかかわりを感じ
ながら日々 の生活を送ってください。

社会貢献がしたい人物を求む
人のために役立ちたい、社会貢献がしたいという人物を求めてい

ます。メンテナンス業に従事している以上、お客様から依頼を受け
たら、いつでも駆けつけなければなりません。大変な仕事かもしれま
せんが、患者の命にかかわる仕事だからこそ、大きなやりがいを感
じられます。

「医療機器の修理は難しそう」と思うかもしれませんが、全く心配
ありません。社内の研修制度が整っていますし、最初は先輩のエン
ジニアに同行して現場で学ぶことができるので、入社後でも確かな
技術を身につけられます。むしろ面接の際に重視しているのは、技
術面より、その人物の人間性です。メンテナンス業は広い意味でサー
ビス業の一種といえます。そのため、人と接することが好きな人が望
ましいですね。メンテナンス後には、お客様に作業報告をする必要
があります。会話を通してお客様に分かりやすく伝える力、コミュニケー
ション能力を求めています。

医療機器は皆さんの想像以上に壊れやすいものです。そして、
故障した際はエンジニアが不可欠です。その分、お客様からの期
待も大きくなります。仕事を終えた時には必ずといっていいほど達成
感を感じられますよ。興味のある方は、ぜひエントリーしてみてください。

私は修理・点検の業務で外出していることが多いた
め、昼食はほぼ外食ですね。この日は事務所近くの定
食屋で日替わりランチを食べました。メニューはホイ
コーロ定食です。食べるものはその日ごとに違います。
ラーメンの日もあれば、奮発して牛タンを食べに行く日
も。昼食が仕事のリフレッシュ、そして毎日の楽しみに
なっていますね。

日々、変化に富むランチ

サービスエンジニア

杉山 浩一さん

サービスエンジニア

杉山 浩一さん

「仕事に使命感を持つ」。取材を
通して一番印象に残った点です。
患者の命にかかわる医療機器。そ
の機器のメンテナンスに従事して
いるからには大きな責任が伴いま
す。社員の方々の真剣な眼差しが
仕事への姿勢を物語っていました。

医療に携わる職業というと医
師や看護師をイメージすると思い
ます。しかし、取材で機器の修理
業も医療環境の向上に大きな役割
を果たしているのだと分かりまし
た。エンジニアの杉山さんの「仕
事は多くの人とのかかわりがあっ
て完成する」という言葉の通り、
さまざまな仕事が積み重なって安
全な医療環境が成立するのだと思
います。

取材前は医療機器に対して難解
な印象があったのですが、説明が
分かりやすく、その上興味をそそ
られるものでした。今後は何事も
敬遠するのではなく、より自分の
視野を広げるように努めていきた
いです。
 (堀井 良樹）

堀井 良樹
東北大学 3年

三澤 奈穗
東北学院大学 3年

石澤 脩
東北大学 4年

定食屋のホイコーロ定食

アクト・セン 株式会社
安心、安全な医療環境を

取締役

中山 光昭

〒981-0902　仙台市青葉区北根３-26-７
TEL：042-660-5808　FAX：042-660-5930

代表取締役　須田 秀二 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1991年

その他サービス業［仙台市青葉区］

医療機器のメンテナンス業
主な業務内容は医療機器の修理、点検です。

取り扱う機器は小型のものからCT、MRIなどの大
型機器まで、多岐にわたります。取引先は医療機
器メーカーのGEヘルスケア・ジャパン株式会社で
す。GEヘルスケア・ジャパンの製品情報を詳しく知
ることで、確かなメンテナンスを行っているため、創
業以来から深い信頼関係があります。

理念は「最高のサービスの提供」。常に高いレ
ベルで技術を提供することを心掛けています。さらに

「次もぜひ修理をお願いしたい」と思ってもらえるよ
うに、お客様への気配りも忘れません。

「強みはエンジニアがタフであること」と語る中山
取締役。機器の故障は突然起こるため、事前に
修理計画が立てられるものではなく、エンジニアは
修理の依頼にいつでも対応するそうです。人の命
にかかわるという使命感を持ち、オーダーは確実に
遂行しています。

新事業への取り組み
2020年を目途に、海外拠点の設立を予定してい

るそうです。医療技術が必要にもかかわらず、エン
ジニア不足が予測される途上国が対象で、具体的
にはミャンマーなどの東南アジア諸国。メンテナンス
技術の提供は、途上国の医療環境の向上にも役
立ちます。

また新しい取り組みとして、CTと3Dプリンターを
融合させた事業があります。現在、CTで撮影し
た断層写真は立体像として観察することができます
が、さらに3Dプリンターを使うことで、撮影写真か
ら臓器モデルを作ることが可能です。臓器モデル
は手に取って観察できるため、医師の手術前のシ
ミュレーションや、患者への手術説明などに活用さ
れているそうです。医師と患者の双方にプラスにな
る事業であり、多くの場に提供されます。「最高の
サービス」を追求し、次 と々新事業に挑戦していま
す。

HP
http://www.act1000.jp/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

やりたいことに忠実に！
以前サッカーをしていて、チームス

ポーツから学んだのは人とのコミュニ
ケーションでした。それが仕事でのか
かわりに繋がっているのかと感じます。
人と話すのが得意ではありませんが、
人とかかわるのが好きというのはもともと
ありました。自身の過去を思い返すと、
学生時代はいい意味で遊びは大事だ
と思いますし、無意識のうちに自分の
中で得られるものがあり、感性が磨か

れているのかなと感じます。さまざまな場所に出かけ、そこで顔見知
りになって見聞を広めたり、お店を覚えたりしました。人との繋がりが
できると、お誘いがあったりして、さまざまなチャンスに出会えて楽し
いですよ。社会性も身に付きますから、行動力は大切だと感じます。
トータル的に考えてみても、学生時代の行動のおかげで、現在人
生に味が出てきたと思っています。

社員が経営者
この業界では「発信」するということが必要不可欠で、自ら探求

するという姿勢がないと成長はないと思っています。当社では、「服
が好き」、「制作することが好き」、「プリントが好き」はもちろんですが、

「何となく興味を持った」ということからでもいいと思っています。好き
こそものの上手なれという言葉もありますし、入社してから学ぶことが
多い仕事ですからね。実際に仕事に取り組んでみて、自分のやりが
いのある作業に辿り着く社員がほとんどです。デザインを提供する側
ですが、デザインのテイストにも得意、不得意があるので、各々対応
しています。自分の趣味が高じてグラフィックデザインの仕事をしたい
と入社してきた社員は、現在プリントの業務をしていますし、飲食関
係から、友人の紹介で興味を持って転職してきた社員もいます。当
社は、社員一人ひとりが経営者という意識を持って行動しています。

「発信」する力がないとできない仕事ですから、仕事で私が社員
に与えることはありませんし、あまり口出しをしません。相手方の視点
に立って考えることが多い業界ですので、必要なのはコミュニケーショ
ンが上手くとれることと、自分から動ける人ですね。

一日の業務内容は大きく変わらず、生産部に所属し
ている私は、工場でプリントや調色、印刷用の版面を
つくっています。昼休みは45分あるのですが、先日は
会社の近所にあるとんかつ店に行き、味噌かつ丼を注
文しました。昼休みの時間は、他のスタッフとコミュニ
ケーションを取るのに最適なだけでなく、自分の知らな
かった社内情報やプライベートな話を聞けることもあ
り、社外でのランチが比較的多いですね。

会社の近辺で情報収集

製造課

伝野 亘毅さん

（宮城県工業高等学校 卒）

製造課

伝野 亘毅さん

取材の終わりに工場見学とT
シャツのプリントを経験させて
いただきました。色の配色や生
地で醸し出す雰囲気が変わるこ
とを知り、水色・黄緑・ピンク
を使用し、インクを練って綺麗
なグラデーションになっていく
様子を間近で拝見できて、視覚
的に楽しかったのを覚えていま
す。私自身、ファッションが好
きなのと、デザイン分野に興味
があったので、こういったアパ
レル業界を取材することができ
て、とても満足していました。
時代に対応していかなければな
らない業種は、今までの取材で
初でしたので、アンテナを張っ
て流れゆく時代を楽しみつつ、
自らのいい刺激になっているの
は、とても素敵だなと思いまし
た。社員一人ひとりが経営者と
記事を書きましたが、取材に応
じてくださった社員の方の魅力
がAZOTHの魅力ではないかと
思いました。
 (佐藤 佳奈）

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
 2年

平田 真莉子
東北学院大学 3年

山田 峻一
仙台大学 3年

伝野さんのランチ

株式会社 AZOTH
社員一人ひとりが経営者

代表取締役

相澤 謙市

〒983-0034　仙台市宮城野区扇町５-２-16
TEL：022-236-1886　FAX：022-236-1887

代表取締役　相澤 謙市 氏 資本金   1,100万円 創業・設立   2004年

製造業［仙台市宮城野区］

グラフィックデザインおよびシルク
スクリーンプリント

衣料品の企画・製造・加工を行っている企業で
す。発注元企業の名義やブランド名で販売される
製品を製造するOEMでは、デザインを提案し、パ
ソコン上でグラフィックデザインを行い、まず見本帳
に相手がイメージしやすいような形で提示します。
その後、修正や話し合いを行いながら商品を作り
上げていきます。アパレル業界でも、デザイナーが
いないブランドの企画を請け負うこともあるそうです。
シルクスクリーンによるTシャツ製造では、スクリーン
にデザインを写した「版」を使い一点一点職人が
手刷りすることで、デザインがそのままTシャツにプリ
ントされます。プリントするインクの種類もさまざまで、
生地の風合いや印象が反映されるそうです。こうし
たアパレル業界の他にも、初音ミクのライブTシャツ
や、ジョジョの奇妙な冒険のイベントTシャツ、その
他ロックフェスなどのグッズの作製を行うなど、幅広
い展開事業を行っているのが特長です。

ものづくりと人とのかかわりの
中で
「ビジネスは目先の積み上げであり、お客様との

会話のキャッチボール」と相澤社長。時代が変化
するにつれて、どんどん変化しているお客様の価
値観に、柔軟に対応していくそうです。また、長
期的な計画というよりは、その時々の視点に立って、
お客様と一緒に作り上げていくスタイルなだけに、常
に同じ立場に立って、お互い正直に話し合いなが
ら仕事を進めていかないと、お客様が思うデザイン
にはたどり着けないと考えているそうです。時代が
変化していくのを楽しみながら、デザイン提案を繰り
返し、商品が完成していくまでのプロセスと、出来
上がったときの達成感は何物にも代えがたいそうで、
お客様の期待に添えるように努めているのです。相
澤社長は「依頼が来たら、その商品について一緒
に考えるよう、精一杯対応しながらさまざまなことに
挑戦して行きたい」と語ってくれました。

HP
http://www.azoth-net.jp/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

夢かなえて、お客さん
を笑顔に。深まる関心、
やりがいにつながる

私は食べることが好きで、幼い頃か
ら食にかかわる仕事に就きたかったん
です。それで大学で栄養士の資格を
取得し、地元・仙台で就職先を探すこ
とにしました。「いたがき」で社長と面
接したとき、「カフェで新商品の開発が
したい」と話すと、意気投合してくれ
て採用となりました。本店では柑橘系
を使ったヨーグルトパフェやあんみつパ
フェの開発に携わることができました。

果物は新しい品種がたくさんあり、それを自分で調べたり試食した
りしていると、どんどん詳しくなるので面白いです。お薦めの品種を
紹介したとき、「買ってみた果物、おいしかったよ」とお客様が笑顔
で話しかけてくれるのが楽しいし、やりがいにもつながっています。

青果店だからかみんな元気、店舗同士のつながりもあります。挑
戦したいことがあれば、トライさせてくれるのも魅力の一つ。産休制
度も整っていて、女性にも働きやすい職場だと思います。

果物・野菜への関心を生かして、チャレ
ンジ精神旺盛に

最近は果物や野菜に関心があるという理由で入社する社員が多
いですね。そういう社員には、その関心を仕事の中でこそ生かして
ほしい。例えば、野菜ソムリエの資格を取得することで関心を深め
ていきつつ、果物や野菜の栄養素やおいしい食べ方といった情報
をお客様に伝え、商品を薦められるような接客をしてほしいと思いま
す。

さらに「店をこのようにリニューアルしたい」とか「こんなお店を作
りたい」など、新しい店舗や店舗改装時に自分の思いや意見を出
せる人材を求めています。創業してもうすぐ120年ですが、いつも
変化をしていかないとお客様を楽しませ続けることはできません。そ
のためにはチャレンジすることが大事だと思います。だから、取り組
みたいことがあれば、まずは実行してみて、時間をかけてでも成し
遂げていく。そんな自分の意見とチャレンジ精神を持った人材を、こ
れからの「いたがき」に求めています。

社員はみんな真面目ですし、社内の雰囲気にも新入社員はすぐ
馴染んでいるようです。この真面目な社風が、お客様の信頼にもつ
ながっていますので、やはり真面目なのが一番ですかね。社員の年
齢も下は18歳から上は70歳まで、みんな果物を食べて健康で元気
な職場ですよ。

私はいつも野菜がたくさん摂れる「いたがき」のラ
ンチを食べています。「生春巻き」や「雑穀米」もおい
しいですが、おすすめは「温野菜」。入社したときから
ずっと変わらない大好きな一品です。サツマイモやじゃ
がいも、カボチャ、ニンジンなどを、特製のマヨネーズ
と一緒に。とてもヘルシーなメニューですが、ボリュー
ムがあって満足できるランチだと思いますよ。

野菜いっぱいヘルシーランチ。入社い
らいの私のおとも

I T A G A K I  D E S S E R T 
KITCHEN

関本 実生さん

（宮城学院女子大学 学芸学部
卒）

ITAGAKI DESSERT 
KITCHEN

関本 実生さん

「いたがき」のみなさんは笑顔
が印象的でした。社長はもちろ
ん、店舗で働く社員も口をそろ
えて話していましたが「果物に
囲まれているから」というのも
納得です。こうした社員の明る
さが、お店の明るさに繋がって
いると感じました。

そして、「いたがき」のみなさ
んが果物を見る目は真剣そのも
の。職人気質といってもいいか
もしれません。陳列も包装も丁
寧に、慎重にお客様を思う姿勢
が表れていました。果物のおい
しさを生かす努力と工夫は、洋
菓子やジュースが並ぶショー
ケースと、口いっぱいのおいし
さから感じることができました。

インタビューの言葉の端々と
店内に並ぶ果物や作業の姿には、
社長と店舗で働く社員の、産地
を思い、お客様を思い、商品を
思う気持ちが溢れていました。
 (越田 健介）

越田 健介
東北大学 2年

太田 佳奈
東北福祉大学 3年

高橋 夏海
東北福祉大学 4年

ボリュームがあって、ヘルシーな定番ランチ

株式会社 いたがき
新鮮でおいしいくだものと野菜で食卓を笑顔に

代表取締役社長

板垣 金太郎

〒983-0862　仙台市宮城野区二十人町300-１
TEL：022-291-1221　FAX：022-257-0655

代表取締役社長　板垣 金太郎 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1897年

卸売業、小売業［仙台市宮城野区］

「全国のいいものをお客様に」
社員一丸「いたがき」ブランド

果物と野菜の販売を手掛ける「いたがき」。仙
台市の中央卸売市場をはじめ、東京の大田、築
地の市場や独自に契約を結ぶ農家など、全国から
届く新鮮で味のよい品物を食卓に届けています。ま
た、旬の果物を使ったケーキやタルトなどの洋菓子
やジュース、野菜本来の味を生かした温野菜やピ
クルスも人気商品の一つです。洋菓子や温野菜は、
店舗ごとにオリジナルの商品を楽しむことができます。
「いいもの、魅力のあるものをお客様に届けたい」。

仙台市内に17店舗を展開する「いたがき」は、こ
の思いに応えるため、店舗を利用するお客様を第
一に考えた品ぞろえを心掛けています。また、店舗
で働く社員も、品物の情報を調べたり試食して味を
確かめたりすることで、品質が高くて人気がある洋
菓子づくりやお客様のニーズにあった商品選びを助
ける接客を行っています。

創業以来変えない思い、創業
以来いつも新たに

明治30年の創業以来、専門店として「いいもの
を届けたい」という、量販店と一線を画す姿勢に
変わりはありません。そこで社長が大切にしている
のが農家とのかかわり。農業人口が減っている現
在、産地を育てて後継者の育成を助けられるよう、
農家の生活を第一に考えた価格での仕入れを心
掛けているそうです。また、産地の思いをお客様に
伝え続けていくことも忘れません。

さらに飽きない店作りにも力を入れ、利用するお
客様のニーズに応えています。朝市店は安価で手
頃な果物、三越店は贈答向きの果物を並べるとい
うように、店構えと品ぞろえを変える工夫をしてきま
した。社長は「これで安泰だと考えず、将来を見
越して常に変化していかないと」と話します。今後
も産地とお客様を第一に考えながら、商品を通じて
喜んでもらえるいつも新しい「いたがき」を展開して
いくそうです。

HP
http://www.itagaki-jp.com/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

地図に残る足跡。それ
は、努力の足跡

会社説明会に参加して、学校など
の公共施設に携わることに魅力を感じ、
働きたいと思いました。地図に残る仕
事。地図を見たときに学校があれば、
自分が作った家具がそこにあります。
それが日々 のやりがいであり、喜びでも
あります。

入社して半年。担当は施工管理で、
主に現場と連絡を取るのが仕事です。

現場の勝手がわからず、何をしていいかわからないときが多 あ々りま
す。例えば、家具によって運び方に違いがあるのですが、それが
わからないため、失敗を繰り返してしまいます。まだまだ学習してい
る段階ですが、１人で一つの現場を担うことを目標として取り組んで
いきたいですね。

常日頃、心掛けていることは「わからないことを、わからないままに
しないこと」。先輩方は優しくフォローしてくださるので安心です。失
敗してもすぐに立ち直れるポジティブさが求められると思います。

さまざまな角度から学生を評価
人とのコミュニケーションが好きな学生に入社してもらいたいです。

大学の成績が良くなかったとしてもいいのですが、入社してから仕
事に関する勉強をしてもらわなければならないので、基礎学力は必
要です。朝から晩までアルバイトを頑張るのもよいですが、大学での
勉強も最低限やっていてほしいですね。そして、人の意見を聞くこと
ができ、それを受けて自分の意見を言える学生を求めています。

当社は適性検査や漢字・計算などの筆記試験、面接で採用試
験を行います。面接では学生一人ひとりの伸びるポイントを探してい
ます。さらに、重視されるのが「成績表」。４年生の成績だけでなく、
４年間の成績を総合的に見ています。どこを見られているかわから
ない、ということを頭に置いておくとよいのではないでしょうか。

採用に関しては、営業と製造は学部を問わず募集しています。
専門的な知識は入社してから身に付けてもらえればと思いますが、
入社後には施工管理技士の資格試験に挑戦してもらっています。
一方、現場管理や施工図面を描く部門に関しては、専門の学部卒
の学生のみの募集です。ものづくりにかかわりたい、自然や環境を
守りたい、というみなさんの夢を聞かせてください。

宮城野区原町にある本社営業部は60分、同区港にあ
る仙台港工場は40分の決まったお昼休みがあります。
本社ではお弁当や周りの飲食店のランチを食べること
が多いです。一方工場は、お弁当を食べる人がほとん
どです。私の場合、会社に来てくれる弁当屋さんのメ
ニューの中から、その日食べる弁当を注文しています。
今日は「肉ランチ」にしました。結構なボリュームで、
いつも元気が出ます。

決まった時間に一息つく

仙台港工場 業務課 技術係

佐藤 和輝さん

(東北工業大学 工学部 卒)

取締役総務部長

青田 誠一さん

工場には小中学校にある机や
棚など、見覚えのある家具が並
んでいました。懐かしい気持ち
に浸りながら、取材をさせてい
ただきました。１本の木から私
たちの生活を豊かにしてくれる
家具が作られています。公共施
設に据え付けられている家具の
多くが、奥羽木工所が手がけた
ものであることに驚きました。
「地図に残る仕事」という、言

葉が印象に残っています。学校
や病院の数だけ、自分の努力が
あることは喜ばしいことだと思
います。かつて私たちが触れた、
あるいはこれから触れる、家具
の一つひとつが並々ならぬ努力
の結晶であることを知り、素敵
な仕事だと思いました。地元に
根差しながら、全国へ家具を送
り出されている奥羽木工所は仙
台市の誇りだと思います。今後
も、「人」だけでなく「環境」に
もやさしい家具を生み出してく
ださい。
 (本間 翔）

本間 翔
東北学院大学 4年

石澤 脩
東北大学 4年

佐藤 永理
宮城学院女子大学 
3年

弁当屋さんのメニューからセレクト

株式会社 奥羽木工所
「人」だけでなく「環境」にもやさしい家具を全国へ

2008年　経済産業省委託事業サ
プライチェーン省資源化連携事業

「グリーンサプライチェーン賞」受
賞

取締役総務部長

青田 誠一

〒983-0841　仙台市宮城野区原町６-１-16
TEL：022-257-4151　FAX：022-257-3166

代表取締役社長　守屋 長光 氏 資本金   3,000万円 創業・設立   1992年

製造業［仙台市宮城野区］

全国へ、人にやさしい家具を
主に学校や病院、老健施設など公共施設用の

木製据付家具を製造している企業です。すべて
オーダーメイドで、施設の使用目的や間取りに合う
家具の提案・設計を行い、製造から施工までを行
います。家具づくりに用いられるのは、建築廃材や
地域ごとの県産材を使用した「ユニボード」という
名称の両面化粧パーティクルボードです。シックハウ
スの原因とされる有害な物質の発生を抑えた、人
にやさしい家具が作られています。
「コレが欲しい !」という、お客様の声に応え続け

て24年。現在は百三十名ほどの従業員が働いて
います。お客様の要望を設計図に落とし込むところ
から始まり、見積もり、製造、納品という流れになっ
ています。株式会社奥羽木工所が作った家具は、
例えば、学校の昇降口にある下駄箱、教室のロッ
カー、掃除用具入れなど、県内にとどまることなく、
全国各地に納品されています。

お客様のニーズに応えつづける
これまでも、そしてこれからもお客様を第一に考え

る奥羽木工所。「できないことはない、という意気込
みを持ち続けたい」と青田取締役は話します。お
客様に「できません」と伝えてしまう、その時点で
つながりが途切れてしまうからだそうです。どんなと
きであっても、別な方法を考え、それを提案してい
く姿勢を貫きます。

時代の移ろいとともに製造する家具も変化してきま
した。大きな変化は「安全面」だと言います。近
年、指を挟まないように角を丸くしてほしいというよう
な、要望が増えているそうです。また、宮城県では

「宮城スギ」を使って、家具を作ってほしいという
声も多いと言います。奥羽木工所では、そういった
お客様の要望をも取り入れ、従来の材料であるユ
ニボードに地元の材料を組み合わせた家具や、プ
ラスチックのような新素材を組み合わせた家具づくり
を通じて、人に、そして環境にやさしい新しい家具
を作り出しています。

HP
http://www.ohu.jp/index.htm
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こんな人材を求めています

食を通して子どもたち
に笑顔を届けたい

私は、人が最も笑顔になるのは学
校などの教育の場だと考えていました。
実際に教育実習などの経験を通して、
学校教育の中でも、子どもたちが一番
笑顔になるのは給食の時間だということ
に気付き、将来は食にかかわる仕事に
就きたいと考えるようになりました。就職
活動で一番大切にしていたのは「軸
を曲げない」ということで、その理念が

一致する企業に入社しようと決めていました。お客様の声を何よりも
大切にし、要望に迅速に対応している当社の姿勢に共感したので
す。現在は、かまぼこを通して子どもたちにエンターテインメントを提
供する仕事をしていますが、私への応援メッセージをお客様が書い
てくれたのを見て、とても嬉しかったです。自分の軸を大切にするこ
とで満足のいく就職活動ができると思うので、学生の皆さんにもご自
分の軸となる考えを大切にしていただきたいです。

素直で明るい、気持ちのいい方を求め
ます

食品を扱う会社なので、少しでも食に関心がある人が好ましいで
すね。食に関して自分なりの考えを持ち、喜びを感じることができる
人は、仕事でも活躍できると思います。仕事は常に学ぶ姿勢が大
切で、人は何かを成し遂げ、自分の成長を感じられた時に充実感
を得られるものです。充実感を得られると、自ずと人生も豊かである
と感じることができます。つまり仕事とは、充実した人生を送るために
あるといえるのです。当社で働くことで、自ら限界を作ることなく何事
にもチャレンジし、自分が感じた喜びや充実感を周りの人にも伝えて
いってほしいと思います。また、当社は地域に根ざした企業として、
地域活性化・地域貢献の役割も担っていきたいと考えていますから、
そういったことにも興味を持ってもらえたらうれしいですね。さらに皆さ
んには、社会人になる前に気持ち良く挨拶ができるようになってもらい
たいと思っています。挨拶は社会人としての基本マナーですが、相
手が気持ち良くなるような挨拶をするのはなかなか難しいことです。
そのためにはまず、自分が相手に気持ちの良い挨拶を届けたいと思
うことが大切で、その気持ち良さは、素直な人柄に表れると思いま
すので、ぜひ素直な人であってほしいですね。

販売スタッフの年齢が全体的に近いこともあり、仕
事の話はもちろん、プライベートなことも相談できる
アットホームな職場です。私のランチの過ごし方には
パターンがあり、一緒にシフトに入っているスタッフと
の会話を楽しみながら昼食をとり、そのあと身だしなみ
のチェックや仮眠を取ったりしています。先輩の姿から
たくさんのことを学ぶことができ、日々成長できる職場
です。

会話の弾むアットホームな雰囲気です

笹かま館 販売スタッフ

大槻 桃子さん

（宮城教育大学 教育学部 卒）

笹かま館 販売スタッフ

大槻 桃子さん

今回の取材で最も印象的だっ
たのは、取材を受けてくださっ
た皆さんの笑顔が素敵だったこ
とです。人とかかわる上で笑顔
はとても印象強く残りますし、
お客様にいい気持ちを与えるこ
とができます。また会社として
も、笹かまぼこをお酒のあてに
できるバーを展開したり、お客
様のお声に迅速に対応している
ところなど、理念とお客様への
対応が徹底されていると感じま
した。それが結果的に、自身の
成長、達成感にも繋がり、仕事
への充実感を得ることができる
という好循環のサイクルができ
あがっていて素晴らしいと思い
ました。今後、自分が社会人と
して働くときは、これらのこと
を参考に楽しんで仕事ができる
ように頑張りたいです。
 (中山 結衣）

中山 結衣
宮城学院女子大学
 3年

堀井 良樹
東北大学 3年

石澤 脩
東北大学 4年

庄子 貴博
尚絅学院大学 1年

大槻さんのランチ

株式会社 鐘崎
笹かまぼこを通して幸せを提供していきます

2015 年　 笹 か ま ぼ こ「 大 漁
旗」10枚入り 経済産業省「The 
Wonder 500」に認定
2015年　本社工場・大和工場 
FSSC22000認証取得

代表取締役社長

嘉藤 明美

〒984-0001　仙台市若林区鶴代町６-65
TEL：022-231-5141　FAX：022-231-2897

代表取締役社長　嘉藤 明美 氏 資本金   8,000万円 創業・設立   1947年

製造業［仙台市若林区］

笹かまぼこの可能性を広げる、
新たな挑戦をしています！

株式会社鐘崎では、笹かまぼこを中心とした水
産物の加工、練り製品の製造および販売を行って
います。また、和惣菜や牛たんなどの製造・販売
も行っています。目指しているのは、お客様にとって
からだに優しくおいしい笹かまぼこをつくること。企
業理念「おいしさ 楽しく」にもあるように、おいしさ
と楽しさを求める食文化創造企業を目指すことで、
世の中に貢献したいと考えているそうです。最近で
は、仙台駅の商業施設に笹かまぼこと日本酒を提
供するカウンターバーのある店舗を作りました。笹か
まぼこを日常的に食べる機会はそう多くはありません
が、少しでもお客様の身近に感じてほしいという思
いから、このような場所を設けたと言います。今年
で創業70年を迎える鐘崎は、これまでの信念を貫
くとともに、未来につなげていくために、さらに磨きを
かけてお客様に商品を提供していこうとしています。

いままでもこれからも　東北に
寄り添う会社でありたい

鐘崎が掲げる「かまぼこづくりは、幸せづくり」と
いう言葉には、笹かまぼこを通してお客様が幸せ
に、少しでも豊かな気持ちになってほしいという思い
のほか、社員には、この会社で働けて楽しい、幸
せだと感じてもらいたいという思いが込められており、
そのような環境づくりを目指しているそうです。お客
様や地域と積極的にコミュニケーションをとることで、
仕事を通して何か貢献できないかを日々 模索してい
ます。例えば七夕祭りからの発想をもとに七夕に結
婚式を開催するなど、新たな気付きや繋がりを取り
込んでいます。「事業を拡大しながら大きなビルをい
くつも建てるような企業ではなく、地域に寄り添うこと
で地域にとって輝く存在になれるような会社をつくっ
ていきたい」と嘉藤社長。若者が就職したいと思
える会社とは、｢未来を描き、常に動いている会社」
と考え、若者が就職したい東北の企業No.1を目指
します。

HP
http://www.kanezaki.co.jp
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こんな人材を求めています

成長できる環境を実感
しています

営業を担当していますが、飲食店か
らお酒の問い合わせを受けたり、こち
らから商品の紹介をするのが主な業務
です。関係を大切にしたいのでお客様
の元へは積極的に訪問するようにして
います。「繁盛してもらいたい」という
思いを持っていますので、自分が紹介
したお酒が「評判良かったよ」と言わ
れたときはやはりうれしいですよね。入
社した理由は「さまざまな経験をしてみ

たい」と思ったから。実際、営業を担当してから、業務に取り組む
なかで知識が増えて、会社がより好きになりました。「ここで頑張れ
ばたくさん学べる」という実感はありますね。今後は会社にとっても、
お客様にとっても替えの利かない存在を目指していきます。最後に、
これから社会にでる皆さんには挨拶と礼儀を身につけることをお勧め
します。自分はその二つを高校時代に野球部で教わったのですが、
それが今に役立っていると感じます。

誠実な人を育てていきたい
求めているのは誠実な人です。素直に謙虚に他人の声に耳を傾

ける力が、当社の仕事では大切になります。誠実さを持つことで、
お客様を支えることができ、商品を適正な価格で購入してもらえるの
です。

入社後は「人を育てよう」という意識の行き届いた職場で成長
することができます。先輩社員は教育しようという思いで後輩に接し
ますし、私自らが社員教育への考えを積極的に周りへ伝えています。

「ここは学校みたいだね」と他の企業の人から言われたこともありま
す。新入社員には、まずグループ会社「業配」で取引先への配
送を担当してもらい、お客様との接し方はもちろん、商品や業界の
知識を身につけ、その後他の業務を経験してもらいます。一つの企
業グループのなかでキャリアアップができますから、自分の将来を長い
目で考えられることが、当社で働く強みかと思います。「自分はパッと
しない人間だから、たいしたことできないのだろうな」と思っている人
でもぜひエントリーしてください。学ぼうという熱意さえ持ち続けたなら
ば、当社で働くことで確実に変われると思います。就活生の皆さん
にはぜひ外見の華やかさではなく、やりがいが感じられる、楽しいと
思える仕事に就いてほしいですね。

お昼は多くの社員が２階の社員食堂で食べています。
メニューは麺系のAセットと定食のBセット。食堂の
人の「社員がお腹いっぱい食べられるように」という
思いから、どちらもボリューム満点に作られていて、B
セットはおかわりも自由にできます。私も食堂を利用し
ているのですが、どちらのセットも美味しそうなので迷
いますね。「今日の食堂メニューは何だろう」と考える
ことが一日の楽しみになっています。

メニューはボリューム満点

営業部営業二課

庄司 健太さん

(仙台商業高等学校 商業科 
卒)

総務部人事課係長

猪狩 圭吾さん

取材で一番印象に残ったのは
佐藤社長の「お客様は仲間だと
思っている」という言葉です。
ビジネスライクな考えに捉われ
ず、「人対人」の関係を大切にし
てきた企業だからこそ、創立以
来100年続いてきたのだと思い
ます。取材では業界のお話を伺っ
たり、営業のコツを教えていた
だいたりと、多くの学びを得る
ことができました。また企業間
取引がメインの会社ということ
で、取材前はその業務形態を詳
しく知らなかったのですが、私
の良く行くような居酒屋も取引
先であることを教わり、あらた
めて「私たちの生活はさまざま
な企業の働きで支えられている
のだ」と感じました。自分も就
職後はお客様の裏方として業務
に励んでいこうと思います。取
材では至らない点もあったなか、
みなさまのご配慮のもと記事の
掲載に至ることができましたこ
とを感謝いたします。
 (石澤 脩）

石澤 脩
東北大学 4年

田村 崇明
東北大学 4年

堀井 良樹
東北大学 3年

社員食堂のランチセット(AとB)

株式会社 カネサ藤原屋
頼りになる東北地元の卸売り酒屋

代表取締役社長

佐藤 裕司

〒983-0036　仙台市宮城野区苦竹３-４-５
TEL：022-239-2331　FAX：022-239-2811

代表取締役社長　佐藤 裕司 氏 資本金   9,300万円 創業・設立   1916年

卸売業、小売業［仙台市宮城野区］

飲食店の頼れる裏方
主な事業は業務用酒類の卸売り販売です。東

北地方の飲食店をはじめ、結婚式場から会館、ホ
テルに対して、商品の販売、紹介を行っています。
また飲食店に対しては、メニューの提案などのコン
サルタント事業もしています。一方カネサ藤原屋グ
ループとして展開してきたのが、取引先向けの業務
用配送業と飲食店向けの不動産業。一つの企業
グループのなかで飲食店のお客様に向けて、物件
の紹介をはじめ商品の販売から配送、さまざまな相
談を受け、対策をともに考え、支えとなれるのが大き
な特徴です。「飲食店の裏方として包括的なサポー
トに努めてきた」と佐藤社長。2007年には新たに
グループ会社を設立し、街の美化を目的とした取引
先の廃棄物収集運搬事業を始めています。東日
本大震災直後には、自社管理ビル店舗の家賃を
営業できるまでの期間無料にし、飲食店の営業再
開を支えました。

お客様とのつながりを大切に
株式会社 カネサ藤原屋が大切にしているのは

信頼関係。それだけに取引先との距離が非常に近
いのが特徴です。これまで、社員がお客様のもと
へ足繁く通い、商品以外の細かな要望にも応えてき
ました。倒産したお客様の相談を受けて、仲介人
として再就職先を紹介したこともあります。そのよう
に培われてきた関係をこれからも大切にしていきたい
と考えているそうです。昔はメーカーや小さな酒屋
も「飲食店を直接訪ねて要望に応える」という営
業スタイルを採用していましたが、現在はコストが合
わないことを理由にそのスタイルはすたれています。

「だからこそ卸売業として、飲食店のパートナーに
なる役割がより強く求められている」と語る佐藤社
長。これまでも、そしてこれからもお客様との対話を
大切にして、その思いに応えていくそうです。

HP
http://www.kanesa-f.com
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こんな人材を求めています

学生時代の経験を生
かして、勉強以外も大
切に

私は機械設備工事の現場監督をし
ています。入社12年目になり、最近は
大きな仕事も任せてもらえるようになって
きました。現場監督は協力会社と発注
会社の間に入るものなので、仕事をす
るうえでのコミュニケーション能力が大
切で、現場で良い雰囲気をつくれるよ
うにいつも心掛けています。

もともと建設関係の仕事に興味があ
り、会社訪問をしたときに就職を決めました。就職活動中は周りの
人の意見を多く聞きました。特に参考になったのは、すでに働いて
いた友達や先輩の意見でしたね。リアルタイムで「働く」ことについ
て聞けたのはとても大きな財産になりました。

学生時代に多くのことを経験しておいてよかったと思っています。
現在学生の皆さんには、ぜひアルバイトも経験してほしいです。

人とかかわる仕事、自ら学ぶ積極性
求む

当社に限らず、どこの会社でも同じだと思うのですが、コミュニケー
ションがとれる人を求めています。面接で明るくはっきり受け答えでき
る人は、かなり好印象ですね。協力会社や発注会社、行政機関
の間に入り、現場監督の仕事を行いますので、コミュニケーション能
力は必須です。あとは積極的な人ですね。入社してすぐは覚えるこ
とが多くて、かなり大変だと思います。初めのうちは先輩の助手とし
て仕事をしてもらいますが、教えられる仕事だけでなく、自分から学
んで覚えていってほしいですね。

必要な資格について、入社時は自動車免許のみで十分です。
工事に必要な資格は入社してから取得すれば十分なので安心して
ください。もちろん仕事に必要な資格取得は会社でしっかりバックアッ
プします。社員のほとんどが入社後に資格を取っています。そのため、
資格取得の際、先輩社員の経験やアドバイスが大きな糧になると思
います。

当社の社員は仙台など地元の学生がほとんどです。学生の皆さ
んにはぜひ仙台に就職してほしいです。東北の中心都市仙台とい
えども、人口は減少していくことでしょう。地元の活性化のためにも
仙台で活躍してほしいです。

現場の社員と社内勤務の社員のお昼休みはそれぞれ
異なります。基本的にはお弁当を持参して、各自空い
た時間に食べるようにしています。現場で働く人が多
いので、食後の時間は昼寝をしている人が多いですね。
現場に出て体を動かす仕事なので、しっかりエネルギー
補給して、午後の仕事に臨めるように準備をしていま
す。

大切なエネルギー補給タイム

工事部

大江 英輝さん

（東北文化学園専門学校 
環境土木科 卒）

営業部

本田 賢一さん

今回が初めての主筆でした。
自分が記事を書いて、企業と学
生をつなぐ架け橋になれるのか
とても不安でした。しかし、今
回取材させていただいた金華工
業商会はとても温かく迎え入れ
ていただき、同行した学生記者
にも聞き足りない部分を補って
いただきました。ただ記事を完
成させたという達成感よりも、
一つの記事にこんなに多くの人
がかかわっているという驚きと、
かかわってくださった方への感
謝が強かったです。

普段私たちの生活に大きくか
かわるさまざまな「管」。しかし
多くを知りませんでした。聞く
話すべてが新鮮で、取材を忘れ
て聞き入ってしまったのが今回
の反省点です。
 (庄子 貴博）

庄子 貴博
尚絅学院大学 1年

石澤 脩
東北大学 4年

本田 賢一　営業部

株式会社 金華工業商会
水と空気を創造する

2016年　第39回仙台市優良建
設工事　優良賞

代表取締役

佐竹 毅彦

〒983-0034　仙台市宮城野区扇町３-６-１
TEL：022-284-5028　FAX：022-284-5025

代表取締役　佐竹 毅彦 氏 資本金   5,000万円 創業・設立   1921年

建設業［仙台市宮城野区］

仙台を支え続ける技術力
株式会社金華工業商会は、管工事業・消防施

設工事業・水道施設工事業の設計・施工、メンテ
ナンスを手がけています。お客様と工事協力店の
間に入り、現場管理や話し合いなどで両者をつなぐ
パイプ役をしています。

全事業の６割を公共事業が占めており、宮城県
庁行政棟の衛生設備の施工を始め、仙台市泉ケ
岳少年自然の家の給排水衛生設備工事や、仙台
市荒井の復興公営住宅の機械設備工事を行いま
した。また民間では「極楽湯」全店の施工・メン
テナンスや、マンションの水道設備工事・点検を行っ
ています。

さらに仙台市の上水道本管工事をする際に必要
となる、仙台市指定給水装置工事事業者登録の
第１号であり、登録以来ずっと仙台市の上水道を
支え続けてきたのです。大正時代から、仙台圏の
空調、水道設備を見てきて培った技術と、守り続け
てきた品質を生かした事業を展開しています。

時代と共に成長
省エネ対応の施設設備を、さらに多く提案してい

きたいと考えているそうです。特に建物設備でエネ
ルギーを最も消費する、空調設備の省エネ化を提
案しています。その中で佐竹社長は、「新築設備
だけでなく、既存設備に対しても省エネを推奨して
いきたい」と強く語ってくれました。

エネルギーを大切にしようという動きはもともとありま
したが、東日本大震災以降その動きはいっそう強ま
りました。お客様のニーズに応えることが使命であ
り、長い歴史の中でさまざまな変化に柔軟に対応
し、成長してきた力がまた発揮される時だと思いま
す。また創業以来大切にしている、「品質、安全
管理、工程管理」をより一層大切にしていくそうです。
将来どんな時代の変化があろうと揺るがないもので
あってほしいと思います。

HP
kinka-k.co.jp

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

お客様と一から家づく
りを行える環境がある、
自由闊達な職場

現在は設計部で家の間取りなどの
設計を立てたり、先輩と一緒にお客様
の要望をヒアリングしたりしています。今
年設計部に入ったので、日々 勉強しな
がら取り組んでいます。私はもともと「大
工として働きたい」という夢があって、
大学で建築学科に所属していました。

「大工塾」という活動を研究室の先
生に薦められ、そこで出会ったのが当社の社長です。今の時代は
効率化を図るために、建物が画一化されていますが、社長は一つ
ひとつお客様と作り上げていくことを大切にしていて、そこに魅力を感
じ入社を希望しました。作ったものが形になったとき、お客様から感
謝の言葉を頂けたときがやりがいを感じます。将来は地元岩手で独
立するのが夢なので、そのために日々 勉強しています。

働くのも、遊ぶのにも体が資本です。自己管理は社会人の基本
なので、学生の時に一人暮らしや家事の手伝いなどに取り組むこと
が大事なのではないかと思います。

周りに気を配れる人。寡黙な職人だけ
ではいい家づくりはできない

自分の周り全体を見まわし、考えて行動できる人材を求めていま
す。「大工」と聞くと寡黙に黙 と々作業を続ける人を想像しませんか。
確かに黙 と々作業をこなし、完璧なものづくりを行う職人も必要です
が、実際の現場では他にもたくさんの仕事があります。家づくりに関
わる多くの人が作ったものを組み合わせ、一つの家が出来上がるわ
けですから、決して一匹狼ではいけないのです。自分の作ったもの
が家のどのような部分を担っているか、自分の手回りだけでなく、他
の仕事との連携を考える必要も出てきます。現場監督として指揮をと
るのも大工なんです。

また設計の仕事においても、お客様がどのようなものを求めている
かを把握することが大事です。設計の部分でお客様と齟齬があれ
ば、いい家づくりはできません。そういった意味では人とのコミュニケー
ション能力はとても大切です。設計、大工、どのような役回りでもや
はり全体を見て動ける人、周りへの気配りをたやさない人が求められ
ています。働いていく中で周りを見る力というのは身についていくと思
いますが、普段から相手に対する思いやりを忘れない方にぜひ来て
もらいたいですね。

現在は設計部に所属しているのでデスクワークが基本
です。お弁当を手作りしたり、コンビニで買ったお弁当
を食べたりしています。昼休みはなるべく、リフレッシュ
に時間を割きたいので、外食するより事前に持ってきた
ものを食べることが多いです。現場の大工さんが、その
場でお弁当を食べているのもそういった理由です。大工
さんは体力勝負の仕事ですから、１分でも体を休めて午

後に備えたいと
いう思いがありま
す。お昼休みは、
午後に全力で仕事
に取り組むための
大切な時間です。

心身を休める大切な時間

設計部

前川 智弘さん

(東北工業大学卒)

設計部

前川 智弘さん

丁寧に対応してくださる姿が
印象的でした。一番印象的だっ
たのは、「全国の先進事例となる
ような、町おこし、人材育成を
行っていきたい」という決意を
語ってくださったことです。ど
んな業種にも業界ならではの課
題があり、その業界で働く人は
常に危機意識を持っていると思
います。ですがその課題に対し
て自分に何ができるか、という
ことを考えて実際に行動に起こ
している人は、あまり多くない
のではないでしょうか。NPO法
人の立ち上げ、大学での授業、
就職のマッチングなど、さまざ
まな取り組みを行っている高橋
社長は気概がある人物だな、と
思いました。

自分自身に省みて、課題を克
服するためにどうすべきかを考
えて行動できる人間になりたい
と思いました。
 (川口 御生）

川口 御生
山形大学 4年

佐藤 永理
宮城学院女子大学 
3年

前川さんの手作り弁当。時間のあるときはな
るべく作るよう心掛けているそうです

有限会社 栗駒建業
完全地産地消をめざして

代表取締役

高橋 渉

〒981-3117　仙台市泉区市名坂字新門前24-７
TEL：022-373-3104　FAX：022-346-0626

代表取締役　高橋 渉 氏 資本金   500万円 創業・設立   1981年

建設業［仙台市泉区］

地域に根差して35年、人々の
暮らしを守る家づくり

家のリフォームから新築工事までさまざまを請け負
う工務店です。宮城で35年、地域に根差して営
業してきました。県内にも数多くの工務店があります
が、有限会社 栗駒建業の強みは「人」。家は人
の暮らしを支える大切なもの。長く使い続けていくも
のだからこそ、建ててからもお客様と末永くお付き
合いをしていくことを大切にしているそうです。家は
ファッションと同じように、その時代ごとに流行があっ
たり、世代ごとに好みが分れるといいます。そのた
めできるだけ依頼主様と同世代の社員を担当にし
て、お客様の意思や趣向にあったものを作る努力
を続けています。

また、古材の再利用というのも心掛けています。
流通が便利になった分、規格にそぐわず捨てられ
てしまっていた地元の木材を無駄にしません。地元
の職人が地元の木材で家づくりを行う「完全地産
地消」を目指しているのです。

人を育てて建設業界の課題を
改善していきたい

現在建築業界では深刻な人手不足と、現場を
知らない現場監督の増加が問題になっているだけ
に、「人材育成」に力を入れて取り組んでいきたい
と考えています。大学での机上の勉強に頼りすぎ
て、現場に馴染めず悩む若者が増加しているそう
です。また住宅建設の効率化を求めて機械が進
化した結果、新築工事はできても、家の改修や増
築ができないといった大工が増えているそうです。

こうした問題に腰を据えて取り組むために「NPO
法人匠の右腕」を立ち上げる他にも、大学で「大
工の実技」の講義を行うなど、就職支援を行って
います。また現場の職人を育て上げるために、現
役を退いた高齢の大工と若手の大工が関わる場を
つくる「職人の里」というプロジェクトも行っているそ
うです。人材育成を行いながら、自社の家づくりを
より良いものにしていきたいと考えています。

HP
http://www.kurikomakengyou.com/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

後悔のない青春時代を
ケータリング部門でイベント会場への

ホットミールの提供を行っています。及
川代表と共通の知り合いを通して出
会ったのが入社のきっかけです。私に
とって飲食業は未知の業界だったの
で、入社当初はどういうことをしている
会社なのかわからず戸惑いました。こ
れから就職を考えている方は、無知の
まま入社してしまわないよう、志望する
会社について調べておくといいと思いま

す。また、学生時代に社会勉強として、アルバイトやその時だからで
きる遊びに打ち込んで、後悔のない青春時代にしてください。

円滑にコミュニケーションがとれる人
コミュニケーション能力の高い人を求めています。手先の器用さや

知識などは、努力である程度は補えますが、コミュニケーション能力
はすぐに身に付くわけではないからです。自分の意見をはっきりと伝
えることや、相手の立場に立って物事を考えることは、この仕事でと
ても重要なのです。ですから、面接では友達がたくさんいるかどうか
を聞いたり、たわいもない話をしながら判断しています。学歴などは
一切考慮しません。また、飲食業が好きかどうかよりも、人を楽しま
せることが好きな人の方が向いています。飲食業は精神的にも肉体
的にも決して楽な仕事ではないので、好きというだけで続けるのは難
しいと思うからです。苦労が大きい分、やりがいも大きく、お客様に
満足していただけた時は感無量です。飲食業に興味があり、コミュ
ニケーションに自信がある方はぜひ、面接に来てみてください。

朝は各店舗の日報の確認などの事務処理と打ち合わ
せに費やします。今日のランチは、店舗の新メニュー
の試食を兼ねた「おでん出汁のレモンうどん」です。
ランチで一息ついた後は、打ち合わせや店舗回りをし、
経理処理を行います。各店舗のヘルプに行ったり、夜
の会食に参加する日もあり、社長としての業務は多忙
ですが、とても充実しています。

新メニューの試食

ケータリング部門

長尾 貴恵さん

(東北外語観光専門学校 卒)

代表取締役

及川 大生さん

飲食業は、私にとって馴染み
のある業種だったので、他の業
種の企業と比べると学びや気づ
きは少ないだろうと高をくくっ
ていました。ところが、良い意
味で期待が裏切られ、及川代表
から興味深い話を聴くことがで
き、たくさんのことを学ぶこと
ができました。ケータリングサー
ビスの存在は知っていても、そ
のサービスにどういう背景やこ
だわりがあるのかについては、
想像すらしたことはありません
でした。今回の取材で、お客様
が求めるものを最良のコンディ
ションで提供するという、ケー
タリングの魅力について知るこ
とができ、視野が広がりました。
この取材で学んだことを実生活
に活かしていきたいです。
 (三木 拓弥）

三木 拓弥
東北大学 2年

遠藤 優佳
尚絅学院大学 1年

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
 2年

及川 大生　代表取締役

株式会社 クロールアップ
飲食専門代理店としてイベント主様のお手伝い

代表取締役

及川 大生

〒984-0074　仙台市若林区東七番町17　エックスビル
TEL：022-395-7555　FAX：022-395-7565

代表取締役　及川 大生 氏 資本金   700万円 創業・設立   2006年

宿泊業、飲食サービス業［仙台市若林区］

ご要望に合わせて多彩な料理を
主にケータリング事業を行っています。野外イベン

トへケータリングカーを派遣したり、コンサートなどの
屋内イベントに参加するアーティストや裏方に、ホット
ミールを提供しています。野菜をたっぷり使用してい
るのが特徴で、時間が経っても味が損なわれないよ
う調理しています。ケータリングカーの車種はバラエ
ティに富んでいます。料理は和洋中、軽食など数
十種類用意しており、お客様の多種多様な要望に
お応えしています。ケータリング事業の他には、本
社ビルの１階に「酒飯場ででででん」、青葉区一
番町に「エスニック屋台バル ヤムヤムチンチン」、
長町に「串焼きとおばんざい とりえま」などの飲食
店のほか、尚絅学院高等学校の学食売店の運営
なども行っています。

東京オリンピックに向けて
2020年の東京オリンピックの選手のケータリングを

受注するのが大きな目標だそうです。そのために東
京と海外への出店も視野に入れ事業展開をしてい
きたいそうです。海外の店舗はベトナムを考えてい
るそうで、及川代表自らベトナムに何度も視察に赴き、

「ベトナム人は親日家が多く、真面目な印象を受け
た」と話します。現地の人に長く利用していただき、
その人の思い出になるような店を出すことが、及川
代表の目標だそうです。一方でケータリング事業や
店舗事業の拡大とともに、「学食売店の事業の展
開にも取り組んでいく」と笑顔で語ってくれました。

HP
http://www.1000-dai.com/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

人とかかわる仕事には…
この仕事は自分たちよりも年上の人々

と接することが多いため、難しいことも
多くあります。ですが、利用者の方や
家族の方に「ありがとう」と言ってもら
えたり、リハビリをする中で、できなかっ
たことができるようになった瞬間にやりが
いを感じます。

もともとスポーツ系の専門学校に通っ
ていたため、介護福祉士資格は仕
事をしながら習得しました。学生時代

に資格を習得することも大切なことだと思います。しかし、それ以上
に介護の仕事をする上で学生時代にしておけばよかったと思うことは

「コミュニケーション能力」を身につけることですね。やはり人と接す
る仕事ですので、とても大事になってくると思います。

また、どんな仕事もだと思いますが、楽しいことばかりではありませ
ん。その中でも仕事を続けるには目標を持つことだと思います。入社
してどんなことをしたいか、具体的なビジョンを持つことがとても大切
だと思いますね。

資格がすべてではない
介護というと、資格や経験がなければいけないのではと考える人

は多いと思います。しかしそんなことは全くありません。実は私自身も
介護の経験がなく現場に入り、右も左もわかりませんでしたが、多く
の人に支えられながら仕事をしてきました。専門的な知識を持ってい
るということに越したことはありませんが、やはり社会に出て経験し学
ぶことがとても多いです。

そのため私たちが求める人材として挙げるのならば、素直で前向
きな人でしょう。仕事をしていく上でわからないことがあったときに、素
直に聞き学びを深めていくということ、そして失敗をしてもそこで立ち
止まることなく、前向きに仕事に取り組む人がいいですね。しかし、
資格は仕事をする上で必要になるため、資格を習得できるような環
境も整えています。

介護と聞くと子どもや若い世代の人達と違い、能力や機能が衰え
ていく高齢者とかかわる仕事だけに、難しいのではと思う人もいるで
しょう。確かに難しいと感じることもありますが、介護という仕事は「残
された人生にかかわる」ことができる仕事です。利用者の方 と々か
かわる中で、これからの自分の人生についても考えることができる、
素晴らしい職業だと私は思います。

事業所は県内各地にあり、飲食店が多い場所ばかり
ではありません。私が働いている事業所も、中心地か
ら離れているため外食をすることはほとんどなく、弁
当を作ってきたり、買ってきたりと、人によりさまざま
です。私は毎回栄養バランスのとれた、利用者さんが
食べる食事を検食も兼ねてランチとして食べています。
普段は体のことを考えず食事をしてしまうことが多い
ですが、検食を食べるたび栄養のバランスを考えなけ

ればと思える、い
い機会にもなって
います。

バランスのとれた食事

リハビリステーション青山 
副管理者

坂本 孝平さん

リハビリステーション
青山 副管理者

坂本 孝平さん

私自身、介護という仕事は専
門的な知識や技術が必要だと
思っていました。しかし取材を
させていただくなかで、資格や
知識よりも「人とかかわる」と
いう部分で、もっと大切なこと
が多くあることに気付き、大き
くイメージが変わったように思
います。

また、介護をする上での醍醐
味は「残された人生にかかわる」
ことだとお聞きし、高齢者の方々
とかかわる仕事でしか感じるこ
とのできないことであり、とて
もやりがいのある仕事だという
ことも知ることができました。

私は大学で福祉について学ん
でいますが、介護の現場で働く
方々とお話をする機会はありま
せんでした。今回の取材で現場
の声を聞くことができ、自分自
身の大きな学びになったのはも
ちろんのこと、これから自分は
どんな人生を歩んでいきたいの
か考える機会にもなりました。
 (奥津 晴香）

奥津 晴香
宮城学院女子大学 
3年

野間 早百合
東北大学 4年

徳水 璃都
東北学院大学 4年

川口 御生
山形大学 4年

坂本 孝平 リハビリステーション青山 副管理者

株式会社 ここみケア
日本中に笑顔を創る会社になるために

代表取締役

兼子 広喜

〒980-0021　仙台市青葉区中央２-９-27　プライムスクエア広瀬通14階
TEL：022-397-8783　FAX：022-397-8736

代表取締役　兼子 広喜 氏 資本金   1,730万円 創業・設立   1999年

医療、福祉［仙台市青葉区］

その人らしい生活を送るために
介護分野で幅広く事業を展開している企業で

す。主となる業務として３大介助と言われる「食事・
入浴・排泄」を行っており、施設は16カ所。事業
としては訪問介護や通所介護など24事業、その
中でもデイサービス事業が五割程度を占めていま
す。
「いくつになってもその人らしく生きるためには、外

とのかかわりを持つことが大切」と兼子社長。誰で
も家にこもりきりでは意欲も湧かず、楽しいと感じるこ
とも少なくなってしまうもの。そこで社会とのつながり
が薄れてきている高齢者の方 に々、社会参加の機
会や人とかかわる場を作り、生きがいや居場所を提
供しています。

近年は食の分野にも力を入れ、利用者だけでな
く地域の人 に々も安心・安全な食の提供を行うなど、
「日本中に笑顔を創る会社」を目指し、さまざまな
業務を展開しています。

事業拡大とともに働きやすい環
境を

高齢者や障害を持つ人々への訪問介護など、
「現在行っている事業をさらに充実させていきたい」
と兼子社長は語ります。現在、人材派遣紹介事業
も行っており、介護職員初任者研修などの研修事
業にも力を入れているだけでなく、近年は「食」の
分野へも力を入れており、事業の拡大を考えている
そうです。現在は食事を作って提供するというスタ
イルですが、一から作る、つまり食材を育てるという
ところからかかわることができれば、より安心で安全
な食事を提供できるのではないかと考えているとのこ
と。

また、職員がより働きやすい環境を整えていくこと
も一つの目標としています。子育てをしながら働くこ
とは、女性にとって大きな負担となります。そこで、
職員の子どもが優先的に保育所に預けられるよう
に、他の企業などと協力しながら取り組んでいきた
いそうです。

HP
http://www.cocomi.co.jp/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

責任ある仕事や店舗
経営に携われることに
やりがいを感じる

学生時代に居酒屋「へそのを」で
アルバイトをしていました。卒業してから、
はじめは違う会社に就職し、昨年の10
月に退職。ココロ・コーポレーションに
社員として入社しました。入社理由は
人と接する仕事にやりがいを感じたか
ら。お客様からの「ありがとう」という
感謝の言葉や、会話の中で見せてくれ

る「笑顔」が何よりのやりがいにつながっています。正社員はアル
バイトとは違い仕事に責任を感じますが、アルバイトでは任せてもらえ
なかった仕事をやらせてもらったり、居酒屋経営の一連の流れを知っ
たりすることができるので、日々 勉強になりますね。そんな経験から学
生時代は、いろいろなアルバイトをして社会経験を積むことをおすす
めします。社会人とつながりを持ち、接することで自分が社会に出た
ときに、必ず役に立ちますよ。

物怖じせず、誰とでも仲良くなることがで
きる人が優秀な人材

一番重要だと思うのは、コミュニケーション能力ですね。その他に
は何も望んでいません。お酒の種類や料理のことは知らなくても全く
問題ありません。仕事をしながらすぐに覚えられるものなので。どん
な人とでも楽しく会話ができればそれで十分だと思います。大学を卒
業した人は、きっと勉強はできるのでしょう。しかし頭が良くてもコミュ
ニケーション能力が高い人は、あまり多くないと感じています。物怖じ
せず、誰とでも仲良くなることができれば、自然といい接客や仕事に
つながっていくと思いますね。私が思うに、学生が考えている社会
人と、社会人が考えている学生にギャップがあるのではないかと思っ
ています。学生は勉強ができることがいいことだと思っている。しか
し社会人になって、飲食店で働くために大切なのは、「人とどれだけ
コミュニケーションをとれるか」ということです。お客様と上手に会話
をして、距離を縮めることが求められます。決して勉強ができて真面
目な性格でなくてもいいのです。ふざけていても、真面目じゃなくても、
礼を失わず目上の方と楽しく会話ができる人に働いてほしいです。そ
ういうことができる人が「優秀な人材」だと思います。

いつもランチは13時くらいに会議が終わった後や、
仕事がひと段落したタイミングで食べに行きます。今回
は常務と、会議後にクリスロードの老舗蕎麦屋で外食
です。ボリュームたっぷりの蕎麦と天丼で元気をチャー
ジ。食事中は楽しい会話でリラックスした時間を過ごし
ています。おいしいものをお腹いっぱい食べて午後の
仕事も頑張れます。

本日のランチ

一軒家居酒屋　大町へそのを

渡辺 美希さん

(東北歯科技工専門学校 卒)

専務取締役
飲食事業部
調理統括部長

奥山 龍也さん

私はお酒が好きです。大学の
友達やゼミの仲間とよく飲み会
をして、皆でわいわいするあの
時間がなによりも幸せです。今
回は居酒屋「へそのを」を経営
しているココロ・コーポレーショ
ンの取材でした。ここでは料理
やビールは地産地消で、宮城の
食材や仙台の工場から出荷した
ものを、できるだけ新鮮なまま
お客様に届ける努力をしていま
した。働く心構えとしては、お
客様に満足してもらう、喜んで
もらうことを第一に考える。ま
た、物怖じせずに誰とでも上手
に話せるコミュニケーション力
が必要ということがわかりまし
た。飲み会を楽しくさせている
のは、わいわいしている当事者
のほかに、おいしい料理やお酒
を提供し、心地よい接客をして
くれるお店側の見えない努力が
ありました。「へそのを」がこれ
からもずっと地元の人に愛され
続けてほしいです。
 (高橋 夏海）

高橋 夏海
東北福祉大学 4年

田村 崇明
東北大学 4年

三木 拓弥
東北大学 2年

奥山さんのランチ

株式会社 ココロ・コーポレーション
新鮮・安全な食材で地元の人に愛される大衆居酒屋

代表取締役

高橋 信吾

〒980-0821　仙台市青葉区春日町3-9　KISEIビル3階
TEL：022-797-1977　FAX：022-797-1411

代表取締役　高橋 信吾 氏 資本金   1,500万円 創業・設立   2001年

宿泊業、飲食サービス業
［仙台市青葉区］

宮城でとれた食材を新鮮なま
までお客様に提供する

現在は5店舗の「居酒屋へそのを」を運営して
います。「一軒家居酒屋 大町へそのを」「酒縁居
酒屋 一番町へそのを」「三階まるごと居酒屋 仙
台銀座へそのを」「和心居酒屋 長町へそのを」「地
酒と肴惣菜 定禅寺へそのを」と1店舗ずつ店名
を変えて、その地域に根付いた居酒屋を目指して
います。特徴は、その地域の食材をその地域で消
費するという地産地消にこだわっていること。どこで
生産されたのかわからない食材ではなく、塩釜でと
れた魚や、仙台の工場で製造されたビールを使っ
ています。新鮮なものをできるだけはやくお客様に
提供するのは、会社にとっては多少負担がかかるこ
とかもしれません。しかし「お客様からの『またくるね』
という声を励みに、お客様を喜ばせる努力をするこ
とに何の苦労も感じません。むしろそこにやりがいを
感じます」と高橋社長は話します。

店舗拡大の計画と海外進出
の夢

店舗を拡大し、より多くの人に新鮮な宮城の食材
を知ってほしいと高橋社長は話します。創業から14
年で5店舗は一般的には遅いほうだそうです。しか
し、ただ店舗を拡大すればいいわけではなく、質
を落とさずに1店舗ずつ慎重に運営していくことを目
指しています。場所も、もうすでにたくさんのお店が
ある駅前ではなく、周囲にある程度企業があって、
他のお店があまり出店していない場所に出していく
計画を立てています。また、まだ具体的にはなって
いませんが、ハワイに海外進出することも、社長の
大きな夢だといいます。そこではもちろん宮城の食
材を使って、「世界に宮城をアピールできれば」とい
う願いも込められています。

代表者
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こんな人材を求めています

利用者とコミュニケー
ションを取ることが大切

その日の業務は施設長が決めるの
で、日によって変わりますが、利用者の
送迎と入浴希望の人の入浴介助など
を行っています。入社したきっかけは、
地元で開催していた企業説明会で、
詳しい話を聞いたことです。もともと大
学の研修でさまざまな介護施設の見学
や実習を行ってきたのですが、入社し
て仕事をしてみると実習の時の印象と
はまったく違いましたね。入社した当初

は仕事内容も多く、多くの利用者と接していたこともあり、仕事を早く
覚えなくてはという思いで必死でした。最近になってようやく周りも見
れるようになり、気持ちにも余裕ができてきましたので、現在はどのよ
うに利用者を楽しませるかを考えるようになりました。利用者と接する
上で、できるだけコミュニケーションを図りながら信頼関係を築き、デ
イサービスに来てよかったと喜んでもらえるようなサービスを提供しよう
と心掛けています。

利用者を大事にする気持ちで接すること
ができる人

必要としている人材は、利用者を大切にお世話するという気持ち
をもって接することができる人です。現在施設を利用する高齢者が
幼い時代は、食べ物や着るものも十分ではなく、靴下も継ぎ接ぎだっ
たり、学校で使う教科書も１〜２年前に使っていたものを近所から借
りたり、衣類も譲り受けたものばかりでした。その後戦争を経験して、
敗戦後の日本の困難のなかで苦労し、昭和39年に東京オリンピック
が開催されました。戦後わずか19年でオリンピックを開催できる国力
まで日本経済を伸ばしてきた功労者なのです。そういった人たちの
老後は、せめて心地いい場所で、緩やかに過ごしていただきたいと
思っています。それだけに、社員には優しい気持ちを持って接して
ほしいのです。幸せな環境で育ってきた人は誰もおらず、大変苦労
されてきたと思います。私からすれば、施設を利用している人たち
は親みたいなものです。私個人は親孝行の気持ちを表しながら接し
ていますし、社員にもそういった気持ちを大切にするようにと話してい
ますので、利用者を大切にお世話する気持ちを持った人を求めて
いるのです。

私のランチは、自分で手作りした弁当です。コンビ
ニ弁当を買う時もありますが、自分で作ることが多いで
す。弁当のメニューに関しては深く考えていませんが、
個人的にご飯が好きなので、ご飯に合うおかずを毎回
準備して作っています。好きなおかずは卵焼きで、い
つも入れるようにしています。

自前のお弁当

木ノ下デイサービスセンター
コスモス 職員

藤原 歩美さん

(東北福祉大学 総合福祉学部 卒)

木ノ下デイサービス
センターコスモス
職員

扇 由佳さん

今回コスモスケアさんを取材
して、佐藤社長や藤原さん、扇
さんも口を揃えて話していたの
ですが、利用者の方に楽しんで
もらえるようにと接しているだ
けあって、利用者がコスモスケ
アさんに来て良かったという気
持ちになれるように、取り組ん
でいる印象を強く受けました。
やはり、佐藤社長の「苦労をし
てきた方々だから大切にしよう
ね」という話を、スタッフ全員
が理解し、その言葉が浸透して
いるからこそなのだと感じまし
た。また、佐藤社長は中学生時
代を農家で暮らし、大変苦労し
たそうですが、社会人になり銀
行に勤務していた時は、農家の
仕事を手伝うよりも楽だから苦
に感じなかったそうです。「若い
時に苦労していた方が、人間を
作る段階で非常に役に立つし、
たくましくなれる」と語ってい
たので、自分も残りの学生生活
を頑張ろうと思いました。
 (山田 峻一）

山田 峻一
仙台大学 3年

菅野 歩美
東北福祉大学 3年

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
2年

扇さんが作ったお弁当

コスモスケア 株式会社
安心できる老後を

代表取締役社長

佐藤 賢三

〒983-0826　仙台市宮城野区鶴ケ谷東４-７-５
TEL：022-388-3950　FAX：022-388-3983

代表取締役社長　佐藤 賢三 氏 資本金   2,300万円 創業・設立   2000年

医療、福祉［仙台市宮城野区］

自立生活の支援をするための
さまざまなサービス

コスモスケア株式会社では、ご高齢や認知症の
方々の介護を行っています。認知症により自立した
生活が困難になった方に対し家庭的な環境の下、
能力に応じて可能な限り自立し、生活することがで
きるよう支援する「グループホーム」。利用者の心
身の状況、生活環境、ご家族の希望等を尊重し
て居宅サービス計画を作成し、通うことで楽しく社
会交流ができ、食事、入浴、機能訓練等の場を
適切に提供する「デイサービス」。住み慣れた家
庭や地域で安心して暮らして生きたいというご希望
をかなえるため、最大限の支援を行うホームヘル
パーがご家庭に出向き、日常生活のお手伝いをす
る「ヘルパー派遣」があります。ほか、ホームヘル
パー、デイサービス、ショートステイの三つのサービ
スを組み合わせて利用できる「小規模多機能型居
宅介護」など、九つの事業を行っています。

満足度の頂点へ
「利用者に評価をいただき満足度１番にするのが

目標」と佐藤社長。来年、再来年介護施設を開
設する予定ですが、規模の大きさは追求していま
せん。中身で県内１番の企業になることが目標だそ
うです。佐藤社長は「心からここに来てよかったと
思われる施設にしたい」ということをモットーにしてお
り、お客様に喜んでもらえるような、安心してもらえる
ような施設を作っていきたいと考えています。しかし、
社会福祉法人で50〜60年運営しているところに比
べればコスモスケアはまだ新しい方ですが、県内で
創設した民間企業、株式会社の中では今５番以内
にいるそうです。2000年以降、民間企業が初めて
介護施設を建てたという点から見ると、良い所にい
ると思っています。「規模は追求せず、中身を追求
して県内ナンバー１を目指せる企業にしていきたい」
と熱く語っていました。

HP
http://www.cosmoscare.jp/
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こんな人材を求めています

大切なのはお客様との
信頼関係

取扱商品をお客様のニーズに合わ
せて提案したり、見積もりを行ったり、
流通の手配をする営業を担当していま
す。学生時代には、アルペンスキーに
打ち込んだり、１年間休学してアメリカ
に留学したりと、自分がやりたいと思っ
たことに挑戦してきました。就職活動を
する中で、自分がどう働いていきたいか
と考えた時に、将来的には経営にも携
わりたいと考えるようになりました。特に

業界に対するこだわりはありませんでしたが、個人の頑張りを正当に
評価する社風が、自分の肌に合っていると思い入社を決めました。
入社前は建築についての専門知識はなく、入社後に覚えました。ほ
とんどの社員が入社後に知識を身につけるので、不安になることは
ありません。この仕事で一番大切なのは「お客様との信頼関係」
です。学生時代は、部活やアルバイト等を通して、元気の良さや敬
語の使い方、マナーなどを身につけるといいと思います。

とにかく継続力
部活でもアルバイトでもどんなものでも構わないので、学生時代に

何か一つのことを極めて、一生懸命取り組んできたと誇れる人材を
求めています。例えば、野球にずっと取り組んでいたと、自信を持っ
て言えるのならば、それが例えずっと補欠であったとしても私は評価
します。入社前のスキルというものはあまり関係ありません。入社後
に研修を通じて、学び、訓練することができるからです。対人折衝
が多い仕事ですので、仕事に必要な知識よりも、強い意志を持って、
あきらめないでやり通す力の方がより必要になってきます。

個人的に思っているのは、現在の若者は、打たれ弱いという印
象があります。何かに取り組んだとして、中途半端ですぐあきらめる
のはもったいない。たとえ何かに優れていたとしても、ここぞという時
に結果を残すことができないからです。皆さんには学生時代に、一
つのことに必死になり、継続してやり通すという経験をしてほしいです
ね。その経験が社会に出てから生かされることは間違いありません。

１日の業務はメールチェックと情報収集から始まりま
す。スケジュール確認と資料の準備を済ませると、営
業先に伺って担当者と打ち合わせを行います。営業を
しているため、昼食は現地で外食することが多いので、
営業先でのご当地グルメを味わうのが私の楽しみの一
つになっています。本日のランチは、大船渡のサンマ
ラーメンです。

営業先でご当地グルメを満喫

盛岡営業所

横山 温さん

（法政大学 キャリアデザイン
学部 卒）

盛岡営業所

横山 温さん

今回の取材で、自分にとって
未知の業種である総合建築商社
に取材に行くことができ、視野
が広がりました。自分には馴染
みのないと思っていた企業にも、
特色や魅力があるということを
実感しました。佐藤製線販売さ
んは、少年野球チームの大会を
主催するなど、スポーツを通し
て地域貢献しています。事業以
外の取り組みについても知るこ
とで、地域に根差した企業を目
指しているということが腑に落
ちました。

林社長の求める人物像につい
てのお話を聴いた時、自身の生
活を猛省せざるを得ませんでし
た。このまま、なんとなく学生
生活を送っていても、心の底か
ら「一つのことをやり通すこと
ができた」と誇ることができな
いと思ったからです。このタイ
ミングで、この話を聴けたのは
私にとって財産だと思います。
 (三木 拓弥）

三木 拓弥
東北大学 2年

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
2年

大船渡市名物／サンマラーメン

佐藤製線販売 株式会社
総合建築商社として、地域社会の豊かな発展に貢献

代表取締役社長

林 秀敏

〒989-2351　亘理郡亘理町字裏城戸17
TEL：0223-34-3131　FAX：0223-34-3932

代表取締役社長　林 秀敏 氏 資本金   １億円 創業・設立   1961年

卸売業、小売業［亘理町］

地域に根差して
佐藤製線販売株式会社は、建築土木建材の製

造から販売を行っている株式会社佐藤ホールディン
グスのグループ企業の一つです。佐藤製線販売は
鉄鋼建材や建設資材などの建築土木建材を他会
社から仕入れて、取引先の金物店や工務店や住
宅販売会社、ホームセンターなどに販売を行う卸売
業を主体に行っています。主力扱い商品は、線材
二次製品、カラー鋼板、LIXIL製品などです。

グループ会社には、釘や鉄線、金網や鉄筋など
を製造する株式会社佐藤製線所や、セラミック製
品の研究開発、生産を行う東北セラミック株式会社
などがあります。亘理町にある本社以外に、仙台
事業部の他、営業所は東北６県と東京にあり、高
度な技術力とグループ会社の総合力で、東北全体
の創造に取り組むとともに、地域に根差した企業を
目指しています。

社員の成長が会社の成長に
「会社の財産は社員」と話す林社長の信念は、

「社員の成長がないと会社の成長はない」というこ
と。一人ひとりの社員が定年を迎える時に、仕事の
達成感や人間として成長できたという実感を持って、

「この会社で働いてよかった」と思ってもらえるよう
な会社にするのが目標だそうです。それだけに社
員教育に力を入れていて、それぞれのレベルに合
わせた教育制度が採用されています。また新入社
員のサポートのために、ブラザー制度というものを設
けています。新入社員に年齢の近い先輩社員をつ
けて、業務内容から私生活まで相談できるようにし
て、アットホームな社内環境を作るのが目的だそうで
す。林社長は将来的にも「社員第一で、自由闊
達な社風で明るく元気な会社にしていきたい」と笑
顔で語ってくれました。

HP
http://www.satoseisen.com/
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こんな人材を求めています

学生時代の経験が仕
事に生きる

現在入社１年目で、研修を行いなが
ら、顧客を増やすことが主な仕事です。
複雑な保険の商品をお客様に分かりや
すく説明するために、日々 の勉強は欠
かせません。営業で門前払いされるこ
ともありますが、興味をもって話を聞い
てもらうにはどうすればいいかを自分なり
に考えたり、先輩のアドバイスを参考に
したりして仕事をしています。試行錯誤

して契約成立に至ったときは嬉しいですね。
志望したきっかけは大学4年生でインターンに参加し、ジャパンイ

ンシュアランスで働いたことです。営業で同行してくださった先輩が、
企業やお客様から信頼されている姿に憧れをもちました。

学生時代にアパレル関係のアルバイトをしていたおかげで、人見
知りしなくなり、忙しい職場だったので自分で考えて動く力もつきまし
た。アルバイト以外の他の活動でも人と話す機会を積極的につくるこ
とで、就職の面接にも生きてくると思います。

能力よりも誠心誠意の気持ち
当社が求める人物は、ずばり「人柄がいい人」です。昔は「ど

のように売るか」ということに重点が置かれ、他社よりも良い商品を
企画することで売れる時代もありました。しかし、経済成長が衰退し、
それぞれの企業の商品に大差がなくなってきた現在は違います。「ど
のように売るか」から「誰から買うか」にシフトしているのです。能
力は入社後に教育すれば上達しますが、人柄はなかなか教えること
はできません。正々堂 と々お客様に対して営業できる人が現在の保
険業界では成功すると言われています。

また、アパレル業界であれば服、食品業界であれば食品といった
ように、多くの業界では形ある商品を扱っています。しかし保険業
界の商品には形がありません。そのため、商品以上に商品を売る
人の在り方がより重要になってきます。お客様に真摯に対応し、信
頼関係を築ける人に来てもらえると嬉しいですね。

もう一つは、自信をもって自分の経験を語ることができる人を歓迎し
ます。学生のうちに経験したことや失敗したことは人生の糧になりま
す。学生の今だからこそできることに挑戦することで私たちの求める
人物像に近づくはずです。

主に外に出て一人で営業をすることが多いので、会
社の近くやお客様のご自宅の近くで食事をとることが
多いです。そのため、決まった場所で昼食をとること
はほとんどありません。営業先近隣の飲食店を事前に
調べて、新たな店を開拓することは楽しみの一つとなっ
ています。特にさっぱりしたラーメンが好きでよく食べ
に行きます。

新たな店を探す醍醐味

営業部

佐藤 渉さん

（東北学院大学 経済学部卒）

営業部

佐藤 渉さん

「この人友達だよ、その人も
友達だよ」。昨年のWISE冊子を
手に、嬉しそうに話す庄司社長。
多くの経営者とつながりがある
ことに私は驚きました。彼らと
はともに地域活性化を目指す仲
間だそうです。自分の会社のこ
とだけを考えるのではなく、他
の企業と一緒に助け合って仙台
を盛り上げていこうという熱い
思いを感じることができました。 
保険に関しても学ぶことは多く
ありました。すべての人や企業
にとって必要なものであること、
商品以上に売り手の在り方が重
要であること。また、私たちは
地震や台風などの災害が絶えな
い日本に住んでいる以上、保険
とは切っても切れない関係にあ
ります。今回の取材を通して、
幸せな生活を続けていくために
保険は不可欠なのだと再認識し
ました。
 (三浦 規義）

三浦 規義
東北大学 2年

石澤 脩
東北大学 4年

経営者仲間の竹亭様のうなぎまぶし

ジャパンインシュアランス 株式会社
一人ひとりのこれからを大切にします

2013年　中核代理店ライジング
J賞
2015年　損保ジャパン日本興亜
MVP2014

代表取締役社長

庄司 誠

〒981-0921　仙台市青葉区藤松３-５　アトラスヒルズ１F
TEL：022-727-8431　FAX：022-727-8430

代表取締役社長　庄司 誠 氏 資本金   300万円 創業・設立   2001年

金融業、保険業［仙台市青葉区］

お客様それぞれに最適な保険
を提案する

ジャパンインシュアランス 株式会社は保険代理業
を営んでいます。保険会社とお客様のパイプライン
となり、商品の知識を深め、その人に必要な保険
を提案します。扱う商品は損害保険と生命保険。
損害保険は車や住宅などを対象にした、自然災
害や偶然の事故による損失を補償するための保険
で、生命保険は入院や通院の他にも、人が亡くなっ
たときに残された家族が生活を続けていくために必
要な保険です。個人はもちろん、企業も顧客の対
象で、企業に赴き、その企業の業種や社員数等
の実態を把握した上で、最適な保険を提案します。
また、地域密着型の経営方針であり、地元の人と
の信頼関係を何よりも大切にしています。現在、3
人という少ない人数で業務を行っていますが、業績
は県でもトップクラスです。

地域を巻き込んでの新たな社
会づくり

少子化が進み労働人口が減少している現在、
地域全体に目を向けて新たな社会づくりを進める必
要があります。庄司社長は自らがリーダーとなって地
元の経営者を巻き込み、さまざまな活動をしていま
す。例えば、地元の40代の経営者たちを集めて
青年部会を結成し、次世代と言われる人材を育て
る活動がその一例です。他にも、保険の営業で培っ
た、商品を売るノウハウを他の企業にも提供してい
ます。保険代理業はあらゆる人や企業を対象にで
きるからこそ、多くの人たちを巻き込むことができます。
「地域をよくすれば雇用を生み出すことができる」と
庄司社長。企業の改善が雇用創出につながり、そ
んな企業がどんどん増えれば人口減少に対応でき
る社会ができるはずです。今までも、そしてこれか
らも、変わらずに地域貢献に取り組むことで、誰か
らも信頼される会社であり続けます。

HP
ht tp://www.s jnk-ag .com/a/
� JAPANINSUARANCE/
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こんな人材を求めています

個人個人が伸び伸び
と仕事ができる

私は、もともと工業系の学校に通い、
将来はエンジニアになろうと思っていま
した。就職活動の際、友人から「近
くに航空関連の会社ができたらしいぞ」
という話を聞いて、興味を持ったことが
入社のきっかけです。実際に会社説
明会に参加し、仕事の内容が面白そ
うだと感じました。加えて、東日本大震
災で被災したことから、地元で働いて
宮城県がどのように変わっていくのかを

見ていたいという思いもあり入社を決意しました。
技術課の仕事は、主に製品の製造方法や生産を安定させるた

めの方法を考えることです。また、製造にトラブルが生じた際に原因
を調査し対策を施すことも我々の重要な役目です。職場の雰囲気
は、個人が伸び伸びと仕事をしている感じです。現場の人と連携し
て仕事を行いますが、個人での作業が多く、スケジュール管理や仕
事量の配分もある程度は自分で行えますので、リラックスして仕事が
できます。先輩方や上司の皆さんにも意見を言いやすい環境なので
風通しのいい職場でもあります。

当たって砕けられるような人
求めているのは、何事も恐れずに実行する人財です。いろいろと

考えることも大切ですが、50〜60％の確信があるのならば実行する。
そんな人財を求めています。当然、上手くいくときもあれば、いかな
いときもあります。上手くいったらしっかりとうまくいった要因を探り、自
分の中に受け止めることです。上手くいかなかったらいかなかったで、
その原因を考えて、次は失敗を繰り返さないように学習すればいい
のです。ある意味「当たって砕けろ」の精神で取り組むには、ほん
の少しの勇気が必要ですが、より良い自分になれると思います。しか
しそれと正反対の人は、失敗はしませんが改善もできません。人は
考えて実践し、成功や失敗をすることで次の行動の指針を見つける
のです。失敗すればそれを糧として、繰り返さずに別の対策を取り
ます。企業は常に競争の中にあるのですから、何も行動せずに現
状維持を続けることは、明日の敗者だと思っています。だから、恐
れずに進んでほしいですし、失敗をしてもいいから前向きな人を望ん
でいます。

私のランチは、母が作ってくれるお弁当が多いです。
工場が山の上にあり、周囲には外食できるお店もない
ので、社員の大半は弁当を持参してます。私もその１
人で、母には学生時代からお弁当を作ってもらってい
ます。メニューはいつもさまざまですが、決まって卵焼
きとプチトマトが入っています。お弁当のふたを開ける
時、好きなおかずが入っているといいなと思いながら、
毎日楽しみにしています。

本日のランチ：母の手作り弁当

技術課

渡邊 亮さん

（仙台高等専門学校 生産シス
テムデザイン工学専攻 卒）

技術課

東海林 千帆さん

製造している部品は海外に渡
る部品で、取引も海外の企業と
行っていると聞き驚きました。
海外の企業と取引するというこ
とは、英語力が必要になってき
ます。渡邊さんは「先輩方は日
頃から英語で会議や電話などを
行っていますし、海外のお客様
が頻繁にいらっしゃるので、入
社してみてあらためて世界を相
手にしている会社だと痛感させ
られた」と話していました。そ
の英語力を磨くため、浅利社長
は、火曜と木曜に分けて社員さ
んたちに英語を教えているそう
です。また、設立して４年目と
のことで、これからますます成
長していきそうな会社という印
象がありました。工場見学もさ
せていただいたのですが、働い
ている方も若い人が多くフレッ
シュな印象でした。これからの
飛躍をとても楽しみにしていま
す。
 (山田 峻一）

山田 峻一
仙台大学 3年

東海林さんの愛母弁当

株式会社 ジャムコエアロマニュファクチャリング
製造している航空機部品は、世界の空を飛んでいます

2016年　プレミアムパフォーマン
スアワード受賞

（ ド イ ツ Premium AEROTEC 
GmbH社）

代表取締役社長

浅利 和美

〒981-1251　名取市愛島台７-101-36
TEL：022-784-1570　FAX：022-784-1575

代表取締役社長　浅利 和美 氏 資本金   1億円　　 創業・設立   2013年

製造業［名取市］

航空機の構造部材とエンジン
部品の製造

株式会社ジャムコエアロマニュファクチャリングで
は、主に航空機の炭素繊維構造部材とエンジン部
品の二つの部品の製造を行っています。炭素繊維
構造部材は、主に垂直尾翼や床下構造部材に使
用されるものですが、独自に開発した製法を用いる
ことで短時間、低コストで部材を造ることができるの
が特徴です。製造された部材は、ヨーロッパで活
躍するエアバス機の垂直尾翼や、世界初の２階建
て超大型機の２階床構造部材として採用されてい
ます。エンジン部品では、シュラウドやエンジン用配
管、クーリングマニホールドといった部品の製造を
行っています。それらの部品は、高温高圧の環境
下に長時間さらされるため、特殊な合金でできてい
ます。その製造には極めて高い技術力を要し、溶
接、ロー付け、熱処理、放電加工、レーザー加工
および非破壊検査といった特殊工程技術と複雑な
機械加工が欠かせません。

一人立ちしてほしい
将来のビジョンとして、「一人立ちしてほしい」と

話す浅利社長。「当社は設立してまだ４年と非常に
若く、工場で働く従業員も若い人財が多くいます。
こうした従業員をマネジメントしているのは親会社か
らの出向社員です。それだけに、地元で採用した
人財に、早く一人立ちをしてほしい」と願っています。

また、取引をするお客様はアメリカやヨーロッパと
いった海外の企業が多いので、近い将来には海
外出張をしてお客様と直接コミュニケーションを図れ
るようになってほしいと期待を寄せていました。そこ
で必要とされるのが、英語のスキルです。現在は
浅利社長自ら教育しており、グローバル人財の育成
にも力をいれています。

代表者
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こんな人材を求めています

転職して分かった、こ
の仕事の喜び

以前は不動産会社に勤めていまし
たが、営業成績を重視することに縛ら
れ、思うように仕事ができませんでした。
ブライダル業界でも、営業成績によって
評価をする企業は多いのですが、当
社でのコンシェルジュの仕事は縛りがな
く、とても伸び伸びと取り組むことがで
きます。そのため、自分の評価に関係

なくお客様と真摯に向き合うことができ、より親身な対応ができている
と思います。また、結婚という人生の節目にかかわる仕事はとても光
栄であり、挙式の時の感動は何よりの喜びです。特に、親身になっ
て時間をかけながらプランニングを進めたお客様が、ご満足いただ
ける式を作り上げられた時は、この仕事に大変やりがいを感じます。
仕事上、さまざまな人とコミュニケーションをとりますので、学生の皆さ
んには、今のうちに幅広い年齢の人と交流しておいてほしいと思い
ます。

お客様に求められる、認められる魅力を
持って

私たちの仕事は、結婚式という人生最高の時を一緒に考える仕
事ですので、人に喜んでもらうことが好きな人を求めています。お客
様の要望を第一に、どうしたら一生の記憶に残る結婚式になるのか
を常に考えなければなりません。また、接客業ですので人として魅
力のある人にこの仕事をしてほしいと考えています。お客様が「結
婚式を任せたい」と、心から感じるような魅力を持たなければなりま
せん。これは、容姿や言葉遣い、人柄などさまざまな面から表れる
ものですから、採用の際は、学歴や資格の有無よりも、人としてキラ
キラ輝いているかどうかを重視しています。

さらに、プランニングをするためには幅広い感性、知識が必要で
す。感性は、旅行に行ったりミュージカルを観たりといった、感動の
経験で育つものです。学生時代にこうした経験を多くした人は、考
えにも柔軟性が生まれ、経験を生かして幅広い提案をし、お客様
にとって満足度の高いプランを提案できると私は思っています。また、
披露宴の演出にはお客様の趣味や流行が大きくかかわってきますの
で、好きな音楽やキャラクターをコンシェルジュ自身が研究する必要
があり、業務以外でも、このような努力ができる一生懸命さがあると
いいと思います。

社員は基本的に皆、昼食はまかないを食べています。
メニューは日替わりで、１食200円という破格の安さ
ですが、実際に披露宴の料理を担当するシェフが社員
用に作ってくれる絶品ランチです。ビュッフェ形式なた
め、好きなおかずを好きなだけとって食べることがで
き、いつも温かいものが準備されています。コンシェ
ルジュだけでなく、調理スタッフやサービススタッフと

会話を楽しみなが
ら昼食をとれるの
で皆、お昼休みが
待ち遠しくてしか
たがありません！

一流シェフが作る、格安のまかない

ソラノワ・アトリエ

福西 則久さん

ソラノワ・アトリエ
ブライダルコンシェルジュ

宮川 梓さん

今回、取材にうかがった際に、
想像通り綺麗な職場で、社員の
方々が美男美女ぞろいであるこ
とに驚きました。姿勢や話し方
など、どこをとっても洗練され
ていて、ブライダルという華々
しい業種に純粋に憧れました。
さらに、実際に結婚式場や披露
宴会場も見学させていただき、
非日常的な空間に心がときめき
ました。

取材中一番印象に残ったのは、
社員の方が、「何度も相談を重ね、
身内のように思えるお客様が喜
んでいる姿をみることで、自分
も幸せになれる。」とおっしゃっ
ていたことです。中には大変な
業務もたくさんあると思います
が、直接、人の幸せを願い働く
一方で、自分も幸せを感じるこ
とができる仕事はなかなかない
と思います。この記事を読んで、
もっと多くの学生がブライダル
業界を就職の選択肢として考え
てくれると嬉しいです。
 (安達 琴乃）

安達 琴乃
東北大学 2年

平田 真莉子
東北学院大学 3年

阿部 寛史
東北学院大学 3年

宮川 梓さん
ソラノワ・アトリエ ブライダルコンシェルジュ

株式会社 スカイパレスアソシエイツ
家族として、絆を紡ぐ

ソラノワ・アトリエ チーフ
ブライダルコンシェルジュ

小坂 安由美

〒980-6125　仙台市青葉区中央１-３-１　AER25Ｆ
TEL：022-775-1122　FAX：022-380-8181

代表取締役社長　徳永 哲也 氏 資本金   4,235万円 創業・設立   1985年

生活関連サービス業、娯楽業
［仙台市青葉区］

最高の感動をデザインする
当社は結婚式場やゲストハウス、チャペル、貸

衣裳店の経営など、ブライダルに関する企画・立
案・運営を行っています。現在、宮城・福島・栃
木の３県に事業を展開しており、各式場でコンシェ
ルジュと調理スタッフが働いています。コンシェルジュ
はお客様への営業、打ち合わせ、挙式当日の運営、
一方調理スタッフは、創意工夫を凝らしたこだわり
の料理で披露宴を盛り上げるのが主な業務です。
近年は結婚式に自分たちらしさを求めるお客様が多
く、要望や打ち合わせの中に出てくる何気ない一
言を形にしていく必要があります。そのため、打ち
合わせの回数や期間に制限を設けず、お客様が
納得いくまで相談でき、満足度の高い結婚式を作り
上げています。また、結婚式は、当事者だけのも
のではありません。ご家族やご友人も楽しんでもらえ
るようなプランの提案も大切にしています。

ゆるぎない想い
株式会社 スカイパレスアソシエイツでは、人と人

との縁をつなぎ、絆を深め、幸せを運ぶことを大切
に、創業以来「家族のようなおもてなし」をテーマ
に掲げブライダル事業を展開しています。そのため、
単なる利潤の追求だけで事業を展開しているわけ
ではないといえます。お客様のニーズをしっかりと捉
え、会社のコンセプトに合った事業展開をしている
そうです。また、お客様を親身になってお迎えし、サー
ビスを提供することで幸せを届けるという点におい
ては、現在のブライダル事業にこだわる必要はなく、
今後はレストランやホテルの経営も行いたいとのこと。
こうした事業展開は「日本のみならず、海外へも幸
せの輪を広げる取り組みをしていきたい」と話してく
れました。

HP
http://www.skypalace.co.jp/

代表者
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こんな人材を求めています

挨拶・礼儀は不可欠！
私は荒町通店の店長として、地域

や会社に貢献するため、企業理念で
ある「一期一会」に基づき、おいしさ
と感動をお届けするという考えを日々 追
究しています。売り上げに大きく影響
するチラシのポスティング戦略をはじめ、
人員配置などのマネジメントを行いなが
ら、ここで働くスタッフが社会に出た時
に活躍できる人員の育成にも努めてい

ます。実は、私は大きな目標があります。ストロベリーコーンズ・ナポ
リの窯、その他のピザ宅配業界を含めた中で、売上日本一を獲得
することです。この目標を実現させるために、日々 精進しています。
就職を希望する学生にアドバイスをするとしたら、「挨拶」、「礼儀」
を確実に身につけておくことですね。そして、あらゆるチャレンジをし
ていくことが飛躍の鍵になると思います。失敗を恐れず、多くのこと
にチャレンジしてほしいです。

可変に対応できる「柔軟性」
「いちごの心（一期一会）を大切に幸せを運ぶこと」や「お客

様のみならず、スタッフの間においてもホスピタリティの心を持つこと」
は創業以来変わらず、大切にされてきた精神であり、企業目標にあ
る「不変」に込められています。その一方、ピザの具材や味付け、
食べ方、配達方法、流通技術などは時代の流れやトレンドと共に変
わるもので、「可変」に値します。私たちは「不変」と「可変」ど
ちらかに偏らず、両方を大切にしているのです。「不変」と「可変」
のバランスを保つために、日頃から世の中の流行に対するアンテナを
高く持つよう意識していたり、広報活動以外にも社内外の情報交換
についてSNSを駆使するなど、IT技術の活用も盛んに行っていま
す。それだけに日頃からSNSを身近な生活ツールとして使いこなし
ている若い世代に対しては、大きな期待を寄せているのです。また、
企画や商品開発においては業界をリードしていく立場にあるので、
お客様のニーズの半歩先を、既成概念に囚われない柔軟な発想で
捉えたいと考えています。つまり、「可変」的な物事に対して、理解
しようと素直に受け入れたり、柔軟に対応できる人材を、最も求めて
います。

普段は社内の休憩室でご飯を食べるのですが、週に
１回程度会社からすぐ近くのレストランに６人ほど集ま
り、女子会を開くことがあります。部署をまたいで親し
い先輩方と過ごすひと時は、ストレスの発散になるん
です。もちろん、日頃の悩み相談、家族、趣味の話など、
「ちょっと聞いてくださいよ」と何でも気軽に話せるフ
ランクな職場環境で充実した毎日をおくっています。

部署をまたいで先輩方と女子会

荒町通店　店長

我妻 裕也さん

総括事業ユニット

阿部 美紀さん

取材の受け入れ窓口から丁寧
に対応してくださり、親切で温
かい雰囲気のある中村様から、
経営理念の「不変」について教
えていただいたことは、深く心
に響くものがありました。「デリ
バリーという業務ですので、不
慮の事故に遭う可能性はなきに
しもあらず。だからこそ、スタッ
フを送り出すときの『いってらっ
しゃい』には、『事故なく笑顔で
戻ってきてね』という思いも込
めてあり、そういった意味での

『一期一会』の精神は、決して変
わらないんです」というお話か
らは、普段私が何気なく使って
いる言葉の「いってらっしゃい」
が、これ程までも意義深いもの
として使われていることに驚き
すら覚えました。今回の取材を
通して、世の中が時の流れで変
わったとしても、変えてはいけ
ない大切なものが身近に沢山あ
ることを気付かせていただき、
心から感謝いたします。
 (石森 真結）

石森 真結
仙台白百合女子大学
4年

三浦 規義
東北大学 2年

越田 健介
東北大学 2年

ストロベリーコーンズ　女子会

株式会社 ストロベリーコーンズ
いちごの心を大切に。おいしさと感動をお届けします

2009年度・2011年度　宅配ピ
ザの『ナポリの窯』 オリコン顧客満
足度（CS）ランキング　総合第１
位

統括事業ユニット　採用担当
マネージャー

中村 直人

〒980-0014　仙台市青葉区本町２-２-３　鹿島広業ビル10F
TEL：022-268-6711　FAX：022-268-6712

代表取締役社長　宮下 雅光 氏 資本金   1億円 創業・設立   2003年

宿泊業、飲食サービス業［仙台市青葉区］

いちごの心をピザに載せて
宅配ピザの販売で馴染み深い株式会社 ストロベ

リーコーンズは、1986年の開業当初、アイスクリー
ムショップとしてスタートしました。社名にあるストロベ
リー(苺)の由来は、多くの人に好まれる人気の高
い果物である一方、傷みやすく、大切に扱わなけ
ればすぐに駄目になってしまうデリケートな果物。そ
のような特徴の他に、ハートの形をした苺は、まさに
お客様の「心」を連想させるものと捉えたそうです。
創業以来、お客様に喜んで頂くことを最重視した考
えは変わらず、今日まで外食事業の拡大開発に取
り組んできました。現在、「ストロベリーコーンズ」、「ナ
ポリの窯」の宅配事業の他に「イタリアンダイニング」、

「苺」などのレストラン事業、人材育成に重きをお
いたフランチャイズ事業など、多岐に渡る関連事業
を精力的に展開しています。

世界中の人々へ「おいしさ」と
「感動」を！

これまで「おいしさ」と「感動」という、食を通
じての幸福感につながるフードビジネスを意識し、
チェーン店の拡大や理念の共有と、人財の育成に
力を注いできました。そして、ここからさらに着目した
のは「原料の原点である水」です。長年、人の
口の中に入れるものを扱ってきたことから「地球環
境にも人の身体にも優しい水」に思いを馳せた社
長の願いが実を結び、地下水の場所を特定して迅
速に対応するためのシステムを開発することに成功
しました。地滑りや道路の地盤沈下などの自然災
害時や、トンネルを掘る際に役立つことが期待され
ています。今後、このような地下水探査システムの
技術を世界の人 に々も広めて、もっと多く人 の々ニー
ズに応えていき、住み良い環境を創造することに貢
献していきたいと考えているそうです。

HP
https://www.napolipizza.jp/

代表者
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こんな人材を求めています

雰囲気も良く、自分の
得意分野を生かせる
場所

仕事の内容としては、ご依頼いただ
いたお客様のサイトをどのように作成す
るか決まった段階で、その戦略をデザ
イン化し、サイトに落とし込んだり、その
後のサイト更新を代行で行ったりしてい
ます。私がこの仕事に就いたのは、も
ともと絵を描いたり制作することが好き
で、仕事として生かしたいと思っていた
からです。しかしそれは紙媒体の話で、

ウェブに関してあまり得意ではなかったのですが、社長と面談した際、
社長の人柄と「人の役に立つ事をしたい」という考え方に共感し、
この会社で働こうと思いました。私が就職活動を終えた時期は比較
的遅かったのですが、自分の軸としていた考え方があり、そこに合う
企業をじっくり考えた上で就職できたので、納得の行く選択ができた
のではないかと思っています。

きちんとした礼儀を身に付けた人を求め
ます

「人も好かれ、我も好かれ」という言葉があるように、会社で働く
人の満足度が高いほど、お客様の高い満足度に繋がります。明る
く前向きであり、目の前の問題、つまり会社としての問題から逃げな
い人を求めています。仕事とは問題解決であり、お客様が何を求め
ているのか、対話を通して明確に知る必要があるのです。世の中に
はさまざまな仕事がありますが、選んだ会社やそこでの仕事が向い
ているのかどうかは、自分で判断することです。なあなあで選んでし
まうと続かなくなり、辞めるかどうかの選択肢しか残らなくなってしまい
ますよね。嫌々やるなら、やらない方がましです。そうならないためにも、
自分にとっての志は早い段階で明確にするべきです。私は、仕事＝

「志事」だと考えています。つまり、仕事とは自分が志すことを成し
遂げるための手段であるということです。仕事を通して一生涯の仲
間ができることも含め、物事を円滑に進めるためには、まず社会人と
して基本となる礼儀・作法をしっかり身につけてください。私は野球
の強豪校出身ということもあり、兼ねてから礼儀・作法には定評があ
りました。その経験を踏まえたうえでも、まずは大きな声で挨拶ができ
る素直な人になってください。

ランチの時間では、きちんと仕事と休憩との区切り
をつけてご飯を食べたり自分の好きなことをして過ご
しています。他の社員も各々好きなことをして過ごして
います。普段は自分でお弁当を作ったり、近くのお店
で買ったりしていますが、時々他の社員と一緒にラン
チをとることもあります。その時は仕事以外の話もしな
がら積極的にコミュニケーションを取っています。

仕事とのメリハリをつけた時間を過ご
しています

WEBデザイナー

鈴木 郁佳さん

(秋田公立美術工芸短期大学
（現：秋田公立美術大学） 卒)

WEBデザイナー

鈴木 郁佳さん

これまでIT企業について詳し
く知る機会がありませんでした
が、変化が激しく日々対応して
いかなければならないため、勉
強が大変な業界だという印象を
受けました。しかしそれをチー
ム一丸となって乗り越えること
で、大きな達成感を得ることが
できるのだろうと思いました。
今回の取材を通して印象に残っ
ていることは、挨拶は社会人と
して当たり前のマナーであると
いうことです。私自身、日々の
生活で気持ちのいい挨拶ができ
る人は、周りの方といい人間関
係が築けていて、仕事もできる
と感じています。仕事をしてい
く上で大切なのは人と人との繋
がりで、その繋がりは挨拶から
始まるので、社会人になる前に
きちんと礼儀を身に付けようと
思いました。また、同じテーブ
ルを囲ってお仕事する姿や仲の
いい雰囲気を拝見して楽しそう
な会社だなと思いました。
 (中山 結衣）

中山 結衣
宮城学院女子大学 
3年

石澤 脩
東北大学 4年

鈴木さんのランチ

株式会社 スマートメディア
インターネットを通して人の思いを繋ぐ架け橋になる

代表取締役

板橋 知春

〒984-0031　仙台市若林区六丁目南97-３ 東インター斎喜ビル別館１階
TEL：022-393-7938　FAX：022-393-7940

代表取締役　板橋 知春 氏 資本金   1,600万円 創業・設立   2007年

情報通信業［仙台市若林区］

サイトをより良くするためのひと
工夫に力を込めて

新規ホームページ制作や、それをマーケティング
やプロモーションのツールとして運営していくための
サポートに力を入れています。お客様が望む目的を
達成するため、HPを基軸としてSNSや動画など、
あらゆるwebコンテンツを相互的・補完的に活用し
たwebプロモーションを行います。また最適なプロ
モーションを提案するために、お客様一人ひとりとの
コミュニケーションをとても大切にしています。

近年はスマートフォンの普及により、人々がネットに
触れる時間が増加し、そこで情報を得ること、また
個人が情報を発信することが当たり前となりました。
ネット上に溢れる情報の中から選ばれるためには、
見る側にとって価値や意味があることが必要です。

株式会社スマートメディアは、人 に々意味のある
情報を届け、伝え、人々が行動したくなるwebコン
テンツを、お客様と一緒に作っています。

東北の魅力を発信していきます
近年ITや情報発信という言葉をよく耳にします

が、日本全体から見ても東北地方は情報発信力が
弱いと言われています。東北には多くの魅力的な
企業があるにもかかわらず、あまり目立っていないの
が現状です。スマートメディアでは、それらの企業
の情報発信力を、ウェブ制作を通して強化し、企
業の売上や利益を向上させるというミッションを掲げ
ています。人々がインターネット上で検索をかけてヒッ
トした、企業の情報が十分か、問題解決のコンテ
ンツを持っているかどうかは重要です。まだまだこう
したノウハウを持っている企業は多くないので、ス
マートメディアがホームページ作りなどに取り組むこと
で、ミッションの達成を目指しているそうです。一方で、
お客様のニーズに応えることはもちろん、会社で働く
社員が満足できるような環境づくりにも努力している
そうです。

HP
http://www.smart-media.co.jp

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

就活中は自分の大切
にしたいことをはっきり
持って
「人のためになる仕事がしたい」。私

の場合、職業を探すキーポイントは誰
かの役に立つことでした。就職活動の
際は、多くの働き方を知ろうと企業の合
同説明会に積極的に参加しましたが、
サービス業への就職を考えていた私
は、人の記憶に自分の名前が残る働き
方がしたいとの思いで清月記を選んだ
のです。会場を見学に来たお客様か

ら後日、「佐藤さんにお願いしたい」と頼ってもらえたときに、思い描
いていた働き方ができていると再確認できます。

就職活動をするみなさんにアドバイスをするとしたら、自分が仕事
をする上で「ここだけは大切にしたい」という軸を見つけることです。
身近な人でもいいので社会人から話を聞いて、幅広いアプローチを
考えてみると、就職活動の軸を見つける手がかりに繋がるのではな
いかと思います。

お客様の要望に応える「柔らかさ」と心
を重ね行動できる「素直さ」

気配り、目配り、心配り、手配り。ご家族や参列者に寄り添ったサー
ビスを提供するため、清月記では４つの「配り」を大切にしています。
また私たちの仕事は、黒子であり、お客様をサポートするホスピタリティ
が大切です。葬儀は宗派それぞれにマナーがあり、長年経験を積
んできた社員でも執り行うにあたっては日々 勉強が必要不可欠です。
手間を惜しまず宗派ごとのルールを調べたり、必要な手配をしたり、
どのような要望にも応えようとする柔らかさと、お客様に心を重ねて考
え行動できる素直さがある人材を求めています。

就職するにあたって取得しておくべき特殊な資格は特にありません
が、仕事柄打ち合わせで外に出向くことが多いので、普通自動車
の免許は取得していた方がいいですね。

あと身に付けておいた方がいいことは、字をきれいに書くこと。パ
ソコンではなく、ボールペンで書き込む書類が多く、お客様やスタッフ
同士の誤解を防ぐためにも、字はきれいな方がベターだと思います。
将来的にも、ペン字の資格を取得したり書き方を練習したりすること
に、時間を費やしても損はないと思います。

近くのお弁当屋でワンコインで買える和風明太子弁
当です。お昼を食べる時間が日によって違うので、歩
いてすぐのお弁当屋かコンビニに買いに行って、休憩
室でお昼をとることがほとんどですね。お弁当の他に
も、おにぎりだったり、さっと食べられるものが重宝し
ます。意外と体を動かす仕事でもありますので、休憩
時間にしっかり空腹を満たしてエネルギー補給をして
仕事に戻ります。

ワンコインでしっかり食べられるお弁当

葬祭事業部　仙台中央斎場
清月記

佐藤 友美さん

（東北学院大学 教養学部卒）

葬祭事業部
仙台中央斎場清月記

佐藤 友美さん

取材は本町にある仙台中央斎
場清月記で話を聞きました。自
動ドアから１階のロビーへ進む
と、床、壁、窓すべて綺麗に保
たれている清潔な空間がありま
した。館内は非常に物が少なく、
仏具が際立って見え、普段の生
活では感じることのない非日常
的な雰囲気が漂っていました。
「専門的な仕事であるからこ

そ、自分たちがやらなければ」。
葬儀の仕事は強い使命感がある
職業だと豊田さんは話してくれ
ました。故人の家族の方に「あ
りがとう」と言われるとやりが
いでは言い切れない、特別な感
情に包まれるそうです。人を送
るという、特殊な分野だからこ
そ実感できる仕事観があるのだ
と思いました。

普段あまり触れない、自分が
知らなかった業界の話を聞き、
終始前のめりでメモをかまえる
２時間でした。
 (平田 真莉子）

平田 真莉子
東北学院大学 3年

安達 琴乃
東北大学 2年

阿部 寛史
東北学院大学 3年

徒歩２分　お弁当屋の「和風明太子弁当」

株式会社 清月記
「ノーとは言わない」ニーズに応え葬祭業から次の展開へ

2000年　経済産業省認可全葬
連・葬祭業安心調査トリプルA評、
JECIA実施葬儀業務評価５つ星認
定取得
2001年　ISO9002
2003年　ISO9001
2015年　経済産業省「第一回お
もてなし経営企業選」選出

総務部課長

豊田 洋子

〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町２-５-４
TEL：022-782-5777　FAX：022-782-5778

代表取締役社長　菅原 裕典 氏 資本金   2,500万円 創業・設立   1985年

生活関連サービス業、娯楽業［仙台市宮城野区］

故人、家族、に思いをはせ「そ
の人らしい葬儀」をかたちに
する専門職

仙台圏を中心に葬祭業を展開する 株式会社 清
月記は、会社設立から31年。業界では後発ながら
も、現在は20箇所の斎場を運営しています。仏壇・
仏具の販売のほか、より豊かなシニアライフを実現
させるサロン「ライフスタイル・コンシェルジュ」の展
開や、思い出の味を再現するケータリングサービス

「一乃庵.」など事業は多岐にわたります。
斎場で働く人の職務には、葬祭ディレクターとセ

レモニースタッフがあります。葬祭ディレクターはお
客様の気持ちに寄り添い、葬儀のご相談・打合せ・
手配を行い、通夜・葬儀の進行および管理をする
お仕事です。葬儀のあり方は千差万別。故人やご
家族の「思い」をくみ取り、その人らしさを形にします。
セレモニースタッフは、ご遺族のお世話やお客様の
ご案内、また祭壇の準備や式中の誘導など、厳か
にかつスムーズに執り行うため会場のサポートをする
仕事です。入社すると、まずはどちらかの職務を担
当します。

「総合生活サービス企業」とし
ての新たなステップへ

清月記は自らの会社を「総合生活サービス企業」
に位置付けています。現在、ウエディングサロンの
開設や英語に特化した幼児・学童保育なども行っ
ており、葬祭以外の新たな分野へ事業展開をして
います。「お客様の人生に寄り添った企業でありた
い」という菅原社長の考えから、その人の生涯をトー
タルに支える取り組みを進めていくそうです。今後
は、介護、医療、資産管理、趣味など、ライフスタ
イルを一緒に考えながら手助けし、よりよい生き方を
見つける力になろうというビジョンを持っています。人
の一生にまつわるイベントはもちろん、その時々の悩
みや相談を解決し、力添えをしていけるような企業
になるという、新たなステップへ進むべく、次の展望
を膨らませています。

HP
https://www.seigetsuki.co.jp/
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Work-style Information by Student’s Eye

業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

人々の暮らしに直結す
る公的なはたらきに、
卸売の魅力があります

管理部で社員の福利厚生や採用、
会社の運営に関わる多くの業務を担当
しています。現在「物を売る」ことに
直接は携わっていませんが、果実を取
り扱う部署で営業を行った経験もありま
す。当社の業務は、青果物が適正な
価格で市場に行き渡るように調整する、

公的な働きを兼ね備えていますので、人々の生活に直結しているの
です。企業利益を求めるだけではない側面が、他の企業にない魅
力だと思っています。大学時代は法律を専門に学び、さまざまなア
ルバイトにも取り組んで、充実していました。学生の皆さんには、本
分である勉強をおろそかにしない程度に、進みたい業界の勉強をし
ておいてほしいです。できるだけ事前の準備をしておけば、社会人
になってから会社とのミスマッチを感じるようなことは防げるはずです。

社会と繋がる環境で、自らよく学ぶ人
自分が置かれている環境の、良い部分を吸収できる人材を求め

ています。アルバイト経験などを通じて、社会との繋がりを持ったこと
がある学生は心強いですね。働く社会人の姿や職場環境の一面を
目の当たりにできるでしょう。誰に対しても丁寧な挨拶ができ、きちん
としたコミュニケーションがとれる社会人を見ることもあれば、アルバイ
トの学生を相手に、仕事上の不満をこぼしたり、時と場所に応じた
態度がとれなかったりする社会人に出会うこともあるかもしれません。
学生目線でいいので、プラスな部分あるいはマイナスな部分を見て、
人や環境から適切に学びとって判断し、自分が社会人になったとき
に、よりよく生かしていこうと努める姿勢が大事だと思います。その姿
勢には、マニュアルがあるわけではありません。話す言葉の端々や
話を聞く態度に表われ、仕事への使命感や誠実さとなってにじみ出
るものです。当社の使命である青果物の安定供給のためには、多
くの取引相手との信頼関係が重要です。常に勉強しコミュニケーショ
ンをとりながら、問題を解決しようと努力することが求められます。人
との繋がりの中で、食生活を支える役割に働きがいを感じられる人を
待っています。

毎朝５時の始業に間に合うよう出勤しています。お
昼は日によって食事や休憩のタイミングが異なります
が、その日の売買結果の処理など、時間内に終えなく
てはならない業務の合間にとります。卸売市場の敷地
周辺は飲食店が少ないので、店が立ち並ぶ場内のエリ
アでよく昼食をとります。寿司屋、ラーメン店、定食を
扱う店など充実しています。この日も食堂で焼肉定食
を食べました。飲食店のほかにも、売店や理髪店があっ

て便利です。

充実している卸売市場内の飲食店

管理部取締役

門田 巧さん

営業推進部

関川 崇さん

卸売市場は週に１度の休日以
外、人々が寝静まる夜から明け
方も品物の入荷に合わせて動き
続けます。今回私が伺った仙台
中央青果卸売では、毎朝５時か
ら始業します。取材を行った午
前７時、せりで値がついた品物
が瞬く間に売られていきました。
段ボールや売上票を片手に交わ
されるコミュニケーションの一
つひとつが、私たちの消費生活、
食生活に繋がっているんですね。
営業担当の方をはじめ、情報交
換で日頃から互いの信頼を築き、
安定して品物を届けるために心
を砕いていることが分かりまし
た。当たり前に食べられている
野菜と果物。卸売で人の手から
手へ渡り、食や物流にかかわる
人の苦難や喜びが込められてい
ることをこの取材から感じまし
た。消費者の目線を大事に働く
人の思いを、野菜のおいしさと
一緒に噛みしめたいと思います。
 (氏家 由希子）

氏家 由希子
山形大学 3年

三好 桃子
東北大学 4年

ある日のランチは、ボリューム感のある定食

仙台中央青果卸売 株式会社
青果と情報を送受し、食生活に安心をもたらす

代表取締役社長

安藤 堅太郎

〒984-0015　仙台市若林区卸町４-３-１
TEL：022-232-8511　FAX：022-239-5747

代表取締役社長　安藤 堅太郎 氏 資本金   １億円 創業・設立   1961年

卸売業、小売業［仙台市若林区］

卸売市場を拠点に、青果物の
ネットワークを構築

青果物の卸売が主な業務です。生産者や農
協、輸入元から仙台市中央卸売市場に集められ
る品物を、八百屋やスーパーなどの小売店、また
は小売店との仲介を行う仲卸業者に販売する企業
です。納品を行うエリアは宮城県内を中心に、東
北全域だそうです。国内の青果物は、約六割が
市場を経由して消費者の手に渡ります。消費者の
目線で何が必要とされているか判断し、提供する
ためにニーズを生産者へ伝達することで、需給の
調整を行います。生産者と消費者の相互を結ぶこ
とで、青果物のネットワークを構築し、安定した集
荷と供給を支えているのです。卸売市場を拠点に、
品物の情報の確かな発信源としても、安心を届け
る役割を担っています。現在七つの部署の社員で
連携をとりながら、円滑な流通のために日夜業務に
あたっているのです。

生産者との強いつながりで　
地元のために

東北一の規模を誇る仙台市中央卸売市場に会
社を構え、創業から50年あまり。流通や農業をとり
まく環境は変わり続けています。市場の取扱量の
変動や温暖化、TPPの問題など、近年厳しい状
況におかれる日本の農業や生産者。「卸売業として
販売面からサポートできるよう、これからも努力を続
けていきたい」と安藤社長は語ります。変わらぬ使
命は、流通を円滑に進め安定供給を心掛けること。
輸送コストなどの問題を乗り越え、遠隔地からも青
果物を集荷する役目はもちろん、特に大切にしたい
のは東北、県内産の品物や地元の生産者です。
販売エリアを拡大させている東京などの大市場との
競合に打ち勝つことを考え、会社が永続していくた
めの基礎固めを行うそうです。

HP
http://www.senjirushi.com

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

チャレンジャー
これまで経験したことのない仕事をし

て、自分自身の視野を広げたいという
思いで志望しました。現在は主に冷凍
食品を担当しており、出荷と入荷の作
業をしています。お客様から預かって
いる商品と当社のデータ、お客様のデー
タが一致しているかをチェックしていま
す。

入社２年目で正確さとスピードの両
方を追求することに苦戦していますが、

毎日「気付き」を重視しながら、異常がないかを慎重に確かめてい
ます。

当社にはさまざまなことに挑戦しようとする学生に入社してもらいた
いですね。経験者優遇、という言葉にすがることなく、新しいことにチャ
レンジしてください。そして、学生時代はひたすら遊ぶべきだと思い
ます。特に長期休暇は、普段できないことに取り組み、面白い経験
を積むべきです。その中で、自分の将来を考えてみてください。

仕事は気付きの繰り返し
さまざまな気付きができる人を求めています。気付き、というのは

誰かに育ててもらうものではなく、もともとその人が持っているものだと
思っていますので、人それぞれでいい。内容の良し悪しではなく、
気付くか、気付かないか、ということが重要だということです。

気付ける人は変化に対応できます。何も知らない仕事に初めて取
り組んだとき、「もっと楽な方法があるのに、なぜ ?」と思うことがある
と思いますが、先輩社員に教わる中で、その理由を知ることができ
ます。楽ではなく、手間を入れる必要があることに気付くのです。そ
の気付きが、次につながり、何らかの新しい発想につながったりする
のです。

学生時代はさまざまな経験をしておくべきだと思います。例えば、
アルバイト。一つのことをやり遂げることに意義があるはずです。そ
の中には先輩後輩という、上下関係がありますから、いい社会勉強
になります。また、人と接することで、実際に働く自分をイメージする
ことにもつながり、仕事の質を向上させようという気持ちになると思い
ます。当社には、そのような若い力が必要なのです。若い発想とベ
テランの知恵が合わさることで、考えもしなかったことができるのでは
ないでしょうか。

出荷と入荷などの対応があるため、10時から14時
のタイミングのいいところで、１時間のお昼休みをとり
ます。私はいつも自分が作ったお弁当を食堂で食べて
います。魚料理が得意なので、焼き魚や煮魚などをよ
くお弁当のおかずにしています。休みの時間は特に変
わったことはせずに、ただ無心となって頭を休めます。
これが疲れを癒す一番の方法だと思うんです。お昼休
みを終えて、午後の業務も頑張ります。

無心になって

管理部 第３センター 業務課

佐野 君恵さん

(宮城大学 食産業学部 卒)

管理部 第３センター 
業務課

佐野 君恵さん

「行動して失敗しろ」と金森社
長がおっしゃいました。そして「行
動しないで後悔する人が多すぎ
る」とも。なんとなく自分のこと
を言われている気がして、背筋が
伸びました。私も失敗を恐れて動
けない時があります。そんな時で
も奮起して行動せねばと思いまし
た。
「食」は命の源です。世の中に

食べ物が溢れていることが、当た
り前のことのように感じられると
きがあります。私たちはその裏で
多くの人が働いていることを忘れ
てはなりません。BtoBの物流の
会社は、私たちの目には映りにく
いですが、身近な存在です。家の
冷蔵庫のドアを開けば、食品があ
ります。そのことに感謝しなけれ
ばなりません。お客様となり得る
すべての人を思いやる、仙台冷藏
倉庫の社員の方々。東北が今後、
どのような道を歩んでいくのかわ
かりませんが、未来は明るいな、
と思いました。
 (本間 翔）

本間 翔
東北学院大学 4年

田村 崇明
東北大学 4年

自分が作るお弁当で一息つく

仙台冷藏倉庫 株式会社
徹底した温度管理、「食」を支えるプロ集団

代表取締役

金森 正志

〒982-0001　仙台市太白区八本松２-２-15
TEL：022-247-0101　FAX：022-247-0103

代表取締役　金森 正志 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1950年

運輸業、郵便業［仙台市太白区］

東北の「食」を支える
主にアイスやチキン、中華まんなど、冷蔵・冷凍

保存が必要とされる食品をコンビニへ送り届ける仙
台冷藏倉庫株式会社。24時間稼働の温度管理
システム、冷凍・冷蔵・常温からなる三温度帯の
保管、仕分作業、付帯作業、配送物流サービス
業務構築を行っています。また、BtoBビジネスから
BtoBtoCビジネスの三温度帯の通販事業の構築を
通じて、「衣・食・住」の「食」を支えている物流
企業です。さらに、創業地で本社がある太白区長
町では、現在は賃貸マンションや貸店舗も経営して
います。

正社員は約六十名、パート・アルバイトが約二十
名で、男女比は６：４。東北の人口減少に伴い、「食」
べる人も減るなか、温度管理と商品管理を徹底す
ることで「安全」・「安心」を追求し、東北の「食」
を支えています。私たちが生きていくために必要な
食品を最適な状態に保っているのです。

商売は信頼づくりから
「時間はかかるかもしれませんが、宮城県や東北

の産地と協力して、何かを発信していきたいです」
と金森社長。物流を担う会社は、依頼された物を
届けるというような、受動的な姿勢になりがちですが、
小さな努力でも積み重ね、宮城県や東北のブランド
を発信していくことで、能動的な働きかけができる企
業になるのが理想です。お客様に「いいね !」と思っ
ていただけるように、食品の味を守り続けているそう
です。

商売は人とのつながりから生まれます。「これを
買ってください、あれを買ってください」と言っただ
けでは、誰にも買ってもらえません。「食」の「安全」・

「安心」を追求するという、現在の事業こそが商
売の土台となる「信頼」をつくるのだそうです。「今
は東北６県と新潟県への商品供給が中心ですが、
将来はその幅を広げられるといいですね」と金森
社長は話してくれました。

HP
http://sendai-reizo-souko.co.jp/
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

提案した案が採用され
完成し、成果が目に見
えることにやりがいを感
じます

開発部という部署で、主に新規顧
客開拓の営業を行っています。「飛び
込み営業」のような大変なイメージを
抱かれるかもしれませんが、それだけ
ではありません。私たちの企業ではお
客様の要望に合わせてアイディアを提

案しています。学生時代は映画が好きだったため、映画研究部に
所属して仲間と映画を製作していました。地元の公民館などで上映
し、さまざまな世代の方と交流する機会も多くありました。地元のた
めに働きたいという希望のみで、決して印刷業に就きたいというわけ
ではありませんでしたが、今となっては学生時代に熱中していたこと
に縁があり、その経験が現在の仕事に生かせている部分もあるのか
もしれません。学生は、自分の興味のあることに時間を割くことがで
きる時期だと思います。好きなことを極めて人脈を作るなどの経験は、
社会人になってからも自分の糧となり、いつか役に立つことがあると
思います。

一つのことに固執せず、可能性を広げ
て考えられる人

当社はお客様の依頼に、よりよい提案をすることが基本にあります。
そのため、明るく笑顔で、気遣いができる人材を求めています。「顧
客満足」という言葉があるように、お客様は期待をもって依頼をして
くださいます。思いやりをもって話を伺うことで、お客様の期待値を
超える提案につなげる仕事ができると考えています。また、企画プラ
ンニングという面においては、専門的な知識が必要です。もちろん、
就職してから身につけることも可能ですが、WEBに関連する経験
があると、必ず自分の強みとして生かすことができ、大きな自己アピー
ルになると思います。印刷業は時代と共に変化しています。それぞ
れの分野のプロフェッショナルになるために、自分磨きをし続ける向上
心も必要だと考えています。当社の経営理念にもありますが、印刷
業に収まらず、さまざまな方法で地域に密着した事業をし、地元東
北・仙台の魅力を伝える取り組みをしています。そのためにも、自由
なアイディアを提案できることも重要です。地元を愛し、その魅力をア
ピールしたいという理念に共感できる人が望ましいです。向上心をも
ち、地元のために情熱をもって挑戦できる方をお待ちしています。

営業の仕事で外に出かけることもありますが、私の
仕事は基本的に社内が中心です。そのため、ほとんど
の場合、昼食は社内でとっています。当社は仙台の一
番町に位置しているため、会社の近くで外食したり、お
弁当を購入する社員も多いです。私も、その日の気分
によって選んでいますが、朝夕でたくさん食べるので、
昼食は持参したお弁当で軽く済ませることが結構多い
ですね。

働く原動力に

開発部

大内 宏輔さん

開発部

大内 宏輔さん

初めての取材活動でソノベを
選ばせていただきました。園部
社長の気さくな話し方、笑顔、
熱意に満ちた話し方が印象的で
した。取材だけでなく社内の見
学もさせていただきましたが、
どの社員さんも丁寧に対応して
くださいました。また、何人か
の社員さんの制作したものを見
せていただくことができました。
プライドをもって作成した広告
を、園部社長が賞賛している姿
を拝見し、アットホームな雰囲
気だからこそ、自由に個性を伸
ばし続けられるのだなと感じま
した。中小企業の良さである、
近い距離で仕事ができ、努力が
認められる職場環境は素敵だな
と感じています。仕事と聞くと、
ノルマを達成するために必死に
なるイメージばかり持っていま
したが、自分の軸をもって仕事
をしている様子に、将来性や夢
を想像させていただけました。
 (佐藤 永理）

佐藤 永理
宮城学院女子大学 
3年

三好 桃子
東北大学 4年

株式会社 ソノベ
可能性を広げ、地元・仙台をメディアで活気づける

代表取締役

園部 明郎

〒980-0811　仙台市青葉区一番町３-３-19
TEL：022-263-7733　FAX：022-262-3761

代表取締役　園部 明郎 氏 資本金   1,150万円 創業・設立   1928年

製造業［仙台市青葉区］

適材適所でプロフェッショナル
が行う情報発信

高品質にこだわった印刷物をはじめ、時代に合
わせてさまざまな媒体から情報を発信しています。
株式会社ソノベを筆頭に、三つの関連会社がソノ
ベグループを形成しています。企業の広報から販
売戦略等、良質なコミュニケーションが求められる
分野でデザイン力に特化し、最適な宣伝方法を提
案している株式会社創童舎。各種映像ソフトの企
画制作、WEBサイトの企画・制作・管理、映像
配信を提供する株式会社コムメディア。そして、新
たに設立されたアトラク東北株式会社では、東北
を世界へガイドするために、個人向けガイドと、外
国人受入の促進を行い、地元の観光と商品をプロ
デュースしています。それぞれがジャンルに囚われ
ず、自ら生み出すことをモットーに業務を行っている
のです。

地元になくてはならない企業に
なる

印刷業だけにとどまらず、地元の魅力を発信する
ような事業を展開しています。アトラク東北の設立や、
宮城に住む人はもちろん、関心があるすべての人
達に、情報を共有してもらうことを目的とした『miyagi 
ebooks』というウェブサイトや、スマートフォン・タブレッ
ト端末専用の無料アプリも作成しました。また、新
しいまちおこしと広告の関わりを作るために、若手
社員が提案した「センダイ自由大学」では、気軽
に参加できる「敷居の低い市民大学」を目指して
います。講座テーマは暮らしや歴史、文化、食な
どさまざまで、場所を問わず市民が参加できる講座
です。一方的に伝える広告だけにとどまらず、市民
が交流することで企業と市民が情報共有できる場
を設けています。こうした地元に関わるさまざまな事
業を展開し「地元になくてはならない企業」を目指
しています。

HP
http://www.sonobe.co.jp/
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こんな人材を求めています

「やってみたい」入社し
てから身に付けた知識

入社して10年目になります。現在は
営業担当なのですが、見積書の作成
や、依頼主との打ち合わせなど、会社
の窓口のような役割を持って働いていま
す。

大学を卒業後に一度転職をして現
在の職場で働いています。大学時代
は、自分の興味や関心がある分野に
のみスポットを当てて、就職活動を行っ

ていましたが、「働いてみたい」と思う仕事は、絞っていた業界の、
枠の外にもありました。大学では経済を専攻していましたし、建設業
に対して詳しい知識は持っていませんでしたが、募集要項にあった

「一から携われる仕事」という言葉に魅力を感じ就職を決めたので
す。入社当初はわからないことが大半で、よく上司に聞きにいったり、
インターネットで調べたり苦労しましたが、その分、一つの仕事を終
えると充実感や達成感に包まれます。自分の視野を少し広げてみる
と、実は、長く付き合える仕事と出会うチャンスがあるのかもしれませ
んよ。

「やりたい」と志す人が来てくれることを
待っています

技術職に関しては、工学を専攻してきた人や建設に興味を持ち
学んできた人が好ましいですが、特に資格を持っていなければなら
ないということはありません。当社は保温工事やダクト工事など、「技
術力」をセールスポイントに掲げていますから、資格取得に関する
費用を補助するなど、社員の資格取得は会社としてバックアップして
います。ですので、事務所の壁には資格取得の証書がずらりと並
んでいます。技術力は会社全体の強みであるのはもちろんですが、
資格を取得した社員一人ひとりにとっても、自分の腕に自信をもって
作業に取り組めるというメリットもあるのです。

一方、営業や内勤の業務は、見積もりの作成、経理など数字と
向き合うことが多いので、経済や経営を学んできた人が、能力を生
かして仕事に取り組めます。本音を言えば、仕事が向いているか、
続けていけるのかは本人次第。私たちの仕事に興味を持ち、「やり
たい」と志している人にぜひ来てほしい。細かい作業や専門的な
知識など、業務は覚える内容が多いので、社内にはコツコツと仕事
に取り組む社員が多いですね。

ご飯は３食すべて、妻が欠かさず腕をふるってくれ
る料理を食べています。昼食ももちろん、毎日手作り
のお弁当。91歳になりましたが、現役社長として会社
で元気に働いています。元気に健康で過ごせているの
は、妻が作ってくれる料理のおかげだと思いますので、
妻に感謝しつつ、今後も上に立つ者として健康第一で
技術者を育てていければと思います。

91歳、健康の秘訣は毎日の食事

営業部営業課長

工藤 尋樹 さん

(福島大学 経済学部 卒)

代表取締役会長兼社長

渋谷 敏郎さん

建設業は男性が多いイメージ
でした。インタビューは女子学生
4人メンバーだったので、社員の
方からうまく話を聞き出すことが
できるのか、内心は不安でいっ
ぱいでした。取材当日、玄関先に
現場作業から戻ってきた社員の
方が、車から荷降ろしをしていた
ので挨拶をすると、「こんにちは」
と目を見て挨拶を返してくださ
り、緊張がスッと溶けました。

91歳の渋谷社長は、社会人の
在り方だけではなく、人としての
生き方も教えてくれました。「生
活は平穏に、日々コツコツ取り組
むことが成長の鍵」。社長の１時
間のお話は、記事にまとめきれな
いほど、今後の私たちのためにな
るワードが詰まっていました。今
まで、取材したことがない業種
だったこともあり、好奇心を?き
立てられました。業務が終了して
いたにも関わらず、お話しいただ
きありがとうございました。
 (平田 真莉子）

平田 真莉子
東北学院大学 3年

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
2年

安達 琴乃
東北大学 2年

奥津 晴香
宮城学院女子大学
3年

社長の奥さんが毎日欠かさず作るお弁当

株式会社 ダイイチ
創立53周年 実績と技術が強みの建設業

代表取締役会長兼社長

渋谷 敏郎

〒983-0034　仙台市宮城野区扇町３-４-25
TEL：022-232-9121　FAX：022-232-9123

代表取締役会長兼社長　渋谷 敏郎 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1963年

建設業［仙台市宮城野区］

機械設備工事（保温工事・ダ
クト工事）を請け負う

建設現場にて「保温工事」と「ダクト工事」の
施工をしています。保温工事とは配管や熱源設備

（ボイラー、冷温水発生器など）に対して温度維
持のための被覆を施す工事です。これによりエネル
ギーの放散を防ぎ、皆様の快適な暮らしに役立て
るだけでなく、省エネルギーにも大きく貢献していま
す。一方ダクト工事とは、気体を運ぶ通り道を作る
工事であり、主に建物内の空調を整え、換気、排
煙などを行います。天井内にあるものがほとんどで、
亜鉛鉄板やステンレスなどの素材で作られていま
す。

現場で作業をする他にも、営業や内勤の業務が
あります。営業の仕事は見積もりを概算し、お客様
に提示することはもちろん、工事の進捗状況を確認
しながら、依頼主である建設会社と現場スタッフの
間に立ち、細かい調整を行ったりもします。技術者、
営業、広報や経理を行う内勤の連携があって成り
立っているのです。

長年築いてきた信頼と技術力
を強みに

設立時は渋谷社長を含め、７人でスタートした株
式会社ダイイチ。「当時は現在と比べれば規模の
小さな仕事が大半を占めていた」そうです。以来
53年間にわたってコツコツと仕事を積み重ねること
で得た信頼が、現在の仕事へとつながっているそ
うです。「そのつながりを今後も大切にし、技術を
提供していきたい」と渋谷社長は語ってくれました。

また、「女性の活躍も将来のビジョンの一つ」だ
そうです。体力がいる技術職なので、一般的には
男性のイメージが強い業界ですが、今春、女性社
員が入社。作業の細やかさや普通なら気付かない
ような配慮など、女性ならではの強みを感じている
そうです。それだけに、男女共に働きやすい職場
になるよう、徐 に々環境を変えていきながら、「今後
は女性の採用も積極的に考えていきたい」と話して
くれました。

HP
http://daiichi-sendai.com/
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こんな人材を求めています

先輩の背中を追って、
日々 勉強

入社１年目の私は、社会人になった
ことで、環境が大きく変わったことを実
感しています。入社したてのころは分
からないことが山積みで、とても緊張し
ていました。ですが、職場の人たちは
たくさん声をかけてくださり、やさしく接
してくれる人ばかりでしたので、すぐに
緊張もほぐれ、雰囲気になじむことがで
きました。

今は、仕事の技術をもっと高めたいと思っています。私の所属は
プリント事業部で、機械を操作して色を調節する印刷オペレーターと
いう役割を担当しています。大量の印刷は、印刷しているうちに濃
度が変わってしまうので、ばらつきがないよう常に気をつけなければ
いけません。作業は大変ですが、先輩の背中を見習って日々 勉強
しています。なんといっても、前担当者は10年間機械を操作してい
た大ベテラン。少しでも早く追いつけるように、これからも仕事に励み
たいと思います。

求めるのは、成長の元となる「素直な心」
どんな仕事においても、大切なことは素直な心を持つことだと思い

ます。素直な心とは、どういった意味か考えてみましょう。例えば、
新入社員として企業で働く自分を想像してください。新しい環境で、
慣れない仕事に挑戦しなければなりません。初めてですから、当然
できないことや過ちなど壁にぶつかることもあるでしょう。失敗の経験
を成功に結び付けるために、何を行えばいいのでしょうか。そこで鍵
を握るポイントは二つ。人の話をよく聴くということ。そして、言われた
ことを行動に移せるということ。自分の過ちを、「だって」や「でも」
と言い訳をしても次の一歩にはつながりません。指摘された点を認
め、行動に移すという事が、素直な心だと捉えています。そんな心
を持つことで、力が一層身につくのだと思います。

みなさんに伝えたいことは、「人は自分だけの力で、成長できるの
ではない」ということ。心を閉ざさず対人関係を円滑にすることで、
より多くの知識を吸収することができるはずです。そこで欠かせない
ことといえば、元気な返事。返事ひとつだけで、相手に与える印象
は大きく変わります。素直な心と活気のある挨拶を心掛け、共に歩
む仲間をお待ちしています。

私のランチは、必ずといってよいほど妻お手製のお
弁当。お弁当を持参する人が多いこともあり、昼食の
時間は社員と集まって一緒に食べています。ときには
仕事の話だけではなく、趣味の話で盛り上がることも
あり、社員と交わす会話が楽しみなひとときです。お弁
当を頬張りつつ共に過ごす時間は、とても和やかで一
息つける大切な時間。部署の違いなどであまり顔をあ

わせない社員たち
にとっても、交流
しやすい場になっ
ていると嬉しいで
すね。

和気あいあいと、愛妻弁当をパクリ

プリント事業部

佐々木 健伍 さん

(東北工業大学 工学部 卒)

代表取締役

高橋 健一郎さん

高橋写真製版さんの取材で印
象に残った取り組みが、本文の
イラストや文章に好きな文字を
入れることができるオリジナル
の絵本製作です。印刷事業では、
普段目にする広告のチラシやは
がきなどを取り扱いますが、こ
れらの多くは役目を終えると処
分されてしまいます。「お客様に
笑顔を与え続ける印刷物をつく
れないか」と社長が悩みに悩み、
考え付いたのが〝世界に一つだ
けの絵本〟です。小さな子ども
向けの誕生日プレゼントとして、
家族愛をテーマに社長自らがス
トーリーを考えました。社員や
イラストレーター、多くの人の
協力があってできたと話してく
ださったときの表情は、こちら
まで微笑んでしまうような満面
の笑み。完成まで至った原動力
は、みなさんに「お客様に喜ん
でもらいたい気持ち」が一心に
あったからだと取材を通じて実
感しました。
 (加藤 里香）

加藤 里香
宮城学院女子大学
3年

石森 真結
仙台白百合女子大学
4年

徳水 璃都
東北学院大学 4年

高橋社長（写真中央）の手にお弁当。昼食は
社員と共に過ごしている

有限会社 高橋写真製版
「ありがとう」と笑顔をお客様に。人の喜び創造業

1999年　仙台市技術賞

代表取締役

高橋 健一郎

〒984-0001　仙台市若林区鶴代町５-30-１
TEL：022-236-9818　FAX：022-236-9820

代表取締役　高橋 健一郎 氏 資本金   500万円 創業・設立   1969年

製造業［仙台市若林区］

東北で唯一の亜鉛凸版製版
から、印刷まで幅広いサービ
スを

有限会社 高橋写真製版は、お客様を第一に考
え仕事を行います。はがきやチラシを主に取り扱う
印刷事業は、企画からデザインまで一貫して行える
ため手続きがスムーズ。速さだけではなく、質にも手
を抜きません。一枚一枚異なる文字や画像の印刷
を可能にするなど、日々 技術に磨きをかけています。

また、亜鉛凸版の製版を扱う東北唯一の会社で
す。亜鉛凸版とは、卒業アルバムやお酒のラベル
などにみられる、金箔や銀箔といった「箔」の元に
なる文字版のこと。今は版が不要なデジタル印刷
機が主流になっていますが、亜鉛凸版を使用して
箔押し印刷を行うことで、紙に立体感を与え、高級
感ある印象を演出します。

ほかにもオリジナル絵本制作や地域の清掃活動
を行っていますが、どの取り組みにも対しても社員
一同がまごころをこめてサービスをご提供する「人
の喜び創造業」です。

子育て支援を充実し、安心し
て働く環境づくりを手掛けたい
「人の喜びを創造する企業であること」を経営

理念に掲げる高橋写真製版。「社員が喜びを感じ
ていなければ、お客様に喜びを提供できないはず」
と考える高橋社長は「社内制度の充実に努め、
社員もより喜びを実感できる会社でありたい」と意欲
を語ります。

社内制度の充実化にあたって、今後進めていき
たい取り組みの一つが、女性が活躍する環境づく
りです。保育所の受け入れ人数を超えてしまう待
機児問題を背景に、子どものために仕事を辞める
女性が後を絶たない世の中。高橋社長は、まだ構
想の段階と言いながらも「子育て支援事業を展開
させたい。団地に託児所をつくることで子育てと仕
事の両立を後押しする援助につながるのではない
か」と思いを巡らせます。人の喜びを願う気持ちを
持ち続け、今後も「笑顔溢れる企業を目指し取り
組みを深めます」と話してくれました。

HP
http://www.takahan.com/index.html

代表者
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学生と保護者に対する知名度
アップが地元就職浸透のカギを
握っています。

―地元就職の浸透に向け課題は？
阿部　昨今の求職者は将来に不安を抱
いているようで、大手や公務員の人気
が根強いのは「知っている」という安
心感からだと思うんです。それは裏を
返すと、小さなベンチャー企業でも認
知度を高めて安心感を与えられれば選
択肢になりうるということですよね。
山田　企業が認知度、露出度を上げる
のはとても重要ですね。新聞などに取
り上げられると、「載ってたね」となり、
それが進路の選択肢につながることも
ありますからね。
針生　求職者の最大の関心はやはり収
入だと思いますよ。当社は業界水準の
２倍は出しているので、人を集められ
ている。パフォーマンスの高い人が集
まれば生産性は上がり、週休二日で残
業なしとなり、結果、望むライフスタイ
ルが貫けるんです。
山田　地元企業側の採用スキルが低い
のは問題ですね。わが社は今年度初め
て大手就職情報サイトを利用したので
すが、どんな情報を、いつ、どう出すか、
たくさん助言をもらい、改善を図ること
ができました。
阿部　仙台は東北のハブ。東北各県の
出身者が集まる都市です。ただ就職情
報サイトで探すと、転勤が伴う大手・
準大手ばかり。地元就職に特化したマッ
チングの仕掛けが必要だと思いますよ。
針生　大学の先生方が地元企業を知ら
ないのも大きいですよね。取り巻く大人
の色眼鏡が、学生の選択を狭めていな
いかと思うこともありますね。

―就職先選びで保護者の影響を感じる？
阿部　内定を出した学生が後日、親の
反対を理由に断ってくることがありま
す。そういうことがないように、親にも
子どもの就職先を理解しておいてほし
いですね。
山田　親の一人として心配はあります

が、やはり子どもの自主性を尊重した
いですね。親がやるべきは、しっかり
相談に乗ることと、入社後は頑張りを
支えることだと思うんですが。
針生　子どもが就職先でどんな経験を
して、社会にどう貢献して、どんな人
生を積み上げていくのか。親は、その
的確な助言ができるかが問われている
と思います。有名だからとか、大手だ
からとか、表面的な評価に囚われすぎ
てはいないでしょうかね。

学生のうちから社会性とコミュ
ニケーション力を高めることが
大切です。

―学生に期待したいことは？
阿部　社会との接点を多くもってほし
いですね。なかでもアルバイトはコミュ
ニケーション能力を確実に高めてくれ
ますよ。
山田　同感ですね。その上で勉強をしっ
かりしてきてほしい。基礎学力がない
と、新しい製品やサービスを生み出せ
ません。WISE に学生記者として参加
することもお薦めです。企業の現場を
覗くことができ、記事を添削までしても
らえるチャンスはめったにありません。
私は姪を学生記者にしたんです。
針生　それに付け足すなら「旅」。特に
海外ですね。行けば文化の違いを感じ、
刺激を受けます。それからスポーツも。
強靭な肉体は仕事の糧ですよ。
山田　「恋をする」も重要ですね。
阿部　一歩踏み出す力が高まり、精神
も鍛えられますよね。
針生　最近の若い人は効率優先。他人
の人生をコピペするような生き方をし
て、それで報われないと「会社が悪い、
社会が悪い」と言う。それは違うよ、
と言いたいですね。

針生信夫（はりう・のぶお）
株式会社舞台ファーム代表取締役
1962 年、宮城県仙台市生まれ。宮城県立農業講習所（現
宮城県農業大学校）を卒業後、父親の後を継ぎ、就農。
2003 年に舞台ファーム設立。2013 年にはアイリスオー
ヤマとの合弁により、舞台アグリイノベーションを設立。

（企業紹介は 27 年度版 56㌻）

山田理恵（やまだ・りえ）
東北電子産業株式会社代表取締役社長
1962 年、宮城県仙台市生まれ。東北大学農学部卒業後、
日本分光株式会社に就職。その後、JST 創造科学技術推
進事業（ERATO）の稲場生物フォトンプロジェクト研究
員を経て東北電子産業株式会社入社。

（企業紹介は 27 年度版 76㌻）

阿部章（あべ・あきら）
株式会社パルサー代表取締役
1979 年、宮城県仙台市生まれ。東北学院大学 工学部を
卒業後、マイウェイ技研株式会社（現マイウェイプラス
株式会社）に就職。その後、有限会社パルコ（現株式会
社パルサー）に 入社し、2012年に同社代表取締役に就任。

（企業紹介は 27 年度版 48㌻）

WISE56

求職者の「暮らし方」を重視
する傾向が地元企業の追い風
になっていると考えています。

―最近の就職事情で感じることは？
阿部　全国区の東北大学は別として、
仙台の学生は震災後、地元志向が強
まった印象がありますね。ただ、地元
企業側も学生側も、実はお互いのこと
をほとんど知らないのではないでしょ

うか。もっとお互いを知る機会があっ
ていいと思います。
山田　親の近く、自分の育った地域で
働きたい人が増えていると感じます。
中央や大手との待遇格差はあります
が、地元企業はそうした学生の受け皿
にならなければならないですよね。
針生　求職者は安定、待遇、休みの
多さを重視している。思うところはあ
りますが、当社にとっては追い風です。
最新の生産・加工・流通システムで、
週休２日、待遇も他産業並みと、従来
の農業イメージを覆してきたからです。

―地元就職や地元企業の強みは？
阿部　以前に比べ、就職を「暮らし」
の中で見ている傾向がありますね。朝
何時に家を出て、休日は子どもとの時
間を作れるのかなど、生活者の視点で
就職先を決めている。従来の業種・職
種重視とは違う傾向は、地元就職の浸

透には追い風だと思いますよ。
山田　年齢のせいか、東北地方の良
さを年々感じるようになってきました。
食べ物はおいしいし、自然はたくさん。
東京と比較しても強みは絶対にありま
す。物流の改善が進み、地方でもグロー
バルに働けることも訴えていきたいで
すね。
針生　当社の場合、従業員の多くは車
通勤。高速道が近く、遠くからでも通
えるし、首都圏のような渋滞も少ない。
住みたい場所に住んで、快適に通勤
できるというのは魅力ですよね。
山田　先日、大手をリストラされた人
が職を求めてきたのですが、組織の
パーツとして長く過ごし、残念ながら
使えない人材になっていました。わが
社の場合は、お客様と話して設計し、
作って届けるを一気通貫でやり切って
います。つまり中小の方が人間として
鍛えられるし、面白いはずです。

経営者はどう見る？
「WISE」が応援する地元就職が広がるには、
どんな課題があるのか。在仙経営者３人に語ってもらった。

座談会・地元就職の現実と課題　その 2　

司会進行：大泉 大介
河北新報社防災・教育室記者兼論説委員
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

常に考え、「思考停止」
しないでほしい

システム開発の業務も行っています
が、現在はプロジェクトチームを統率す
る立場として、二十人ほどのメンバーを
動かしています。入社した理由は、ま
ずIT業界に就職したいと思っていたか
らです。子どもの頃からパソコンを使っ
て、雑誌に掲載されているプログラムを
打ち込んで遊んでいるうちに、プログラ
ムをつくって何か動かすものをつくりたい

と思うようになりました。入社を決めた理由は、仕事に対する熱意を
忘れない社長の人柄です。

入社前には、自分で何かプログラムをつくる経験をしてほしいです。
つくる過程の中で悩んで、試行錯誤して、一度動くものをつくってみ
る。そのような経験をすると、業界に戸惑わないで順応することがで
きると思います。うまくいかないことに直面した時は、その原因をしっ
かりと考え抜いてください。あきらめずに、投げ出さずに考える癖が
つきますよ。

コミュニケーション力を重視しています
当社はシステムの開発がメーンの業務になりますので、技術者、

特にシステムエンジニア、プログラマに職種を限定して人材を求めて
います。常に出てくる新しい技術に対して向上心を持って、勉強し
知識を吸収できる性格や能力が身についている人が理想的です。
また、プロジェクトによって働く場所もチームのメンバーも変わりますの
で、周囲の状況や環境の変化に柔軟に対応できる適応力と対人能
力も必要ですね。特に仕事の中では、お客様や現場社員と意思の
疎通を図りながら仕事を進めることがほとんどですから、明るくて、コ
ミュニケーションを取ることができる方が向いています。反対に、暗くて、
パソコンに向かって黙 と々仕事をしたいという人には向いていません。

新入社員を採用する際には、重ね重ね言いますが、コミュニケー
ションが取れることを重視しています。さらに将来、幹部として経営
に携わることができるような人材としても期待をかけています。

新卒で採用した学生さんは、ほぼ全員が仙台あるいは東北地方
出身の人です。会社へ面接を受けに来る際には、仕事をする上で
自分は何をやりたいのか、将来の夢をしっかりとイメージしてください
ね。

昼食の時間には基本的に母がつくってくれたお弁当
を食べています。父がお弁当を持っていくときに一緒
につくってもらっているので、中身には私が苦手な食
べ物が入っていることも。苦手克服のチャンスだと思っ
て食べています。
食後の時間は、仕事柄一日中パソコンを操作してい

るので、目を休めるようにしています。外に出て自然の
光を見たりするのもその一つです。

心身ともにエネルギーを蓄える

ITビジネスユニット 
グループマネージャー

柏 克志さん

ソリューションビジネ
スグループ

針生 一慶さん

ソフトウェアやプログラムと
聞くと、難しいイメージを抱き
がちです。ですが、科学技術が
進歩した現代社会では、すべて
のシステムを支えている重要な
業界、職種だと感じました。

また、本社ではなくプロジェ
クトごとで勤務地が異なるとい
う働き方に驚きました。今回取
材に協力していただいた方も、
さまざまな場所で働いていまし
た。勤務地だけではなく、メン
バーもその時々によって入れ替
わることがあるそうです。そう
した環境で仕事をする際には、
社長のおっしゃっていたように、
コミュニケーション能力が必要
だと思いました。私は大学だと
友達や先生といった、面識のあ
る人とばかり話してしまいます。
なので、コミュニケーション能
力を上げるためにも積極的に色
んな人と話したり、話せる環境
に出向いていきたいと思います。
 (三澤 奈穗）

三澤 奈穗
東北学院大学 3年

堀井 良樹
東北大学 3年

石澤 脩
東北大学 4年

針生さんのランチ

株式会社 ティー・エス・シー
システム開発で企業さまのパートナーとなり支える

代表取締役

高橋 義治

〒980-0014　仙台市青葉区本町１-11-１
TEL：022-217-1367　FAX：022-217-1368

代表取締役　高橋 義治 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1998年

情報通信業［仙台市青葉区］

幅広いお客様に対して多様な
システムを開発しています

株式会社ティー・エス・シーは、ソフトウェア開
発を軸とした事業を展開している企業です。シス
テム開発は主にメーカーやシステムインテグレーター
(SIer)、エンドユーザーから受注しており、特に製
造業のお客様が多くなっています。取引先の約八
割は仙台の企業ですが、仙台をはじめとした東京
や名古屋など幅広い地域のお客様とも取引がある
そうです。

具体的なシステム開発の例としては、気象予報
やシミュレーション、次世代材料の開発などに活用
される、スーパーコンピューターの他、医師が使用
する電子カルテがあります。これらは会社の主力事
業かつ競合他社への強みになっています。

他にも、「eye eye福祉展」という、目の見えな
い方や見えにくい方の生活に役立つ、福祉機器の
展示会への出展を行っています。

長期的に活用できる人材を育
てたい

これから特に力を入れて取り組みたい事業は、
「人材を長期的に活用できるような事業」と語る高
橋代表取締役。ソフトウェア開発だけでなく、クラウ
ドの構築利用や運用支援など、技術者の経験を
長期にわたり活用できるものを模索していくそうです。
また、将来的にはソフトウェア開発以外の事業にも
取り組み、高齢者を継続的に雇用できる仕組みを
作ることで、安定した経営を図りたいと話していまし
た。

会社としての発展、飛躍を遂げるためには、人
材と技術の二つの面という要素が必要であり、人
材面では自分から考えて行動できる、そしてコミュニ
ケーションが図れること、技術面では、他社ではで
きない、もしくはあまりできていないことを実現できる
技術者を育てることが大切なものと挙げていました。
そこには、他社や海外と競争するだけでは得られ
ない大きなメリットがあるそうです。

HP
http://www.tscnet.co.jp/
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

人とかかわりたくて選ん
だ職場

常駐先の企業で、システム開発に
携わっています。エンジニアは「他人
とかかわらなくてよい仕事」というイメー
ジを持たれがちですが、そんなことはあ
りません。常駐先で安心して仕事を任
せていただくためには、会話を積み重
ねながら、信頼関係を築くことが重要に
なります。その意味では、大学時代に
接客業のアルバイトに励んできてよかっ
たと思いますね。もともとは別の企業の

営業職に就いていましたが、他の社員とかかわりがなく、一匹狼的
な仕事のあり方に疑問を感じていました。デジタルトラストに入社した
のは、社内イベントが多くて「楽しそうな雰囲気だな」と感じたから。
今は常駐先の企業の方とキャンプに行ったり、上司と酒を酌み交わ
す機会があり、アットホームな職場環境だと実感しています。就活生
の皆さん、ぜひ「他の人と良いかかわりが持てそうだ」とイメージで
きる企業にチャレンジしてみてください。

トラスト（信頼）とともに成長していきたい
社名に「トラスト(信頼)」とあるように、これまで「信頼」を大切

にしてきました。当社のエンジニア業務はチームで行われることが多
いですし、お客様と意思疎通を図りながらニーズを把握する必要が
あります。そのため求める人材としては、コミュニケーション力を持っ
た学生に来てほしいですね。IT知識の有無は新卒の学生であれ
ば問いません。入社後は３ヶ月間のIT基礎研修に加えて、日々 の
悩みなどをヒアリングする機会を設けるなど、充実したフォローアップ
体制を用意しています。

会社としての魅力は二つあります。まず、勉強会や社員旅行など
社内イベントが充実しているため、他の社員と交流を深めることがで
きることです。人と関わるのが好きな人には過ごしやすい雰囲気でしょ
う。二つ目は大手企業の顧客が多いことがあげられます。若い段
階から大手企業を支える仕事に就けるだけに、やりがいもありますし、
重要な案件に取り組むことでスキルアップも望めます。当社は設立以
来、売上を右肩上がりに伸ばしてきました。社員の「人を大切にす
る姿勢」が、その成長を支えてきたのだと思います。そんな当社へ
魅力を感じてくれた方のエントリーをお待ちしています。

毎日、自作のお弁当を食べています。朝は忙しいので、
前日の夜に仕込みをしたり、土日にご飯を炊いて冷凍
保存しています。おかずは手軽に作れる卵焼きが一番
多いですね。料理をするようになったのは、親元を離
れて社会人になってからです。節約のために始めたの
ですが、今では欠かせない日課になっています。日々、
頭をフル回転して働いている分、何も考えずにできる
料理が一日のよい気分転換になっているのだと思いま

す。

社会人から始めた弁当作り

システムエンジニアリング部

山本 亮太さん

(宮城教育大学 中等教育教員
養成課程数学教育専攻)

システムエンジニアリ
ング部

山本 亮太さん

「システムエンジニア」と聞く
と「ひたすらパソコンに向き合
う職業」という印象を持たれる
かもしれません。しかしデジタ
ルトラストは社員同士やお客様
とのつながりを大切にして成長
を続けてきました。社員のお話
からは、いたるところでアット
ホームな社内の雰囲気を実感し
ました。とても魅力あふれる企
業なのだなと思います。

取材で印象に残ったのは、先
輩社員の方の「趣味でも自分で
アプリ開発などしてみたい」と
の言葉です。仕事内容と趣味に
したいこと、日々の生活で興味
をもっていることが重なってい
るのはとても幸せなことのよう
に感じます。自分もそんな生き
方をしてみたいと思いました。
取材を通して、IT業界に対する
知識を深めること、自分自身の
今後について考えをめぐらすこ
とができました。
 (石澤 脩）

石澤 脩
東北大学 4年

三好 桃子
東北大学 4年

山本さんのお弁当

株式会社 デジタルトラスト
信頼を強みに成長を続けるIT企業

システムマーケティング部

藤村 りん

〒980-6123　仙台市青葉区中央１-３-１　AERビル23階
TEL：022-290-6852　FAX：022-290-6853

代表取締役社長　後藤 隆志 氏 資本金   1,550万円 創業・設立   2006年

情報通信業［仙台市青葉区］

法人のお客様を支えるシステ
ム業務

現在、企業での在庫管理や会計管理などの仕
事において、コンピューターシステムは欠かせませ
ん。株式会社 デジタルトラストは、そうしたシステム
の企画・提案から開発・テスト・運用・保守を通じて、
多業種のお客様を支えてきました。中心事業のシス
テムエンジニアリングサービスでは、エンジニアがお
客様の下に常駐して業務に携わります。緊密かつ
長期的な連携により信頼関係が構築でき、より高い
ニーズに応えられるのが強みです。

一方で独自の製品やサービスの開発も、社員の
アイデアを元に行われています。代表的な例として
は、直感的な操作が特徴的なandroidタブレット用
レジアプリ「デジレジ」があります。このように、シス
テム関連事業のほか、WEBソリューションサービス
としてWEBサイトの構築、運営も行っていて、企
業紹介HPの製作などもしています。

情報化社会で活躍の場を広
げていく

一つ目に、中心事業であるシステムエンジニアリン
グサービスを拡大し、より企業を大きくすることを目指
しているそうです。そのために行っているのが新入
社員の積極的な採用と充実した社内教育。「若い
社員には将来的にプロジェクトリーダーなど指導する
立場として、会社のこれからを担ってほしいのです」
と藤村さんは話します。

二つ目が「時代の変化に対応できる企業」。シ
ステムサービスにおいて、新端末やOSの登場に対
応し必要になる最新のIT技術を、会社として取り
入れ、時代の変化とともに成長を図っていくそうです。

「もし人員に余裕ができれば、独自の製品サービス
の開発にも注力する方針」と話します。エンジニア、
プログラマーの活躍の場が広がることが予想され
る、これからの情報化社会。そのなかで乗り遅れる
ことなく、より必要とされる企業を目指しているのです。

HP
http://www.digitaltrust.co.jp
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こんな人材を求めています

経験者は語る。就職
活動においての心意気

本部として、各支部・支所からの問
い合わせ対応や契約実績の集計など、
自動車共済の営業推進を行っていま
す。

就職活動をしている皆さん、企業の
情報をしっかりと下調べをした上で、就
職先を選択してみて下さい。私自身、
就職活動にあたって勤務時間や立地
条件の良さに魅力を感じ入組を決めま

した。入組後に組合の概要などを理解しましたが、それ以前は企
業の情報や特徴をあまり把握しない状態でした。そんな私は、業務
一つひとつにがむしゃらに取り組み続けました。条件の良さに惹かれ
入組を決めたものの、こうして今に至ります。そんな私の経験から言
えることは、企業のインターンがあればそれに参加し、より一層企業
の魅力を掴んで就職に臨んで下さい。また私の組合の場合、運転
もするので運転免許証が必要となりました。免許取得が必要な場
合は、ペーパードライバーにならないよう心掛けたほうが良いですね。

「cool head・warm heart」な人材を
求めます

将来を見通し、対応を果敢に提案実行できる「知的レベルの高
い人」、さらには、人とのかかわりを大切にする「優しさの溢れた人」、
そしてこれらを持ち合わせた「クールヘッド・ウォームハート」な人材
を求めています。

そこで最も重要となるキーワードは「前向きさ」と「粘り強さ」です。
誰しも物事を前向きに捉えられるとは限りません。ですが、「人のた
めに生きることが、人間本来の使命である」ということを基本として
考えると、自然と前向きになれるものです。困っている人のために役
に立ちたい、尽くしたいという思いが心の中になければどんな仕事も
うまくいきません。そのような小さな気持ちは大きな成果へと繋がるの
です。疑いを持った人がいるかもしれません。ですが、心に止め意
識をしてみて下さい。何かしらの変化が見えてくると思います。初め
は小さな変化であったとしても、結果につながることでしょう。

学生の皆さんの人生は長いのですから、失敗しても叱られても大
丈夫です。チャレンジ精神を持ち、諦めずに前向きに物事と向き合
えばうまくいくはずです。どうかその思いを忘れずに、果敢にチャレン
ジをして成長して下さい。

組合周辺には飲食店が多いため、外食をする人が多
いです。その一方で、女性職員の多くは手作りのお弁
当を持参しています。また、業務部の中では、代理所
やお客様からのお問い合わせに対応する「お昼の電話
当番」を若手職員が交代制で分担しています。その電
話対応の合間には、職員同士の会話も弾みます。上司
の気さくな雰囲気によって、業務に関すること以外の
雑談などもあり、ランチの時間を楽しみながら過ごすこ

とができます。

業務の合間の心地よい一息

課長補佐

佐藤 光一さん

（宮城県泉松陵高等学校 卒）

業務部業務課

永富 麻由さん

「こんなにも学びの意欲を掻き
立てられることがあるのか」と、
考えてしまうほど驚きの連続で
した。企業の特徴をお聞きする
とともに、徳能専務からは人生
においての考え方までも伝授し
ていただきました。その中で心
動かされた言葉が一つ。「徹底
的に勉強をし、そこで生まれた
疑問を解きなさい。その答えに
も疑問を抱き、自分なりに考え
なさい」という言葉です。疑問
を持ち、解消することが人との
出会いにも繋がると教えて下さ
いました。生じた問題と向き合
わずに流してしまう私にとって、
この言葉は、学びに対する考え
方を変えさせられる「ことば」
でした。短い取材の中で、多く
のことを私たちWISEの学生に
伝えて下さり、非常に有意義な
時間を過ごすことができました。
本当に有難うございます。
 (遠藤 優佳）

遠藤 優佳
尚絅学院大学  1年

三木 拓弥
東北大学 2年

ランチ風景

東北自動車共済協同組合
あんしん・ゆとり・たすけあいの自動車共済

専務理事

徳能 邦幸

〒980-0011　仙台市青葉区上杉１-９-15
TEL：022-264-1188　FAX：022-264-1166

理事長　木皿 喜吉 氏 資本金   4,357万円 創業・設立   1974年

金融業、保険業［仙台市青葉区］

お得な掛け金で大きな安心。
それが組合のモットー

組合員の交通事故や人身事故の処理、それら
の契約管理などを主に行っている組合です。組合
員は、車の利用が多い中小企業が主な対象となっ
ています。本部は宮城県仙台市で、各支部の問
い合せや契約実績の集計管理と各支部・支所へ
の支援なども行っています。また、組合員の相互
扶助の精神に基づき創立され、営利を目的とした
事業ではないので、一般的な企業形態の保険会
社と比較すると、低廉な掛け金で加入できるという
魅力があります。株式会社などとは違い、共済は
組合員に安い掛金で還元されることが目的とされて
います。自分たちの利益を自分たちで守るという、ま
さにお互いに助け合う仕組みが東北自動車共済協
同組合の一番の魅力です。

今日までの、明日からの強いネッ
トワークを通じて

現在は「自動車共済」をメインにしている組合
ですが、今後は自動車のみならず、東北地域の高
齢化社会の中で求められている「サービス」の提
供を進めていきたいそうです。具体的には自動車
共済によって築き上げてきた「細かいネットワーク」
を通じて、一人暮らしをしている高齢者の見守りサー
ビスや、老人ホームなどの紹介をトータルにまとめた
サービスシステムを、２年後までに成立させたいとの
ことです。徳能専務が高齢化社会に着目した理由
は、自身の経験にあると言います。「義理の父が認
知症になって、介護の苦労を思い知った」ことから、
高齢化社会に貢献できることは一体何かと考えた
結果が「共済のネットワークを活用した高齢者のサー
ビスと家族への支援」です。

43年間で築き上げたものをこれからはさらに拡大
させ、社会貢献へと結び付けたいと熱く語って頂き
ました。

HP
https://www.tohokujikyo.jp
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

従業員を思ってくれる
会社です

私は、以前違うゴルフグッズの会社に
８年間勤めていました。以前の会社で
仲良くなったお客様に、またお会いした
いと思い、同じ業界である東北テレメ
ディア開発のゴルフパートナーを探して
入社しました。仕事内容としては、接
客業が基本でコンビニのようにレジに来
たお客様をお会計するわけではありま

せん。自分の方からお客様に声を掛けて、お客様の悩みを聞いて
それに答えて提案する逆販売です。だから、お客様を接客している
とお客様の方が自分たちよりもゴルフに関して知識があるので、話し
ながら勉強して接客しています。大学生に向けてのアドバイスとして、
私も初めはゴルフに関して分からなくて、接客するのが不安でした。
それでも、元気と明るさで何とかなると思い、お客様と話を繋げていっ
たら買っていただいたので、元気と明るさがあれば大丈夫だと思い
ます。

素直さが大切、人見知りな人も歓迎
今必要としている人財は素直な人です。素直な人は自分を変える

ことができると思っています。素直でない人は、例えば「自分の性
格は変えられない」と頑固になってしまい、なかなか成長できず、悩
んだり苦労したりする。やはり自分を知って素直にいろいろなことを吸
収し、自らを変える努力をすることで成長できる人財が一番です。そ
のうえで、「元気な人」や「明るい人」であれば、さらにいいと思い
ます。もし面接をして、みんな素直だったら、元気、明るい、前向き
な人財を採用します。あとは「人見知りの人」も歓迎します。以前
はこうした人は接客業に向かないと思っていました。でも、新入社員
のオリエンテーションなどで話を聞くと、「人と話すのは嫌いではなく、
どちらかといえば好きなのだけれど、自分は人見知り」という人が多
くいました。しかし接客業というのは、知らない人と毎日会話をしなけ
れば仕事になりませんから、仕事をしていくうちに人見知りしなくなっ
ていくのです。それはその人が成長した証です。仕事を通して人
見知りがなくなっていくと思います。自分自身が仕事を通して成長でき
るのは大切だと思っていますので、人見知りの人も大歓迎なんです。

私の父がレストランを開いていたこともあり、食べ歩
きを趣味にしていました。お気に入りのお店は、高校
に入学してから開拓したお店で、同級生とよく食べに
行きました。料理は安くてボリュームもあり、そしてな
によりおいしい。おすすめはミートソーススパゲッティ。
シンプルな具材と定番の味付けですが、まるで大きな
プリンを運んでいるかのようにプルプル揺れながら運

ばれてきます。ガ
ツンとくる味がた
まりません。

高校時代から食べる、ミートソース
スパゲッティ

ゴルフパートナー

菅原 友理香さん

代表取締役社長

渋谷 潤さん

渋谷潤社長は「社員はファミ
リー」というビジョンを大切にし
ている方で、社内で働いている
正社員やアルバイトの人たちを
大切に想っている印象を強く受
けました。渋谷社長のお父様も
会長として会社にいらっしゃる
のですが、取材のときには仕事
場や家でのさまざまなエピソー
ドも話してくださいました。渋
谷社長はとても明るく爽やかで、
インタビュー中も時々面白い話
も交えながら、私たちの緊張を
ほぐしてくださり、楽しく取材
することができました。ゴルフ
パートナー仙台泉バイパス店に
勤務する菅原さんやauショップ
西多賀店に勤務する佐藤さんの
お話を聞いても、産休や育休と
いった家族手当が充実しており、
女性にも働きやすい環境で、心
の底から楽しく仕事をしている
印象でした。
 (山田 峻一）

山田 峻一
仙台大学 3年

加藤 里香
宮城学院女子大学
3年

徳水 璃都
東北学院大学 4年

ミートソーススパゲッティ

東北テレメディア開発 株式会社
人と人とを繋ぐサービスで東北を盛り上げたい

代表取締役社長

渋谷 潤

〒984-0042　仙台市若林区大和町２-１-34
TEL：022-237-8511　FAX：022-237-8513

代表取締役社長　渋谷 潤 氏 資本金   1億円 創業・設立   1988年

情報通信業［仙台市若林区］

メインの移動通信事業のほか
に四つの事業を展開

東北テレメディア開発 株式会社は、五つの事業
を展開しています。まずドコモやau、ソフトバンクの
ショップを運営し、お客様に最適なサービス・プラン
をご提案する「移動通信事業」。オフィス・ドクター
を目指し、コピー・ファックスといった通信機器の販
売メンテナンスを行っている「ソリューション事業」。
食を通じてお客様を笑顔に元気にをモットーに、牛
角やチャオチャオのフランチャイズとして店舗運営を
行う「外食事業」があります。ほかにも、お客様
の悩みや希望を聞いて、新品はもちろん中古まで
の品揃えで、充実したゴルフライフを提案する、ゴ
ルフパートナーのフランチャイズ運営を行う「ゴルフ
パートナー事業」。さらには、24時間年中無休のフィッ
トネスジムを運営し、お客様の健康をサポートする
「フィットネス事業」と、幅広い分野に事業を展開
しています。

ずっと働き続けてもらえる職場
創りと地域を元気にする事を目
指す

東北テレメディア開発のビジョンは「社員はファミ
リー」。それだけに、現在展開している事業は、長
く働きたいと思っている現在働いている社員にとって
「合っている事業だ」と渋谷社長。「職場には同
年代はもちろん兄弟姉妹のような、一緒に働く仲間
がいて、それぞれに家族ができても働きやすい環境
で、社員が40年50年と歳を重ねて定年を迎えるま
で、仕事にやりがいを感じてもらえるような職場にな
らないといけない」と考えています。また、少子高
齢化が進む現在、「住み心地のいい生活、まちづ
くりにはITが欠かせない」と、携帯電話やスマート
フォンを、人と人、地域と地域を繋ぐツールとして普
及させていく一方で、フィットネスやゴルフを通して体
を動かし、「地域の人たちがマラソン大会にも参加
できるような、活力のあるまちづくりに、事業として貢
献できれば」と語っていました。

HP
http://telemedia.co.jp/
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こんな人材を求めています

社内全体で乗り切ろう。
結束力が魅力

今まで接したことがない分野の業界
に興味をひかれて、入社して２年目にな
ります。業務は主に、200名におよぶ
隊員の手配やシフトの調節、電話対応
など。私自身は直接的に警備を行うわ
けではありませんが、現場の人 を々支
えることで、会社に貢献できるていると
やりがいを感じています。24時間365
日営業のため、シフトは交代制です。

忙しい時は手一杯ですが、大変なことはみんな同じ。「みんなで乗り
越えよう」と社内全体が一団となって仕事に励んでいるので、頑張
る意欲もわくし、気が引き締まります。会社に勤めていて感じたことは、
愚痴を口にするのではなく、力を合わせようという前向きな結束力が
あるということ。仕事に熱意をもって取り組める環境であるところが魅
力です。

”面白い”と思えることが、成功の道を
歩む鍵

固定観念を持たない素直さを重視しています。中小企業では社
員一人でいくつかの仕事を担うことが多く、順応性が必要とされるた
めです。ですが、それ以上に欠かせない条件は「仕事を好きと思
えること」と、「粘り強さ」ですね。当社では社員の成長が企業の
成長に繋がると考えて、社員のスキルアップに力を注いでいます。で
すが、いくらサポートに投資をしても、社員のやる気がなければ力は
実りません。仕事を面白いと思う人は、会社で提供する研修制度や
資格獲得などの援助に対して意欲的に取り組み、どんどん知識を
育んでキャリアアップの道を歩みます。仕事は決して楽なことではあり
ませんが、面白さを感じる人は仕事にやりがいを見出して、プライド
を持ち合わせているので辛い時も乗り切ることができます。

社会人として成功するポイントは、好きな仕事に就いて自分が選
んだ仕事にプライドを持つことではないでしょうか。学生の皆さん、ぜ
ひとも学生の期間にしかできないことに取り組み、自分の好きなことが
何か答えを導き出してくださいね。共に会社を作り上げていく仲間を
お待ちしています。

会社の公認組織に「女子会」という、女性が働く職
場の改善を、女性自身が考える会議があります。会議
といっても、食事をしながら行われて終始和やかな雰
囲気です。外の現場では女性向けのトイレが少ないな
ど、女性特有の悩みを打ち明けることができるのは、
参加者がみんな女性だから。あまり女性がいない環境
で働いているため、悩んでいるのは自分だけではない

という安心感が生
まれ、仲間の存在
をより心強く感じ
る場になっていま
す。

会社公認組織「女子会」で集まり、
お食事会

仙台営業所 管制担当

秋葉 健太郎 さん

(東北学院大学 卒)

大崎営業所 業務主任

亀井 久子さん

2016年５月に仙台で開催さ
れた主要７カ国（G7）財務相会
議や、仙台七夕の花火大会など
県内開催の大規模イベントにお
いて任務を果たす東洋ワークセ
キュリティ。取材をして最も驚
いたことは「勤務先が異なって
いても、従業員同士は顔見知り
が多い」ということ。現在、東
北を中心に北海道から関東まで
31拠点を展開する中で、どう
やって交流しているのだろうと
疑問に思っていると、社員サポー
トの一環で開催される「泊りが
けの研修会」で親睦を深めて
いることが明らかに。社員同士
がコミュニケーションを十分に
行っていることで、会社全体が
一層の団結力を持ち合わせてい
ると感じました。
 (加藤 里香）

加藤 里香
宮城学院女子大学
3年

三木 拓弥
東北大学 2年

女子会にて。お話とランチを楽しむ女性社員

東洋ワークセキュリティ 株式会社
安全・安心な暮らしを、地域の皆様に届けます

代表取締役社長

菅原 正秀

〒980-0803　仙台市青葉区国分町１-７-18
TEL：022-225-5068　FAX：022-208-5080

代表取締役社長　菅原 正秀 氏 資本金   4,000万円 創業・設立   1990年

その他サービス業［仙台市青葉区］

長年の経験から養われた技
術。警備のプロフェッショナル

安全と安心をお届けするために、三つの事業が
柱となってお客様に寄り添います。公共の建物など
において、不審者の侵入や火災の被害を最小限
にとどめるセキュリティ事業は、警備員による巡回
や管理が徹底されていることがとても重要です。人
が警備をすることで「見える」警備となり、未然に
犯罪を防止する効果としても力を発揮します。また、
現代のセキュリティは最新の防犯システムを用いるこ
とも欠かせません。警備を一層強化する手段として
欠かせない防犯・監視機器製品の販売事業では、
最先端技術により開発された品を厳選して販売を
行っています。また、建物サービス事業の優れてい
る点は、オフィスビルからホテル、学校や個人宅まで、
幅広く対応したメンテナンスサービスが実施できるこ
と。すべての事業においてお客様を第一に、安全
性のある空間を提供するプロフェッショナルとして地
域に貢献します。

規模の拡大と、社員の成長を
サポートする環境作りに力を注
ぎます

全国各地でより多くの人にサービスを提供すること
を目標に、規模の拡大を試みる東洋ワークセキュリ
ティ株式会社。菅原社長は「スケールを大きくする
だけではなく、警備の質を高めることも欠かせない」
と、社員が次のステップに進むためのサポート環境
を強化したいと意気込みます。これまで月に一度、
社員満足度の向上を目指した取り組みとして、社員
の階級や職種にあわせた多彩な研修を行う学びの
場を提供してきました。一つ例をあげると、部下が
できた場合に、どのように指導を行うと円滑に作業
が行えるのか、気を付けるポイントなどを研修を通し
て学ぶことができます。今まで経験してこなかった
役割を担うとき、きっと戸惑う人も多いはず。先人の
ノウハウを学ぶ機会を通して大いに参考になる援助
だと感じられ、日々 成長する社員の、ますますの活
躍が期待されます。

HP
http://www.tw-s.co.jp/
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こんな人材を求めています

「ほう・れん・そう」
この職場に就いてから、さまざまなデ

ザインの傾向を少しずつですが把握で
きるようになり、一消費者として意見を
持てるようになりましたし、食に対する
興味も深まりました。営業をしていて思っ
たことは、お客様の視点に立つ際に、
目につく、手に取りやすいものを提供し
ていきたいと、常々考えています。仕
事をしていて、「ほう・れん・そう(報告・

連絡・相談)」に対する大切さにあらためて気付き、これをしっかりと
行うことは、お客様からの信用に繋がり、同時に社内の信用にも繋
がると身をもって感じました。ですので、自分がミスをしたら正直に申
し出ることですね。当たり前だと思うかもしれませんが、勇気のいるこ
となんです。仕事には責任がつくものですからね。最後に、大学生
活はスポーツでもアルバイトでも、自分がやりたいと思ったことを、精
一杯した方がいいと思います。今しかできないことを、いろいろ経験
してみてください。

自ら考え、行動し、成長意欲のある人
私は、就職先を選択するのは結婚するパートナーを選ぶ感覚だと

考えています。就いてからの人間関係が重要だと考えているからで
す。勉強に時間を費やしてきた人は、その後学問を突き詰めていく
のか、人として社会に出て成長していくのかの二択に分かれると思
います。当社が必要としているのは後者です。勉強をするにしても、
自分の目の前の事に対して、苦痛にならないように気持ちを持ちなが
ら行いますよね。それと同じで、当社の業務にいかに興味を持てる
かを重要視しています。入社してからの姿勢が特に大事で、意気
込みを持ち取り組もうとする姿勢を評価しています。メーカー同士の
競争の中で、どんなかかわりを持てるのか、お客様にどのように接す
るかを考えられる人材になってほしい。営業なら商品の流通や食べ
方にアンテナを張るといったことです。さらに欲を言えば、何でも面白
いと思ってできる人がいいですね。そうでないと長くは続きません。中
小企業はとてもシビアで、大企業は一つの仕事に担当が複数いるの
は普通ですが、中小企業は、一人ひとりの担当が何役も熟して仕
事をします。食品やデザイン関連で興味がある方はぜひエントリーし
てみてください。

製品の発注や在庫状況の確認、納品書の出力に計上、
他にもお客様への対応や資料作成などをしていました。
私は社内での業務が主なので、ランチは社内の食堂で
食べています。食堂といっても食事をするスペースが
あるだけなので、昼食のメニューは社員バラバラです
ね。普段は、お弁当屋さんに宅配をお願いしています。
お弁当は日替わりで、程よくバランスもとれていて、自
前で用意しない私にとってはとても助かります。

午後の業務も頑張ります！

営業部

高橋 昂輝さん

営業部

河野 亮さん

印刷だけではなくデザイン
や企画も行っているということ
で、興味を持ち、今回取材にあ
たらせてもらいました。印刷と
いっても用紙ではなく、石油製
品を用いているからこその社名
と、食品のパッケージを主に取
り扱っているということで、入
念な衛生管理に感銘を受けまし
た。私自身、中学時代は美術部
に所属していたので、デザイン
関連に興味がありましたが、色
の面白さに改めて惹きつけられ、
色の組み合わせで、食品の印象
や特徴がパッケージから見て取
れるなと感じました。お客様目
線でさまざまな努力をされてい
るのが、会社の向上の意義であ
ると思います。私たちが何気な
く生活している中で「一消費者
としての意見が持てた」という
高橋さんの言葉に、仕事に対す
る責任感を感じました。社会人
として仕事に責任が持てること
は、とても素敵に思いました。
 (佐藤 佳奈）

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
2年

三木 拓弥
東北大学 2年

河野さんのランチ

常盤化工 株式会社
消費者目線での提供を

代表取締役社長

松田 道利

〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町１-34
TEL：022-288-5211　FAX：022-288-5944

代表取締役社長　松田 道利 氏 資本金   2,000万円 創業・設立   1961年

製造業［仙台市若林区］

衛生管理は徹底的に
印刷用紙の卸売業のプラスチックフィルム印刷部

が独立し設立された常盤化工株式会社。石油製
品を使用しているので「化工」という文字が入った
社名になったそうです。食品パッケージのデザイン
企画・製造・販売を主力とする企業です。食品に
直接触れる製品を扱っているので、工場に入る際
にはエアシャワー、消毒、ほこりの除去など、衛生
面には十分に注意を払い、クオリティの高い、表面
にも裏面にも印刷を可能にするグラビア印刷を行っ
ています。保存食などの品物は、ドライラミネートと
いう機械で素材を張り合わせることで、日持ちさせ
ることができるそうです。透明な素材でパッケージを
製作する際は、写真や文字の図柄に、白の図柄
を重ねて透けなくしています。パッケージの印刷は、
お得意先の要望に合わせたデザインはもちろん、エ
ネルギーや原材料名も詳しく表示されています。ま
た、商品の展示やPR用の製品も製作しているそう
です。

時代にあった商品づくり
グラビア印刷業に特化して考えた時に、業界とし

ての競争に打ち勝つために、幅を広げる活動を行っ
ているそうです。消費者のニーズや活用法を見極
めて製品づくりを行っており、他の企業では行わな
いことを自主製作しています。例えばレトルト商品の
袋は耐熱性があり、保存にも有効ですが、その袋
を製作するドライラミネートという機械は、多くの印刷
会社で使用されているので、同じ業界として他社の
動向にアンテナを張っているそうです。現代の市場
のニーズでは、一人前の量のパッケージ生産が増
えていて、そうした発注も増えているとのことです。
将来的には「20年ほどのビジョンで考え、パッケー
ジを基軸に販売をする際の広告・宣伝商品を提供
していきたい」と考えています。また、成長が目覚
ましい東南アジアやアフリカに、現在流通していな
い商品はまだまだある。これからも世界的にパッケー
ジの需要は増えると松田社長は熱く語ってくれまし
た。

HP
http://www.tokiwakako.jp/
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

作ったものが狙いどお
り動いた瞬間、プログ
ラミングの面白さを感じ
ます

ECソリューション事業部で、プログラ
マーをしています。業務はネットショップ
の根幹となるシステム開発です。プログ
ラミングの面白さは、自分で作ったもの
が自分の狙いどおり稼働した瞬間にあり
ます。時には思ったようにいかないこと
もあり、問題点はどこか、粘り強く考え

ていきます。小さな綴りのミスなど、細かい部分を検討する忍耐力は
必要かもしれません。失敗を積み重ねることで「前にもあったぞ」と
気付けるようになり、自分の成長を感じることも増えてきました。

私は情報系の学科出身ですが、もともと民間就職を考えていな
かったので、知識が足りないのではと不安でした。しかし今思うのは、
まず取り組んでみるのが大事ということです。先輩方もサポートしてく
れますし、自分で勉強しながら、対処できています。働くことに不安
を持つ人もいるかもしれませんが、一歩踏み出してみると何とかなる
ものですよ。

自ら学び、お客様のニーズを感じ取れる人
まず欠かせないのが、自ら学ぶことができる人であることです。IT

技術は日進月歩で、常に新しいトレンドやノウハウを学ぶ必要がありま
す。自ら学ぶ姿勢を持つ人でないと、開発者としては大成しません
し、何より仕事が苦痛なものになってしまうでしょう。選考の際は、自
発的に学び、吸収しようとする姿勢を持っているかを重視しています。
そしてソフトウエアの開発やウェブサイトの構築といった仕事は、一人
だけでできるものではありません。報告・連絡・相談をしっかり行える、
仲間とのコミュニケーションが図れることも必要な力の一つです。ただ、
仲間に遠慮して結果的にサービスの質が下がってしまうようでは元も
子もありません。お客様のニーズを誠実にキャッチし、よりよいサービ
スのために努力する姿勢が大切だと思います。

学生の皆さんはぜひ、今しかできないことに挑戦してみてください。
例えば資格をとることや語学を学ぶことなど。社会人になれば、自分
の時間は限られてしまいます。私も、ストレスや不安を抱えながらの
海外での生活が、巡り巡って現在の自分の財産になっていると感じ
ます。さまざまなことに興味を持ち挑戦してみることは、人として成長
する経験を与えてくれます。

ネットショップで扱う商品の写真撮影や、紹介欄作
成をしていますが、難しさもあります。商品のどこを伝
えればお客様に響くのか、簡単ではありませんが、お
客様から「買ってよかった」と反応がもらえたときはと
ても嬉しいです。
私の昼食は、毎日祖母が作ってくれるお弁当です。

高校時代から作ってもらっています。家で育てている
ブルーベリーなど果物が必ず入っていて、冷凍食品な

どは出来るだけ使
わずいつも手をか
けて作ってくれま
す。

祖母のこだわり弁当でひと息

ECソリューション事業部

阿部 義也さん

（東北学院大学 工学部 卒）

ECソリューション事
業部

小野寺 未矩さん

中嶋社長は取材の中で、若い
頃の失敗は財産になる、という言
葉を伝えてくれました。「不安を
抱えて過ごした日々が今、人間と
しての財産になっている」と、ご
自身の経験を交えながら話して
くださいました。また、中嶋社長
は美大で学ばれていたそうです
が、美術の勉強はビジネスとは一
見関係がないように思えます。し
かしデッサンで鍛えられた、対象
をじっくり観察して本質を見る力
は、ビジネスにおいても生きてい
るそうです。

進路の悩みや、今取り組んでい
ることが役に立つのかなど、ネガ
ティブな気持ちを抱えることは学
生時代誰もが経験するのではな
いかと思います。私の大学生活も
そうした経験の連続でした。しか
し今回お話を聞いて、どんなこと
も無駄ではないと改めて思えまし
た。社会人になっても悩むことを
恐れずに、さまざまな経験を重ね
ていきたいです。
 (三好 桃子）

三好 桃子
東北大学 4年

石澤 脩
東北大学 4年

三浦 規義
東北大学 2年

安達 琴乃
東北大学 2年

小野寺 未矩 　ECソリューション事業部

株式会社 ナナイロ
確かなIT技術で、幅広く社会に貢献する

2015年　2015年度グッドデザイ
ン賞受賞
2015 年　The Wonder 500 認
定
2015年　第二回新東北みやげコ
ンテスト　生活文化部門優秀賞受
賞

代表取締役社長

中嶋 竜大

〒980-0014　仙台市青葉区本町２-６-35　第七広瀬ビル
TEL：022-200-9006　FAX：022-721-3503

代表取締役社長　中嶋 竜大 氏 資本金   2,000万円 創業・設立   2005年

情報通信業［仙台市青葉区］

幅広い事業で、地域への貢
献を

ソフトウエア開発が主な業務です。受託開発で
さまざまなシステムの開発を手がけています。首都
圏企業の案件も多く扱っており、仕事の地理的制
約が少ないのはIT企業ならではといえます。「高い
スキルを持った開発者の存在が会社の強み」と語
る中嶋社長。社独自のネットショップも運営しており、
地域の伝統工芸品を含むクラフト商品を扱っていま
す。仙台市の依頼がきっかけとなって生まれた「こ
よみこけしシリーズ」は、企画から携わったそうです。
伝統の継承のために、魅力発掘と商品のPRで貢
献を目指しています。他にも人材不足といわれるIT
業界の採用活動支援や、医療におけるITシステ
ム導入支援、ペット事業なども手がけ、事業の幅広
さが会社の特徴です。社会的なニーズのある事業
を通して地域への貢献を、という中嶋社長の信念
が表われています。

柔軟にチャレンジを続けながら、
柱となる事業を見出し育てる

システムエンジニアやプログラマーに、幅広い活
躍の場を設けたいという思いから、多業種に柔軟
に取り組んできたという中嶋社長。それを可能にし
ているのが、社内ベンチャー制度です。意欲ある
人材が、やりたいことに手を挙げ、自ら事業をひっぱっ
ていく。会社としてその事業をバックアップし、個々
の社員のスキルが生かされることが狙いです。首
都圏企業とのECサイトシステム開発事業も社員の
意思で始まり、事業部が立ち上がりました。事業部
別の採算制度も特徴の一つで、これにより事業ごと
の収益が明確になり、見通しが立てやすくなるそう
です。一方で事業を幅広く手がけていると、リソー
スが分散してしまうデメリットもあるといいます。幅広
い事業にチャレンジしながら、今後は「ソフトウエア
開発と並ぶ会社の柱となる事業を育てていきたい」
と語ってくれました。

HP
nanairo-inc.jp

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

手掛けた商品でお客さ
まを笑顔に。レトルト食
品で働くママを応援し
たい

私は商品開発部で100アイテムほど
の開発に携わってきました。インドカレー
は実際に現地に出向き、舌で覚えた
味を再現すべく試行錯誤を重ねていま
す。小さな鍋で完成した味を、どのよう
に大きな鍋で再現するか、レシピ作成
から商品化への道のりは長く、多くの

苦労もありますが、やはり商品になってお客様の手に渡り「おいしい」
という感想をもらえたときにやりがいを感じます。もともと食品メーカー
での就職を希望していましたが、最初はかなわず栄養士として働い
ていました。そんな時に運よく地元で会社の求人を見つけ、商品開
発という希望の職種に就くことができ、嬉しく思っています。私自身
結婚、出産を経て食の安全性に関心を持つようになりました。レトル
ト食品の悪いイメージを払拭し、仕事と家事に忙しい、お母さん方
の手助けになるような、からだにやさしい商品作りを心掛けています。

前へ進み続ける人。小さな一歩の先に、
大きな一歩がある

現在は新卒採用を行っていませんが、社員に求めるのは「素直
で明るい人」、「前へ進む人」です。会社が新しい価値を提供して
いくためには、社員一人ひとりが積極的に進んで考えて行動し、試
行錯誤を積み重ねていく必要があります。現代は大量生産で「もの」
を売る時代から「価値」を売る時代になりました。ただ作れば買っ
てくれるわけではありませんから、今まで以上に「どんな価値を提供
していくか」を考えなければなりません。私自身も常に「何ができる
か」を考えています。しかし「価値」というのは人それぞれ。だか
らこそ多様な商品を提供していく必要があるのです。ですから商品
開発は今後も積極的に進めていきたいと考えています。

新しい価値を創造するにあたっては「考え、行動し、前に進む」
ことが不可欠です。困難にぶつかっても立ち止まっていては、何も
始まりません。与えられた自分の仕事に取り組むだけでなく、状況を
客観的に俯瞰して、「今何ができるか」を考え、行動に移せる人材
に志望してほしいですね。そういった社員一人ひとりの小さな積み重
ねが会社の大きな一歩になると考えています。

周りに飲食店が少ないのでお弁当を持参する人が多い
です。私の部署では毎週月曜日と土曜日に自社のカレーを
食べながら、仕事について語らう時間を設けています。持
参したごはんに２、３種のカレールーを選んで食べ比べ
をするのが私たち流。現在の部署に配属になって１年経ち
ますが、自社のカレーをまだ制覇しきれていません。働く

仲間とテーブルを
囲う時間を大切に
しつつ、コミュニ
ケーションを図っ
ていきたいです。

毎週月曜日と土曜日はにしきやカレー
の日。営業管理部のお楽しみ

商品開発部 課長

佐藤 瑠恵さん

（仙台白百合女子大学 卒）

営業本部営業管理部 
主任

山田 健太さん

独特のにおいが立ち込めてい
る閉鎖的な空間、工場というと
モノクロなイメージがありまし
たが、取材に訪れてみると、と
てもかわいい工場で驚きました。
オレンジの外観で、社屋に入る
と音楽が流れており、担当の方
はクールビズで夏場に着用する
というアロハシャツで出迎えて
くださりました。とても新鮮で
した。気さくでオープンな会長
と、生き生きと働く社員全員が
輪になって、会社を前へ前へと
進めているのだと実感しました。

「人を成長させるのは人との出会
い、旅、読書」。残り少ない学生
生活ですが、私自身人としてもっ
ともっと成長してきたいと思い
ました。
 (川口 御生）

川口 御生
山形大学 4年

三浦 規義
東北大学 2年

加藤 里香
宮城学院女子大学
3年

インドカレー３種と、ニンジンのポタージュ。
いずれもにしきやの商品

株式会社 にしき食品
からだにやさしい、安全安心のレトルト食品を

2009年　水産食品加工施設
HACCP認定

代表取締役会長

菊池 洋

〒989-2421　岩沼市下野郷字新関迎265-１
TEL：0223-29-2091　FAX：0223-29-2092

代表者取締役会長　菊池 洋 氏 資本金   3,000万円 創業・設立   1939年

製造業［岩沼市］

食べた人を笑顔にする「おい
しい」レトルト食品を

株式会社 にしき食品 はレトルト食品に特化した
専門メーカーで、業務用のレトルト製造、自社ブラ
ンドのレトルト食品の製造・販売を手掛けています。
社員の方々の思いはただ一つ、「からだにやさしく
おいしいレトルト食品を届けたい」です。そのため
の苦労を惜しまず、徹底的に本物のおいしさを追
求しています。化学調味料を使わず、水や調味料
など選び抜かれた原料を用い、試行錯誤を繰り返
して出来上がった商品は、既存のレトルト食品に対
するマイナスなイメージを壊します。特にカレーはイン
ドカレー、タイカレー、オリジナルカレーなどの開発に
挑戦し、実際に海外に社員を派遣して研究を重ね
ているそうで、「３分で本格料理を味わえる」とのこ
とです。

東京自由が丘や二子玉川に自社ブランドの専門
店を展開し、レトルト食品の素晴らしさを全国へ広め
ています。

レトルト食品に新しい価値を
変わらぬモットーは「レトルト食品の素晴らしさを

伝えること」。可能性を広げようと開発を続けていま
す。「時間が短縮できてお手頃だけど、特別おいし
くない」といった、消費者が抱きがちなレトルト食品
へのマイナスイメージは、社員の方 に々とって常識
ではありません。原料を選び抜き、徹底的にレシピ
を吟味していけば、本物の味は再現できるだけで
なく、そのおいしさを磨いてきた高い技術力で商品
に閉じ込め、お客様に届けることで、レトルト食品に
対しプラスのイメージを持ってもらえるような商品作り
に取り組んでいこう、と開発を進めています。現在
自社ブランドの売上は全体の10％ほどだそうですが、

「今後はもっと比率を伸ばしていきたい。商品開発
は私の描くビジョンのまだ１合目くらいだし、もっと開
発をしていきたい」と菊池会長は意欲的に語ってく
ださいました。

HP
http://www.nishiki-shokuhin.jp/

代表者
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こんな人材を求めています

すべての経験が、すべ
ての糧です

もともと介護の仕事に興味があり、知
人の紹介で入社しました。現在は生活
相談員として、利用者様やそのご家
族と相談し、契約の手続きを行うほか、
ケアマネジャーと利用者様をつなぐ仕
事をしています。また、社外のケアマネ
ジャーに、当社の事業を紹介する営業
も私の業務の一つです。

仕事を始めたばかりの頃は覚える事
が多く、すべてが手探りでしたが、会

社の親身なフォローアップもあり、現在は楽しく、自信を持って仕事に
取り組むことができています。利用者様に名前を呼んでいただき、頼
りにされることに、喜びとやりがいを感じています。

学生時代の活動は、今の仕事には直接的に関係はありませんが、
無駄になっていることは一つもありません。どんな経験も、さまざまな
角度から見ると、すべて活用できるのです。そのため、学生の皆さ
んには、興味のあることは何でもチャレンジしてほしいと思います。

同志を歓迎します
私たちが求めるのは、二つの要素だけです。
第一に、「地域貢献という目標に向かって一緒に取り組める人」

です。当社では、「地域貢献」の考えをとても重要視しています。
具体的には「地域の方 と々積極的にコミュニケーションをとり、どんな
ことでも頼りにしていただける相談窓口になること」、「感謝されるサー
ビスを行うこと」を掲げています。この理念を理解し、賛同してくれ
る学生に仕事をしてほしいと思います。社員は「会社の分身」です。
皆が同じ方向をみて進んでいけるからこそ、真摯に利用者様と向き
合い、仕事に取り組み、結果として質の高いサービスにつながるの
です。

第二に、「常に前向きに努力できる人」です。介護の仕事は、
当然楽しい事ばかりではありません。壁にぶつかることもあるでしょう。
しかし、そんな時に「できない」ではなく、「こうやったらできるようになっ
た」という考え方ができれば、問題や課題を解決することが可能で
すし、常に前向きに考え機会や経験を生かすことが、自らの成長に
もつながります。

当社は「人を育てる」会社です。資格や経験がなくても、可能
な限りフォローアップを行いますので、やる気や興味のある方はぜひ
来社してみて下さい。

男性社員は外に食べに行く方が多いですが、女性社
員のほとんどはお弁当を作ってきています。介護職員
は料理を業務とする場合も多いので、みんな料理上手
です。栄養バランスがきちんと整った、彩のいいお弁
当が並びます。ランチタイムには、会社のテレビで朝
ドラを見ながら食べるのが毎日の楽しみですし、同僚
と談笑しながら休憩することが、業務の合間のリフレッ
シュとして、とても大切な時間になっています。

毎日の楽しみ

生活相談員

鈴木 智江 さん

（東北福祉大学　総合福祉 
学部 卒）

管理部 企画課

島田 佳代子さん

小泉社長をはじめ社員の皆さ
んはとても優しい方々で、取材に
あまり慣れていない私に、丁寧に
受け答えをして下さいました。心
のこもったお気遣いにも、職場の
温かい雰囲気を感じました。

私たちに「介護は自分がかか
わる時が来て初めて、その大切さ
を知るのです」と小泉社長はおっ
しゃいました。確かに私たち学生
には、介護はどこか現実味があり
ません。実際に身内を介護する
時、または自分が介護される時が
来なければ、その方法を学ぼうと
しない人が多いと思います。しか
し、高齢社会である現在、介護福
祉はますます重要性を増していま
す。介護の職に就かない人であっ
ても、いつどこで必要になるか分
からないので、無駄になる知識で
はありません。今回の取材を通し
て改めて、介護の仕事が社会で担
う役割とその重要性に気付かされ
ました。
 (安達 琴乃）

安達 琴乃
東北大学 2年

三浦 規義
東北大学 2年

平田 真莉子
東北学院大学 3年

管理部・企画課　島田佳代子さんの手作り弁当

株式会社 バイタルケア
地域のよりどころとなり、ともに歩む企業

代表取締役社長

小泉 敦保

〒981-1298　名取市下余田字鹿島10
TEL：022-384-2504　FAX：022-384-1680

代表取締役社長　小泉 敦保 氏 資本金   5,000万円 創業・設立   2005年

医療、福祉［名取市］

こころのこもった、質の高いサー
ビスを

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、福祉
用具貸与などの介護保険事業を行う企業です。ま
た、サービス付き高齢者向け住宅の運営や、地域
住民向けのけんこう体操教室（介護予防事業）、
介護資格取得のための教育研修事業など、介護・
福祉に関する幅広い事業を展開しています。一つ
の企業が多くの事業を展開することで、サービスの
連携が可能になると同時に、お客様のさまざまな要
望に応えることのできる、質の高い介護サービスの
提供へとつながる。それが株式会社バイタルケアの
強みだと言えます。

社員は育成期間中に、それぞれの適正に合った
部署に配属され、事務や運営のほか、介護ヘルパー
や生活相談員などの現場スタッフとして働きます。そ
して将来的には全職員がケアマネジャーを目指して
ほしいと考えられています。

介護サービスを通してまちづくりの一端を担う企業
を目指しており、社員全員が地域貢献という大きな
テーマに向かって努力しています。

社員が頑張れる環境づくり
今後は、各事業所でのサービスの拡大とともに、

全国・世界へと業務を広めたいと考えているとのこ
と。介護福祉のサービスは、さまざまな連携が必要
です。そのために、ある程度事業所ごとの距離が
近くなるように拠点を増やしていくそうです。新規事
業としては、保険外在宅支援事業を行う予定です。
これは、介護保険に関係なく、高齢者の方が自立
できるような手助けを行う事業で、主に運動や家事
の方法をアドバイスしたり、配食を行ったりするもの
です。また、入所系のサービスの拡大にも取り組ん
でいます。

社員の９割が女性なだけに、女性が働きやすい
環境づくりは必要不可欠。社員が定年まで働き続
けられる企業を目指しているので、育児のサポートも
行いたいと考えています。具体的には、企業内に
託児所や保育園をつくる予定だそうです。

HP
http://www.vitalcare.co.jp/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

好きなことを仕事に
私は店舗の商品管理やイベント企画

などの業務を行っています。以前は建
築関連の仕事をしていましたが、趣味
だったバイクに携わる仕事がしたいとい
う思いで入社を決めました。やはり自分
の好きなことであれば仕事の吸収は早
いですね。一生懸命仕事を覚える気
持ちさえあれば、最初は資格を持って
いなくてもよいと思います。

学生の皆さんにお伝えしたいのは
「やる気、情熱があれば不可能はない」ということです。私はバイ
クへの情熱はあるのですが、昔は話すのがとても苦手でした。しか
し、何度も商談を繰りかえすうちに、お客様に合わせた応対ができ
るようになりました。自分の限界を決めないことが大事だと思います。
好きなことに対しては高い目標を持ってください。努力して目標をクリア
していくと「以前と比べて成長したぞ」と、確実に自分に自信がつ
いていきます。常に向上心を持って上を目指す気持ちを忘れずにい
てください。

二輪への熱い情熱を持っている方
私たちが求めるのは、とにかく自転車やオートバイが好きなことで

すね。そして、お客様に二輪の楽しさを伝えたいという気持ちです。
私自身面接に立ち会うのですが、その際に言葉の巧みさは気にして
いません。言葉は拙くても、一生懸命に話してくれれば、二輪への
熱い思いは伝わります。入社するにあたり「専門的な知識がいるの
ではないか」と、不安に思うかもしれませんが心配いりません。実際、
入社時点では未経験の人がほとんどです。機器の細かい知識は
実務を見て学ぶことで、後から身に付くものです。むしろ、日々 の生
活で養った知識をどう生かすかが大切です。仕事に関係ないように
思えても、お客様と接する際に会話の引き出しになることがたくさんあ
ります。ですから、世間話や日常会話がきちんとできることも必要です。

最後に、学生の皆さんには夢や希望をたくさん持ってほしいです
ね。私は以前、先生になりたかった時期がありました。しかし、今
は社員に分かりやすい指導を心掛け、人材育成に取り組むことで先
生のような仕事ができています。形は変わるかもしれませんが、夢は
いずれ実現するのだと思います。今は、自分の可能性を狭めずに、
興味のあることにたくさんチャレンジしてください。

昼食は、各自が持参したものを社内でとることが多
いです。私の昼食は妻が作るお弁当です。メニューは
毎日変わり、ときには妻が趣味で作るパンが入ってい
ることもあります。昔に比べると、最近はそれほど食事
の量は多くなくなってきた私のことを気遣い、適した量
を計算してお弁当に入れてくれます。やはり愛妻弁当
はいいものですね。妻が作った料理を食べて、午後か
らの仕事にエネルギーを蓄えます。

想いの詰まったお弁当

泉バイパス店 店長

菅野 健司さん

（東北工業大学 工学部 卒）

泉 バ イ パ スANNEX 
店長

中里 圭佑さん

私は自転車の修理でハヤサカ
サイクルにお世話になったこと
があります。その際、印象に残っ
たのは店員の方の分かりやすい
説明、丁寧な対応。今回の取材
を通して「二輪への熱い情熱」が、
仕事の姿勢に表れているのだと
感じました。好きなことを仕事
にしているからこそ、皆さんは
とてもいきいきと働いており、
職場には活気が溢れていました。

私は現在３年生。今後、就職
活動を控えています。職業選択
の際には多くの考慮すべき点が
ありますが、今回の取材を通し
て、自分が興味のあることを大
事にすべきだと改めて感じまし
た。就職活動までのわずかな時
間、深く自分と向き合って将来
を考えたいと思います。

今回は私が担当した初めての
取材でした。至らない点が多く
あったと思いますが、快く取材
を受けていただき感謝いたしま
す。ありがとうございました。
 (堀井 良樹）

堀井 良樹
東北大学 3年

中山 結衣
宮城学院女子大学
3年

石澤 脩
東北大学 4年

奥さんの愛妻弁当

株式会社 早坂サイクル商会
地域に愛される販売店へ。二輪の魅力伝える

ブリヂストンサイクル　ダイヤモンド賞受賞
ホンダモーターサイクルジャパン　全国二
輪販売店 優秀賞
スズキ二輪 二輪車部門　全国最優秀賞
ハーレーダビッドソンモーターカンパニー　
ディーラーアワード受賞
二輪車安全二輪普及協会　全国グッドライ
ダー推進キャンペーン 優良表彰
仙台市職場体験活動表彰　功労者表彰

代表取締役

早坂 武

〒980-0011　仙台市青葉区上杉４-４-１
TEL：022-222-8969　FAX：022-222-8967

代表取締役　早坂 武 氏 資本金   2,000万円 創業・設立   1942年

卸売業、小売業［仙台市青葉区］

一人ひとりのお客様に寄り添っ
たサービスの提供

自転車、バイクといった二輪車の販売を行ってい
ます。「商品はお客様に販売して終わりではない」
と話す早坂社長。「安全、安心、信頼」を理念に
掲げ、修理や保険などのアフターサービスにも力を
入れています。

宮城と山形に「ハヤサカサイクル」の店名で12
店舗を展開し、国内と海外の幅広いメーカーを取り
扱っています。早坂社長は「欲しいものを選ぶ楽
しみを味わえる。これはメーカー専売店にはないう
ちの強みだ」と語ります。今や自転車やバイクはど
こでも買える時代です。しかし、一人ひとりの用途
は多岐にわたります。お客様と丁寧に対話を重ね、
要望にぴったりあった商品を提案することを心掛け
ています。

また、試乗会や展示会の開催も業務の一環で
す。時にはツーリングやバーベキューなどの行事も
行うなど、お客様とのつながりを大切にし、愛される
販売店を目指しています。

業界の再編に合わせた新店
舗のオープン

現在の12店舗に加え、2020年までに二つの大
型店舗を出店する予定です。新店舗はメーカーの
専売拠点となります。背景にあるのはオートバイメー
カーの業界再編。これまで多数のメーカー品を取り
揃え店舗展開を行ってきた同社にとっては、新たな
取り組みで、店舗もこれまでと違い「バイクを見に、
ふらっと立ち寄れる場所。お茶やコーヒーを飲みな
がら、お客様同士が会話する場所。そんなリラック
スできる店舗を作りたい」と話す早坂社長。店舗
そのものがお客様の生活の一部となり、人の交流
を促すきっかけとなるような構想を練っています。

100年企業を目標に掲げ、常に将来を見据える
株式会社 早坂サイクル商会。地域の人 に々二輪
の魅力を伝えるため、今後も新しい事業に次 と々着
手していくそうです。

HP
http://www.hayasaka.co.jp
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こんな人材を求めています

好きなこと、やりたいこ
とを見つける

就職活動の初めのうちは、事務職
に就きたいと考えていました。「接客も
面白そう」と思ったきっかけは、パラマ
ウントの説明会への参加です。私は内
気な性格ですが、人と関わることが好
きです。それを生かして仕事をしたい
と思うようになりました。

学生時代は長期のアルバイトをして
おけばよかったと後悔しています。短
期のアルバイトばかりをしていたため、

同じ人と長期的に関わる経験ができませんでした。就職すれば年代
が違う人とも関わらなければなりませんし、長期のアルバイトは社会人
になる練習の場になると思います。その中で自分のやりたいことを見
つけることが、最も大切なのではないでしょうか。

入社後、接客をしていると多くのお客様の笑顔に接することがで
き、いつも楽しく仕事をしています。 今の目標は、時間を効率よく使
うことです。仕事をすることは大変で、一人で複数の業務を行わな
ければならないときもあります。そんなときでも、効率的に働けるように
なりたいですね。

自主的に考える人。それは、自己実現
できる人
「自分がどうしたいか」を考えられる学生を求めています。仕事も

自己実現をするための手段だと思います。具体的ではなくても、自
分の夢を持っている人は、何をすべきかをわかっている。そのような
人は、職場で思いがけないことが起きたとしても、臨機応変な行動
ができるはずなんです。

当社は自由度が高く、早い段階で自主的な働き方をすることが可
能です。例年、入社３ヶ月ほどで出張する社員も出てきます。自分
の見たいところを選び、学びを深められるところが魅力です。仙台
七夕まつり前日の花火大会に露店も出店しています。20代の社員が
一日店長になることもあるんですよ。店長は売上を気にするのはもち
ろんですが、外部の人と打ち合わせをしたりもしなければなりません。
一日という短い時間であっても、普段の仕事とは違う環境で仕事に
取り組むことで、発見することも多いはずです。

10日間ほどで社員と同じ仕事を体験してもらう、インターンシップも
実施しています。もちろん経験後に、入社した社員もいます。ぜひ
当社の一員として、働く楽しさを体感してみてください。

社長に就いて７年目になりますが、社員一人ひとりと共に成長して
いくという姿勢を持ち続けていきたいですね。

お昼時が一番忙しいので、休憩の時間を１時間まと
めてとることはほとんどありません。タイミングを見て
15分から30分刻みで一息いれる感じです。お店のメ
ニューを社員価格で食べることもできますが、私はい
つも母の手づくりのお弁当を食べています。一番お気
に入りのおかずは、母のつくるチーズ入り玉子焼き。こ
れを食べると疲れが癒され、午後も頑張ろうという気

持ちになるんです
よ。

母の味が元気の源です

インターネットカフェ
自遊時間 仙台店

佐藤 仁美さん

(宮城学院女子大学 学芸学部 卒)

インターネットカフェ 
自遊時間 仙台店

佐藤 仁美さん

パラマウントさんの直営店一
覧をはじめて見たとき、何をし
ている会社なのかを、すぐには
理解できませんでした。ネット
カフェにパン屋、そば屋と、さ
まざまな業種の店舗を手がけて
いる会社だったからです。多く
の店舗を一つの企業が担えるの
は、エネルギッシュな粕川社長
と、それを信じる社員の方々が
一丸となっている証でしょう。

和気あいあいとした雰囲気で
取材をさせていただき感謝して
います。社長と社員の距離が遠
いのが普通だと思っていた私は
ただ驚きました。好きなこと、
やりたいことを仕事にするのは
難しいことだと思います。なぜ
なら、自分は何が好きか、何を
やりたいかを知っていることが
前提だからです。しかし、そん
な仕事に就けるのは素敵なこと
だと思います。学生生活はそれ
を見つける時間だと思いました。
 (本間 翔）

本間 翔
東北学院大学 4年

田村 崇明
東北大学 4年

母の手づくりのお弁当

株式会社 パラマウント
やりたい！気持ちが世の中を変える

代表取締役

粕川 利史

〒984-0821　仙台市若林区中倉３-18-７
TEL：022-239-1467　FAX：022-239-4502

代表取締役　粕川 利史 氏 資本金   500万円 創業・設立   1985年

生活関連サービス業、娯楽業［仙台市若林区］

物件を生かし、個性のある店
を生み出す

不動産業を中心に、インターネットカフェやパン屋、
そば屋と幅広い業種の店舗を展開している株式会
社 パラマウント。2008年の「インターネットカフェ 自
遊時間 仙台店」の開店を皮切りに、東日本大震
災以降も年に１店舗のペースで数を増やしていま
す。例えば「蕎麦処 初代伝五郎」は、震災の翌
月に開店しました。現在は展開する全店舗を、社
員17人とアルバイト70人ほどで運営しています。

物件を生かした店舗が特徴で「この物件なら、
こんな業種のお店ができそうだ」というところから、
すべてが始まります。個性のある店舗を生み出し、
それぞれを高めています。業界の動向が読みにく
い昨今。さまざまな業種に裾野を広げつつ、地域
の人の働く場を創造し続けているのです。サービス
を通じて、仙台市を盛り上げている企業です。

社員の幸せが、みんなの幸せ
をつくる

目標として掲げている「幸せに、そして豊かに」
の幸せには、お客様だけでなく、社員や取引先、
さらには地元地域の幸せのために努めたいという思
いが込められています。そのためには、まず社員
一人ひとりの仕事とプライベートの充実が不可欠で
あると考えているそうです。「仕事における目標とプ
ライベートにおける目標は別物ですよね。それらの目
標をつなぎ合わせることで幸せになれると信じていま
す」と粕川社長。
「スタッフが自主的に取り組む方が仕事は楽しい」

との思いで、店舗運営は店長を中心に社員に任せ
ているそうです。スタッフの好きなことや、やりたいこ
とを形にしながら、「魅力ある店舗を増やす努力を
している」と言います。

現在は業種を指定して就職を志望する学生がほ
とんどですが、いずれは「当社で働きたいという学
生に来てもらえるような会社になりたい」そうです。

HP
http://pmsp.co.jp/
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こんな人材を求めています

お客様を思いやる気持
ちを大切に、日々やり
がいを感じながら働い
ています

私は小さい頃から「お菓子屋さんに
なりたい」という夢を抱いており、それ
を実現するために１年間専門学校で学
びました。「地域密着型」の社風とお
客様との距離の近さに魅力を感じ、入
社を決意しました。食べることは生活の
一部。そこにおいしいパンを提供するこ

とで、お客様の喜びに繋げられたらと思っています。「おいしいパン
を楽しく届ける」。その気持ちを大切にして日々 店頭に立っています。

働く上で必要なものは、専門的な知識や技術より「お客様を思い
やる気持ち」だと思っています。当社は入社後の社員教育が徹底
されており、社長が年に数回新入社員のための勉強会を開いてくだ
さっています。新たな発見も多く、とても勉強になります。

これからの目標は、私に会いに来たと言ってくれるような常連のお
客様を増やすことと、宮城県内、さらには東北の人たちに広くパンセ
を知ってもらうことです。

自ら学ぼうとする姿勢と、明確な意思を
持った人

当社では「時を守り、場を清め、礼を正す」を基本方針として掲げ
ています。そこにある通り、約束を守る人、誠実な人、整理整頓がで
きる人、節度を持って接することができる人を求めています。またそれと
同時に、自ら学ぼうとする意志を持った人であるかどうかを見極めます。

「スキルや能力」よりも、その人の「人となり」を重視して採用活動を行っ
ています。

まず社会人として立派な人間になり、当たり前のことを当たり前にでき
るようになれば、おいしいパンを作ることも、よい接客でお客様をお迎え
することも必ずできるようになるのです。

また、社会に通用する人間になるための「学びの場」も、会社とし
て積極的に提供しています。進化し続けようと思わなければ、人は次
第に衰えていきますので、「社会に出て学ぼうとする姿勢」に期待します。

入社した社員は、必ずしも全員がパンを作りたかったというわけでは
ありません。大半は未経験からのスタートです。どのようなことを考え、
そして将来どうしていきたいのかという意思を明確にすることが必要で
す。

また、学生生活において「基礎の積み重ね」を大切にしてきた人
は強いです。あとはそれを仕事にどう結びつけ、生かしていくかが重
要です。

私は毎日、手作りのお弁当を持参しています。パン
セのパンは従業員割引で購入することができますが、
私は専らお弁当派です。この日のメニューは鮭の炊き
込みご飯、こんにゃくのきんぴら、長ねぎのみそチー
ズ和えなどです。チーズ和えには、先日職場の方と見
学に行った蔵王チーズ工場で購入したものを使用しま
した。見た目の彩りや栄養バランスを考えながら日々手

作りしているお弁
当は、休憩時間の
楽しみになってい
ます。

栄養バランス重視！毎日お弁当を作っ
ています

販売

冨田 さやの さん

(宮城調理製菓専門学校 卒)

販売

冨田 さやのさん

私が今回の取材で最も印象的
だったのは、従業員の皆様の笑
顔とパンセに対する思いの強さ
です。一人ひとりのお話から、
店に足を運んでくれるお客様の
ことを第一に考え、パンを通し
て喜びを届けたい、という熱い
思いが伝わってきました。焼き
たてのパンを提供することや素
材、作り方へのこだわりはもち
ろんですが、従業員の皆様の志
の高さにも、地域住民に愛され
る秘訣が隠されているのではな
いかと思いました。

また、嶺岸室長の「自ら学ぼ
うとする姿勢が大切」という言
葉から、将来一社会人として働
く上で重要な視点を学びました。
そしてどんな経験も決して無駄
ではなく、必ず自らの糧となる
ものであるとあらためて思いま
した。自ら学び、進化を続ける
ことで可能性の幅が広がります。
失敗することを恐れず、日々挑
戦を続けていきたいです。
 (菅野 歩美）

菅野 歩美
東北福祉大学 3年

堀井 良樹
東北大学 3年

太田 佳奈
東北福祉大学 3年

昼休憩はお弁当とスープでほっとひと息

株式会社 パンセ
こだわりのパンを通して、お客様に喜びを届ける

経営管理室 室長

嶺岸 寿章

〒983-0013　仙台市宮城野区中野１-４-10
TEL：022-258-1555　FAX：022-258-1564

代表取締役　菊地 肇 氏 資本金   3,000万円 創業・設立   1989年

卸売業、小売業［仙台市宮城野区］

お客様に愛されるベーカリーを
目指し、地域とともに歩む

宮城県内に11店舗を構える株式会社 パンセは、
パンの製造、販売が主な業務です。社内での仕
事は主に、パンを作る人と売る人に分けられます。
全シフト制で、朝は開店に間に合わせるために午前
４時からパンを焼き始める日もあります。

石窯で丁寧に焼かれたパンを求め、一つの店舗
に1,200人ものお客様が足を運ぶ日もあるそうです。

「お客様の笑顔が見たい」との一心で、素材選
びから作り方まで細かく気を配り、店舗限定メニュー
や季節ごとのイベントにも力を入れているのが特徴。

「パンセのパンは焼きたてが一番」と、一番よいも
のをお客様に食べてもらうために、閉店間際でもお
店には焼きたてのパンが並んでいます。

また、地域に根差したベーカリーでありたいとの
思いから、定期的に新作パンの試食会や親子パン
教室を開き、お客様との交流も図っています。

伝統を引き継ぎつつ、新たな
可能性を見出す
「お客様に自ら足を運んでほしい」との思いから、

パンセは郊外型の路面店にこだわりを持っていま
す。最近ではベーカリーにとどまらず、新しいスタイ
ルとして名取市に洋菓子専門店とカフェをオープンし
ました。県南の地域にはまだ店舗が少なく知名度も
低いため、どのようにして魅力を伝え、お客様に足
を運んでもらえる店にしていくかが今後の課題だそ
うです。

「一生働きがいのあるパンセを目指す」そして「パ
ンセに行こう!と言ってもらえるようなパン屋を目指
す」、この二つがこれからを考えていく上で重要な
視点と考えているとのこと。地域の人に愛されるお
店であるために、従業員全員がお客様に対する思
いやりと、学ぼうとする姿勢を持ち続けながら、「パ
ンを通して地域社会に貢献したいという強い思いを
知ってもらうために、今後も地域に根差した形で発
展を続けていきます」。

HP
http://www.i-pensee.jp/
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Work-style Information by Student’s Eye

業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

学生時代の経験が生
きる

入社して５年目で、半田屋愛宕橋店
で主任として働いています。調理や接
客の他にも食材の注文や発注、パート
やアルバイトのシフト作成など、店のほと
んどの業務を行っています。栄養学科
で学んでいた頃の料理の経験は、現
在の仕事で役に立っていますし、学生
時代に参加していたボランティア活動
も、社会に出てからの礼儀や振る舞い
方のとてもいい勉強の場だったと思いま
す。

半田屋ではお客様のニーズやその時々の旬の食べ物を考え、オ
リジナルのメニューを作って提供することがあります。店の人たちと相
談して新たなメニューを考案することも楽しいですし、それがメニュー
ミーティングで取り上げられ、レギュラーメニューに選ばれるととてもや
りがいを感じます。学生の皆さんにはぜひさまざまな人と接して、社
会に出て働く心構えを身につけてほしいと思います。

食への興味とさまざまな意欲
大前提として、「食」に対する興味がある人かどうかが重要にな

ります。料理を作る技術は入社後に身につけることができるので、ま
ずは食べること自体に幸せや楽しさを感じることができる人材を求め
ます。当社では、どこで生産された、どの食材を使用するのかを社
員自らが畑や海などに足を運んで選ぶことがあったり、月に２回本社
で行うメニューミーティングで新しいメニューを開発する機会もありま
す。さらに地域や店舗ごとに独自のメニューを作り、その地域のお
客様に合わせて提供することもあります。いずれも、食への興味と、
料理でお客様を笑顔にしたいという意欲を持っていなければできない
ことです。

また、今後はさらに多くの地域で店舗を増やし、今まで出店したこ
とがなかった地域にも進出する予定ですので、新たなことにチャレン
ジする意欲を持った人材も求めています。店舗が増え、人が増えると、
人材を管理し育成する立場の社員も増えていきます。入社した社員
は全員が幹部候補なのです。自分が上の立場に立ち、部下を教育、
管理するビジョンと意欲を持った人にも来ていただきたいですね。

私たち本社勤務の社員の半数以上が、近くにある半
田屋仙台本町店で昼食をとっています。社員料金で食
べることができるんです。半田屋以外で昼食をとる社
員の中には、リサーチを兼ねて他店の新メニューを食
べに行く人もいます。店舗の社員は、忙しい昼の時間
帯を避け、それぞれ空いた時間に店舗内で昼食をとり
ます。おいしいボリューミーなランチを、安く温かい状
態で食べることができるので、この時間を楽しみにして

いる社員も多いで
す。

近場で手短に 他店のリサーチも

大衆食堂半田屋 愛宕橋店
主任

河野 瑛さん

(尚絅学院大学 総合人間科学
部 健康栄養学科 卒)

スーパーバイザー
品質管理課 課長

橋本 浩志さん

今回の取材で、半田屋では季
節や土地、客層や時間帯によっ
てメニューを調整し、常に客の
ニーズに合わせた料理を提供す
るために試行錯誤していること
が分かりました。そしてその工
夫を続けているからこそ、誰も
が一度は「お腹いっぱいに」なっ
た経験があり、安くて温かくて
おいしい料理が長年愛され続け
てきたのではないかと感じまし
た。また、半田社長のフレンド
リーな人柄も風通しの良い社風
を象徴しているようで、とても
素敵な会社だなと感じました。
ついつい弁当やファストフード
で済ませてしまう現代の人々の
心に、家の外でも家庭の味を感
じることができるあたたかい場
所として、なくてはならない存
在であるとあらためて思いまし
た。
 (阿部 寛史）

阿部 寛史
東北学院大学 3年

安達 琴乃
東北大学  2年

平田 真莉子
東北学院大学  3年

半田屋 仙台本町店でのランチ

株式会社 半田屋
安い。うまい。ボリューミー。愛され続ける大衆食堂

代表取締役社長

半田 俊太郎

〒980-0014　仙台市青葉区本町１-11-11 HANIX B.L.D
TEL：022-726-5471　FAX：022-227-7133

代表取締役社長 半田 俊太郎 氏　 資本金  53,868千円　 創業・設立  1958（会社設立 1963）年

宿泊業、飲食サービス業［仙台市青葉区］

「やすくておいしいものをお腹
いっぱいに」 60年続く精神

主に飲食業を軸とした事業を展開しています。
「大衆食堂半田屋」は、現在東北地方を中心に、
北は北海道南は鹿児島まで、フランチャイズ店を含
め計33店舗を展開。ハンバーグレストラン「びっくり
ドンキー」も３店舗運営しています。今後は東北地
方の店舗数を増やすとともに、まだ店舗の少ない北
日本への店舗拡大も目指しているそうです。

また、関連会社として、回転寿司店を２店舗運
営する「きらら寿司」、餃子の王将を２店舗運営す
る「半田フードサービス」、食品や食材などの卸業
を営む「はんだフーズ」、店舗の企画やデザインを
行う「ハニックス」があります。開店当初からのコン
セプトで社是でもある「やすくておいしいものをお腹
いっぱいに」の精神は、半田屋全体に受け継がれ
ており、家族連れやサラリーマン、OLから学生まで
幅広い客層に長く愛され続けています。

ぶれないモットー 地域に根付
いて

飲食店として60年以上の歴史を持つ株式会社
半田屋。半田社長は、食品衛生の管理、接客や
調理を行う社員の人材育成の強化に力を入れてお
り、「飲食店として一見当たり前に思える部分をおろ
そかにしては、今後の発展はありえない」と語ります。

店舗展開の中心である宮城をはじめとする東北
地方や北海道だけでなく、より幅広い地域に半田
屋の味を広めていくため、現在、福岡にも出店の
予定があるそうです。また、ただ単に店舗を増や
すのではなく、お客様に「半田屋が近くにできてよ
かった。また行きたい」と思ってもらえるような、地
域に根差した店作りを行っていくそうです。そのた
めの工夫として、「地域ごとにメニューの味付けや
食材を変え、お客様に提供するのはもちろん、今
後も温かい料理を提供し続けていきたい」と話して
くれました。

HP
http://www.handaya.jp/

代表者
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こんな人材を求めています

自分の設計した橋が地
図に載る。ステキじゃな
いですか ？

工事にあたって、現地の調査と図面
の設計をしています。私たちは、工事
の発注を受けた際、まずは現地の調
査を行います。工事を安全に進める上
での下準備ですね。縁の下の力持ち
といえるかもしれません。大学でコンク
リート工学を学んでいて、元からコンク
リートに携わる仕事に就きたいと考えて

いました。また、東日本大震災を受けて、地元の東北を災害に強
い地域にしたい、という気持ちもあり入社しました。自分が調査して、
設計した橋が地図に残って、「この橋は俺が設計したんだよ」って
言えるなんて、ちょっとかっこいいじゃないですか。

学生の皆さんには、興味を持ったことをとことんやってほしいです
ね。その中で、自分に向いていることとか、やりたいことが分かってく
るはずです。あとは、とにかくたくさん遊んでほしいですね。社会人
になったら絶対できない経験ですから ！

「自分がやるんだ ！」という強い使命感を
持った人

私が一番求めているのは、「自分の力でやってみたい」という人
材です。社会のインフラ整備は、絶対に必要な仕事です。ものづく
りや、コンクリートの橋に興味を持って、ぜひやってみたい、という人
が増えてくれるといいですね。被災地での復旧・復興をはじめとした
建設工事に対して、「自分がやるんだ」という使命感を持った人が
入社してくれると本当にうれしいです。

学校の成績はまったく関係ありません。むしろ、強い気持ちを持っ
ている人のほうが伸びますね。入社してからは、３週間の研修もあり
ますし、それが終わってからも先輩に同行しながら現場で仕事を学
ぶことができます。若い社員には、先輩からできるだけ吸収してほし
いですね。

また、工事は自分ひとりでできるものではなく共同作業です。現場
には、それぞれの工程のプロである職人がたくさんいます。私はよく、
社員に「現場に入ったら社長になったつもりでやるんだぞ」といいま
す。職人の健康管理や、日程や段取りの調整、予算管理など、や
ることは多岐にわたります。ですから、細かいコミュニケーションが取
れて、幅広い視野を持った人がリーダーだと、工事はスムーズに進
みますね。

私の弁当は、妻がつくってくれるお弁当です。最近は
体調のことを気にして、あまり油っこくないものを作っ
てくれます。午前中の仕事を終えて、12時から13時
が昼休みです。私は、社内で食べていますが、このあ
たりはおいしいお店が多いので、若い社員なんかは外
に食べに行ったりしているようです。また、現場の人は
皆同じところで食べているようですよ。そういったとこ
ろからも、工事におけるチームワークをみることができ

ますよね。

妻が作ってくれる健康弁当

技術本部 技術部 技術課

小野 泰正さん

(東北学院大学 工学部 卒)

管理部 総務課

安齋 良昭さん

東日本コンクリート株式会社か
らは、自分たちの持っている技術
に対する自信と、自分たちがやら
なければいけないんだ、という使
命感を強く感じました。まさにプ
ロフェッショナルといった感じで
す。

文系の私が、全く馴染みのない
建設業の会社を取材することは、
とても楽しみでした。私自身、労
働市場の問題、中でも建設業にお
ける人手不足について興味を持っ
ていました。ですから、直接企業
の採用担当の方からお話を聞け
て、とても勉強になりました。

また、来年から就職する身とし
ては、安齋さんから多くの金言を
いただき、嬉しい限りでした。ど
んどん失敗してもいいこと、めげ
ないこと、さまざまなことに興味
をもつこと。とても気さくに話し
てくださいましたが、どれも重要
な話ばかりで、思わず取材のこと
を忘れてしまうほどでした。
 (田村 崇明）

田村 崇明
東北大学 4年

川口 御生
山形大学 4年

安齋さんのランチ

東日本コンクリート 株式会社
高い技術で、東北の地域の架け橋となる

2013年　仙台市優良建設工
事表彰 　受賞
2016年　宮城県優良建設工
事施工業者表彰　受賞

管理部 総務課

安齋 良昭

〒980-0811　仙台市青葉区一番町２-２-13（仙建ビル５階）
TEL：022-225-4421　FAX：022-221-3072

代表取締役社長　土屋 英治 氏 資本金   １億円 創業・設立   1951年

建設業［仙台市青葉区］

確かなコンクリート技術への
自信

宮城県を中心に、東北地方でコンクリートの橋を
建設している会社です。建設業において、最も大
切なことは「安心・安全」です。昭和26年の創
業から半世紀以上にわたって用いてきた、安全性・
耐久性に優れた「プレストレスト・コンクリート」とい
う技術が最大の特徴だそうです。橋の建設をする
上では、確かな技術はもちろんのこと、現地での綿
密な調査や、社内での予算編成など、チーム一丸
となって取り組む一方で、建設する橋の地域の環
境や景観に配慮するなど、地域貢献にも熱心に取
り組んでいます。

こうした橋の新設だけではなく、既存の橋の強度
を保つ、補修工事によって橋のメンテナンスも行って
います。さらには、宮城県亘理町にある工場で製
造した、橋の部材や、線路のマクラギなどのコンクリー
ト製品の販売も行っています。

復興工事、老朽化する橋…
私たちの使命はたくさんある

東日本大震災から６年がたとうとしていますが、
建設業界はまだまだ復旧・復興工事の真っ最中で
す。従来の橋を補修するだけではなく、被災地に
新たに作られた避難道路などの橋も建設していま
す。被災地の復旧の第一歩は、インフラを整備す
ることです。仙台に本社を置く東北地方の企業とし
て、地域のためにやることはたくさんあるそうです。

また、橋は永久に壊れないわけではありません。
東北地方には、経過年数に伴い劣化している橋が
数多くあります。新たな橋の建設ももちろんですが、
現在、それ以上に求められているのが橋の「メン
テナンス」です。既存の橋の維持・管理を行うこと
で、寿命は10年、20年と伸び、長く使っていける
ようになります。このように「復旧・復興の工事が終
わっても、橋に関する仕事がなくなることはない」と
話してくれました。

HP
http://www.h-con.co.jp/

代表者
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こんな人材を求めています

さまざまな人との出会い
が自分を大きくさせてく
れる

現在は営業として外回りの仕事や、
実際に研修の講師を担当したりと、い
ろいろな仕事に携わっています。

私が大学時代就職先で悩んでいた
ときに「働いてみないか」と声をかけて
くれたのがビジネス教育訓練所でした。
ですから入社する時に、どんな仕事が
やりたいではなく、「頼まれた仕事は全

力で取り組もう」と意気込んでいました。
若い自分が講師になるのですが、研修を受けるのは若い人だけ

ではありません。それだけに、受講生に納得していただけるよう礼儀
作法や人としての在り方を常に考えています。その点は学生時代と
大きく変わりました。

学生の皆さんは「よく遊びよく学んでほしい」と思います。そして
いろいろな人との出会いを通じて、「自分がどんな人間なのか」を知
ることで、自分自身の可能性を見つけてほしいと思います。

「人」が好きならどんな人とも向き合える
私たちは、「人が好きな人」を求めています。研修では年代や性

別もさまざまな方と出会います。また合宿ではさまざまな人を束ねてい
くと同時に、一人ひとりに向き合っていかねばなりません。そのために
は講師自身も根気が必要ですし、「人」が好きで「人のために何か
したい」という思いが原動力になるのです。情熱を持って人と向き合っ
た先にこそ、望む結果が生まれると信じています。

研修や合宿の目的は、単にマナーを学んでもらうことに限りません。
「マナーを学ぶことを通して自分の限界を超え、可能性に気付く」こ
とです。合宿は厳しく行います。走ったり、大きな声を出したり。そ
の中で講師陣側で採点基準を設け、それらを満たしていなければ
合宿を延長、ということもあります。そうした厳しい状況下で目的を達
成したときに「自分もやればできる」と思うことができるのです。この
経験を通して得た自信や気付きは、次の仕事に生きてきますし、苦
労の先に見えるものがあるのだ、ということも感じ取ってもらいたいの
です。こうした熱い研修を行うには、やはり講師の気概も重要なの
です。
「人が好き」、「世のため人のために何かやりたい」と考えている

人にぜひ入社してもらいたいです。

お昼はお弁当を持ってくる人が多いですね。社員同
士は仲が良く、ほぼ毎回、休憩室で一同に会しテーブ
ルを囲んでは、プライベートの話や仕事の話などに花
が咲きます。お昼を食べ終わった後は、ゆったり休憩
する人や読書をする人など、それぞれにリラックスして
午後に備えます。仕事にメリハリをつけるためにも、社

員のコミュニケー
ションを図る上で
も、ランチタイム
はとても大切な時
間です。

社員皆でのランチは、大切なコミュニ
ケーション

営業

鈴木 大知さん

（東北学院大学 経済学部 卒）

事務

須貝 美和さん

「ビジネス教育訓練所」という
会社の名前だけを聞くと、「厳し
そう」、「堅苦しそう」というイ
メージを持っていましたが、私
たちを迎えてくださった社員の
皆さんはとても気さくで明るく、
はつらつとしていました。取材
に訪れてみて特に印象に残った
のは、「今の若者は大きな夢を
持っていない」と指摘する社長
のお話です。現代は物が溢れ、
さまざまな物が簡単に手に入り
やすくなったこと、価値観の多
様性を認め合うという風潮が相
まったことで、働くことへの使
命感が薄れていると感じます。
マナーを体得する中で厳しい研
修に耐えたことで、自分の可能
性に気付く。それが仕事に対す
る前向きな姿勢につながる、と
いうビジネス教育訓練所の考え
方にとても共感しました。
 (川口 御生）

川口 御生
山形大学 4年

三浦 規義
東北大学 2年

社員の方のお弁当。持ち寄って食べているそ
うです

ビジネス教育訓練所 株式会社
今までも、これからも、「人の成長」をサポート

代表取締役

三塚 信二

〒989-3128　仙台市青葉区愛子中央３-16-２
TEL：022-392-5511　FAX：022-392-5039

代表取締役　三塚 信二 氏 資本金   1,000万円 創業・設立   1986年

教育、学習支援業［仙台市青葉区］

体験を通して、感動を呼ぶ教
育を

ビジネス教育訓練所 株式会社では、新入社員
研修や経営者セミナーへの講師派遣をはじめ、社
会人の基礎であるビジネスマナー研修および階層
別の合宿研修を行っています。研修合宿は２泊３日
のものから５泊６日のものまであり、参加企業の業種
は製造業、介護サービス業など多種多様。参加
者全員が集まって挨拶の練習など、体験型のカリ
キュラムがあり、聴講するだけでなく実際に体験す
ることでビジネスマナーを体得できる内容になってい
ます。頭だけでなく体で覚えることで、マナーを身に
付けることができるのです。
「教育は格闘だ」と熱く語るのは三塚社長。そ

れほどにお互いぶつかりあい、厳しく相手と向き合
わないと人間は成長できない。上からマナーを教え
つけるのではなく、研修生と講師の方が対等にぶ
つかり合うことではじめて体得できるという信念の下、
研修を行っています。

「教育」を通して世の中を良く
していきたい

「教育を通して世の中をより良くしていきたい」とい
う思いは変わらず、そのためには研修メニューを充
実させていきたいと三塚社長。昔と比べると、物が
増えて豊かになった現代は、「自分たちが価値を生
み出そう」と気概を持つ若者や経営者が減ってき
ていると感じているそうで、「最近、教育の重要性
をあらためて実感するようになった」と話します。

若者は未来があり、可能性に満ち溢れている存
在なだけに、厳しい研修メニューを通してマナーを
学ぶだけでなく「自分の可能性」に気付いてほしい。
その気付きや自信は、仕事に留まらず人としての成
長の一歩だと三塚社長は考えています。教育を通
して人を育てる。その一人ひとりが活躍していくこと
で地域社会を、日本を良くしていく一助になりたい。
これがビジネス教育訓練所の描くビジョンです。

HP
http://www.business-k.co.jp/
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Uターン先で待ってい
た自分らしい働き方

もともと関東で働いていましたが、妻
の「地元東北で子育てしたい」という
意向を尊重し、仙台で働くようになりま
した。入社したのは、自社オリジナルの
サービスを提供しているのを知って「自
分の発想を生かしながら業務に携わる
ことができるんじゃないか」と思ったから
です。以前はメーカーのシステムエンジ
ニアとして働いていましたが、ひたすら

上司の指示のもと、既存の製品開発を行うことには物足りなさを感じ
ていました。今は「STAY JAPAN」のシステム開発を通して、最
先端の知識に触れたり、意見を述べる機会が増えたので、やりがい
を感じながら働くことができています。社内の風通しが良いことも会
社の魅力ですね。学生のみなさん、就職活動の際は仙台だけでな
く日本中、場合によっては世界中を見渡して、自分の価値観を生か
せる企業を探してみてください。ちなみに私のお勧め企業は百戦錬
磨です。

会社とともに成長を実感できるのがベン
チャー

百戦錬磨は、2012年に創立したITベンチャーです。大企業と
異なるのは、まず社員一人ひとりの成長が会社の成長に直結してい
るということ。若い社員も、会社の今後を左右する重要な人材です。
ぜひ積極的な姿勢で、業務に取り組んでほしいですね。会社には
充実した研修制度や、役員が社員の意見を取り入れる企業風土な
ど、チャレンジしやすい環境が整っています。普段の仕事では、自
ら段取りを組み立てる機会がたびたびあります。私は、そうした環
境で努力できるのは「明確な根拠のもと意思決定できる人」だと考
えています。思考したうえで行動できる人に志望してほしいですね。
面接では「なぜその大学を志望したのですか」というように、人生
での意思決定の根拠を質問します。そこで「周りもそうしていたから」
と消極的な答えをする人には向いてない会社でしょう。

最後に「数多く挑戦した人」に来てほしい。たくさん失敗してい
ても構わない。むしろ失敗経験がたくさんある人は、大きく成長する
可能性を秘めています。社名には「これから百戦挑んでいこう。そ
して会社も人も成長していこう」という思いが込められています。学
生のみなさん、たくさんチャレンジして失敗から学びを得てください。

昼は、妻の手作り弁当を食べるほか外食にも行きま
す。オフィスが街の中心地にあるので、近くにおいしい
お店がたくさんあるんです。気がついたら「ラーメン部」
という数名の社員の集まりができ、週に１回みんなで
ラーメンを食べに行くようになりました。食べ終わりに、
みんなで感想を言いあって、好評な店はまた行くこと
が多いです。また月１回ほど、終業後にオフィスでたこ
焼きパーティなどが開かれ、社員同士で楽しむ機会も

あるんですよ。

気付いたら結成されていたラーメン部

システム開発部

佐藤 元紀さん

（山形大学 教育学部卒）

システム開発部

佐藤 元紀さん

取材前はITベンチャーとの印
象が強かったのですが、国や自
治体に対し民泊に関する規制改
革を提案し続けていることを知
り、驚きました。IT業と観光業、
どちらの側面においても時代の
トップを走り続けているのだな
と感じました。各メディアに多
く取材されている企業というこ
ともあり、大変恐縮な思いを抱
きつつの取材でしたが、社員の
方々には、つたない質問にも誠
実に答えていただきました。厚
い配慮のもと校了を迎えられた
ことに感謝いたします。ありが
とうございました。

私は来春から通信関係の企
業に就職する予定です。百戦錬
磨の取材準備を通して、改めて

「2020年の東京五輪やその先の
未来において、通信技術の分野
から人々の生活を支えたい」と
の思いを強く持ちました。今後
の大学生活では、自分の進む分
野の勉強を頑張ろうと思います。
 (石澤 脩）

石澤 脩
東北大学 4年

三浦 規義
東北大学 2年

三好 桃子
東北大学 4年

佐藤さんがお昼に食べるラーメン

株式会社 百戦錬磨
ICT技術を強みに成長続ける観光業界のトップランナー

取締役 最高執行責任者

三口 聡之介

〒980-0014　仙台市青葉区本町２-17-17　田畑ビル３F
TEL：03-6206-9176　FAX：03-6893-0293

代表取締役　上山 康博 氏 資本金   7億8,400万円 創業・設立   2012年

情報通信業［仙台市青葉区］

自社ICTサービスで民泊紹介
ホテルや旅館といった宿泊施設の代わりに、一

般家庭やマンションの空き部屋に観光客を宿泊させ
る「民泊」が、2020年の東京オリンピック開催を
前に注目を集めています。こうした民泊施設と利用
客とのマッチングサイト「STAY JAPAN」の運営
や、民泊オーナーへのサポート、代行サービスを行っ
ているのが株式会社 百戦錬磨です。紹介してい
る民泊は、東京や大阪といった都市部では、外国
人観光客やビジネスマンを中心に利用されている
一方、地方では、農作業や漁業の体験を通して、
将来的に移住を考える人や、地域文化に触れたい
という観光客に多く利用されているのが特徴です。
他にもスポーツイベント紹介サイトの運営なども行って
いますが、中心事業である民泊事業を通して、「宿
泊先不足」、「空き家問題」、「地方創生」といった
社会的課題にも取り組んでいます。

旅行のこれからのスタイルを
創っていく

現在民泊に関しては、違法民泊も少なくないだけ
に「合法」、「安心」、「安全」な民泊の提供を行
いながら、市場の健全化を目指して国や自治体へ
の働きかけも行っています。一方で「利益の一部
を税として地域に還元する仕組みができれば、地
方産業としてもっと受け入れられていく」と、民泊税
の導入も勘案しながら「支持される環境づくり」も
目指します。また、パッケージツアー主流の時代から

「○○というアニメの舞台を巡りたい」というように、
旅の目的も細分化されている現代。こうした「旅行
スタイルの変革」に対応できるように、ユーザー同
士が旅行商品を考え、提案しあえるサービスの提
供も検討中です。「人 の々交流が相互理解を促し、
いずれは世界平和に繋がると社員は本気で考えて
いる」と三口取締役。今後は多方面のサービスを
創出し交流人口の拡大を図っていくそうです。

HP
http://www.hyakuren.org/
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小さな変化に対する気
づき

介護老人保健施設で相談員、介
護職、ケアマネージャーの仕事を10年
以上勤めてきました。現在の職場には、
設立当初の２年前から勤めています。
主な業務内容は、ケアマネージャーと
利用者さんに関する情報の調整など、
会社の窓口的な役割を行っています。
しかし、各スタッフの担当業務に明確
な区切りはないので、利用者さんとコミュ

ニケーションを取りながら、リハビリの目標を一緒に考え、それを達成
するためにはどのような動作ができるようになればいいかなど、リハビ
リを続けていく気持ちを利用者さんが維持できるようなお手伝いをし
ています。

利用者さんの中には、病気などがきっかけで体力が低下し、自宅
での歩行がやっとの方が多くいらっしゃいます。そんな方々がリハビリ
をしていく中で自宅での生活が楽になり、さらに外出やお買い物を楽
しめるようになった時にはとても遣り甲斐を感じました。

自分の気づきを声にする
当社では介護福祉士、理学療法士、作業療法士、看護師など

さまざまな資格を持った人が活躍しています。ただし必ずしも福祉、
医療を専門に学んでいなくても大歓迎です。私たちは人を相手にす
る仕事なので、スタッフがより良い環境で働くことを重視しています。
公的機関や社会福祉法人などと違い、民間企業ですので、良い
提案は即座に事業に反映できる環境があります。

例えば「旅ゆかば」は、利用者さんのいらっしゃる時間が午前と
午後の２回に分かれているので、スタッフ全員が１日のうちに一堂に
会することはあまりありません。そのため、日々 気づいたことをスタッフ
が自ら持ち寄って話し合っています。さらに月に２回のスタッフミーティ
ングで取り上げて、具体的に提案を展開させます。スタッフ同士が
意見を言いやすい環境なので、自分の意見を持ち、話し合いに積
極的に参加できる人が好ましいです。

また、利用者さんに質のいいリハビリを届けられるように、スタッフ
全員でアンテナを立て、多方面から情報を取り入れています。一人
ひとりの利用者さんと向き合うことで、小さな変化に気づき、利用者
さんのニーズをキャッチすることがとても重要です。状況に応じて、
新しいリハビリの提案を考えるなど、これらを受け入れていくキャパシ
ティーを持ち、各事業の発展に繋げていける人材を待っています。

私が入社した今年の４月に社長は入院していました。そのた
め、当初、私に同行予定であったはずの社長が不在になり、社
長と２人で送迎する予定だった「旅ゆかば」利用者の送迎を私
が一人で対応することになりました。新入りの私は驚きました
が、社長はスタッフに絶対的な信頼を寄せているからこそだと
思いました。そして、社長は親しみやすく誰にでも壁を作らな
いので、利用者さんも、とても信頼しています。
さらに、採用の際には「言われたことだけをやる受け身のス

タッフはいらない。スタッフに判断基準があるから、ぜひ、自
分の考えや気づきを持つ事を意識してほしい」と言われました。
そのために、定期的にスタッフ各自がやりたいことを持ち寄っ

て話す、話し合いの
場があります。より
良い職場環境作りや
より良いリハビリを
提供しようと力を合
わせる、とても働き
やすい職場です。

自然体で働ける楽しさ

旅ゆかば

原田 直樹　さん

(道都大学 社会福祉学部 卒)

旅ゆかば

鈴木 正惠さん

初めての記事が医療・福祉分
野でした。福祉大の学生であり
ながら、福祉施設へ訪問をした
ことがなかったため、大変なリ
ハビリを渋い顔しながら、取り
組んでいるという勝手なイメー
ジを抱いてました。利用者の
方々、スタッフの方々が和気あ
いあいとリハビリに取り組み、
私の勝手なイメージの欠片もあ
りませんでした。楽しそうにお
話をしながら、利用者の皆様は
個人のリハビリに取り組んでま
した。楽しく取り組んでいる皆
さんを見学させていただきなが
ら、目標を持って取り組むこと
の大切さを再確認させていただ
きました。 (太田 佳奈）

太田 佳奈
東北福祉大学 3年

越田 健介
東北大学 2年

石森 真結
仙台白百合女子大学
4年

働きやすさを話す介護士の鈴木さん

株式会社 福祉旅行社
より良い生活を送るために気づき、一緒に考える

代表取締役

大友 伸太郎

〒983-0038　仙台市宮城野区新田１-20-３
TEL：022-794-8294　FAX：022-794-8291

代表取締役　大友 伸太郎 氏 資本金   200万円 創業・設立   2014年

医療、福祉［仙台市宮城野区］

「旅行がしたい！」を一緒に
叶えましょう！

株株式会社福祉旅行社では、「旅ゆかば」、「福旅」、
「S‒foot」という三つの事業を展開しています。「旅ゆ
かば」は、介護保険制度を使ったリハビリ特化型の短
時間デイサービス事業です。「福旅」は、高齢者など
の一人で出歩くことが困難な方 に々対する、外出先で
の買い物支援や旅先での入浴介助など、楽しく外出
できるためのサポート事業です。「S‒foot」は、歩行
困難な方が長く楽しく歩くための、オーダーメイドインソー
ル作製や看護師によるフットケアを行う事業を展開して
います。メインとなる事業の「旅ゆかば」は、旅行へ
行きたい ！ といった気持ちを持った方 に々対して、デイ
サービスを通して日常生活の動作を取り戻すための、リ
ハビリを行うというサービスです。リハビリをサポートし、
利用者さんが自分自身で生活をする力を養い、自分の
体を動かし、「福旅」を利用して自分のいきたいところ
へ旅行するという流れへつなげています。

利用者さんは理学療法士をはじめとしたスタッフと話
し合いながら、ご自分の体調、環境、疾患、目標に合っ
た効果的な質の高いリハビリに取り組むことができます。

元気な高齢者を応援していき
たい

従来行われてきた病院や施設におけるリハビリは、敷
地内に限定されたリハビリのため、実生活で外出するた
めの準備には不十分でした。そのため、リハビリで歩け
るようになったとしても、実際に自宅から外出することは
少ないのが現状です。また、従来のリハビリのプログラ
ムには「また自宅に帰れるようになったら、週末に子供た
ちと温泉の露天風呂に入りたい」などの利用者さんの
個人的な希望はなかなか反映されていませんでした。

従来のデイサービスでは介護を受けながら生活範囲
を徐 に々広げていきますが、「旅ゆかば」では、利用者
さんは従来のような介護を受けるだけではなく、自分の
リハビリ内容への選択権を持ち、個人ごとの目標を持ち
ながら普段の生活に即効性のあるリハビリに取り組むこ
とができます。このような流れを通して、これまでの介護
事業スタイルに新たな観点や価値観を生み出していきま
す。将来的にこのような仕組みが、元気な高齢者を生
み出し、利用者さんが第２の人生で再度、自宅生活は
もちろん、就労することさえもできるように支援していきた
いと思っています。

HP
http://hukushiryokou.com
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こんな人材を求めています

さまざまな経験値 学生
時代に

2014年に入社し、現在営業部営業
課で、主に法人のお客様を対象に営
業業務をしております。旅行会社や一
般の企業の需要に合った宿泊プランを
提案するという、旅館とお客様の間に
立つ役割を担っています。中学の頃ア
メリカにホームステイをした経験があり、
その時から旅行業や宿泊業に興味を
持ち始めました。大学時代にもインター
ンシップを行い、社会での振る舞い方

や敬語の使い方などを多く学びました。学生の皆さんには、大学の
勉強以外のこともたくさん経験をしてほしいと思います。もちろんその
経験自体が身になることもありますし、そうでない場合でも、社会に
出た時にその経験が会話の幅を広げてくれるからです。佐勘は一
部の部署を除いて資格や検定を持つことが必須ではありません。し
かしどの部署もお客様と話す機会はあるため、会話のネタが豊富な
ことは武器になります。

気持ちいい接客は気持ちいい人間関係
から

宿泊業とひと口に言っても、接客、販売、営業、総務、財務、調理、
管理とさまざまな部署があります。一方で、従業員の中には、旅館
組合として地域のお祭りやイベントのお手伝いをする役職に就いてい
る人もいます。部署の移動によっては仕事内容はもちろん、休日や
勤務時間が多少異なることもあるので、そういった変化にフレキシブ
ルに対応できる人材を求めています。さらに、それに伴ってさまざま
な部署、業種の人たちとコミュニケーションをとる機会が増えてきた時
に、挨拶がしっかりできたり、笑顔で明るく話せたりといった、「一緒
に働いていて楽しい人材」が求められます。そういった人間性の部
分は、フロントや仲居といった、お客様と直接お話をする部署だけで
なく、当社で働く従業員すべてに必要なことです。従業員どうしで
気持ちのいいコミュニケーションをとり、旅館内部の人間関係がいい
ものになると、その空気感はお客様にも伝わります。私たちが長年
受け継いできた「おもてなしの精神」の実践にはかかせない要素な
のです。資格や検定といったものは、調理や管理などの専門的な
部署以外、特に必須というわけではありません。

あらかじめ枚数を指定して買ってある食券を使って、
社員食堂で注文できます。曜日によって異なる２種類
のメニューのどちらかを選べます。今日のメニューは鮭
定食と親子丼セットの二つ。昼食をとる時間はまちまち
なのですが、普段の仕事ではあまり顔を合わせること
がない別部署の人たちとの数少ないコミュニケーショ
ンの機会ですので、時間が合った従業員同士で楽しく
会話しながら食べています。

大切なコミュニケーションの場

営業部 営業課

斎藤 慎司さん

(ノースアジア大学 法学部 
観光学科 卒)

総務部 総務課

森谷 祐子さん

これまで佐勘は何度か利用さ
せてもらったことがあるのです
が、仲居さんやフロントの方の
接客がいつも気持ち良く、毎回
とてもいい時間を過ごすことが
できていました。今回の取材で
その心地良い接客態度が、従業
員間でのコミュニケーションか
ら生まれているものだと知り、
長年受け継いできた「おもてな
しの精神」の一端に触れた気が
しました。伝承千年の宿という
と、旅館としての敷居が少々高
そうなイメージを抱きがちです
が、家族連れや学生にも親しま
れている旅館です。家族や友人
と気軽に訪れることができる癒
しの場だけでなく、2016年５月
にはG７仙台財務大臣・中央銀
行総裁会議が開かれるなど、オ
フィシャルな場としても多く利
用されているのは、伝統を重ん
じながらも常に時代のニーズに
合わせた進化を遂げてきた歴史
があるからだと感じました。
 (阿部 寛史）

阿部 寛史
東北学院大学 3年

安達 琴乃
東北大学 2年

平田 真莉子
東北学院大学 3年

ある日の一例：選択メニューの鮭定食

株式会社 ホテル佐勘
「おもてなしの精神」受け継ぐ伝承千年の宿

2016年 「プロが選ぶ日本のホ
テル・旅館100選」 入選
2016年　人気温泉旅館ホテ
ル250選 「５つ星の宿」 認定

代表取締役

佐藤 勘三郎

〒982-0241　仙台市太白区秋保町湯元薬師28
TEL：022-398-2233　FAX：022-398-2168

代表取締役 佐藤 勘三郎 氏 資本金  5,000万円 創業・設立  平安期（法人設立 1933年）

宿泊業、飲食サービス業［仙台市太白区］

お客様のニーズに応える空間
作り

約千年前、主に材木業を生業としていた佐勘。
木を切り出し、名取川を使って仙台に運び、材木
を売るという仕事をしていたそうです。東北でも人
の往来が多くなってきた六百年ほど前、おそらくそ
の前から湧いていたであろう温泉を用いて、宿泊業
としての佐勘がスタートしました。長い歴史と伝統を
大切にしつつ、お客様のニーズに合わせたリニュー
アルを行い、現代の感覚にあったモダンな空間づく
りを目指し、ホテルや旅館といった枠にとらわれない
新しい宿泊施設としての形を生み出し続けていま
す。1998年に松島の景色と海の幸を堪能できる「松
庵(しょうあん)」、2016年４月に比較的リーズナブル
な価格帯・全室シングルの(バーラウンジ付き)ホテ
ル「KYOU BAR LOUNGE & INN」を開業し、
多様化するお客様の宿泊形態に応えてきました。

故きを温ねて新しきを知る 時
代に合わせて変化を
「旅館業、ホテル業といった形式にとらわれず、

総合宿泊業としてお客様のニーズに合わせた施設
を提供していきたい」と語る佐藤社長。比較的リー
ズナブルで気軽に利用しやすい「KYOU BAR 
LOUNGE & INN」は、近年増加する外国人観
光客の需要にも応える施設であり、多様化する宿
泊形態の需要に合わせた提案を続ける新たな一歩
です。

家族の団らんや保養の場だけでなく、ビジネスの
場としても多く利用されてきました。佐藤社長はその
大きな理由の一つとして、代々受け継いできた「お
もてなしの精神」があり、それは今後どのような事
業を行う上でも大切にしていきたいと語ります。古来
から脈 と々受け継がれてきた歴史や伝統を重んじつ
つ、現代のニーズをしっかり捉え、それに応えてき
た佐勘は、唯一無二の宿泊施設として進化を続け
ていくそうです。

HP
http://www.sakan-net.co.jp/
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

本当の「ありがとう」
が聞きたくて、一歩先
を考える営業を心掛け

私は医療機器の営業をしています。
商品を販売することはもちろん、修理プ
ランやアフターサービスを提案して、お
客様が抱える問題を解決するのが仕
事です。大学時代に接客のアルバイト
をしていた経験から、人と向き合う仕事
が自分に合っていると思いました。人の
ためになる医療系の職種に就きたかっ
たことと、仙台で働きたかったこともあっ

て就職を志望しました。職場では人に恵まれ、同僚や病院の人たち
と一つのチームのように働いています。

私たちは患者第一の世界にいます。時間を争い緊急の連絡にも
対応する、責任感が必要な仕事だと思います。だからこそ、私は
お客様の要望を上回る良いサービスに努めようと心掛けています。
潜在的なニーズに応えるために、プラスアルファの情報を提案できな
いか考えて営業することが大切です。そして、お客様から「本当に
ありがとう」と声をかけられたときがやりがいを感じる瞬間です。

人と人とのつながりと医療への専門性が
信頼を築く
「真面目で誠実」と「有言実行」。まず求めるのは、この二つ。

患者の命を預かる医師や看護師のサポートをし、一緒に仕事をし
ているという使命感が必要です。お客様との約束を守り、商品を期
日通りに納品する。医療に携わる者として、専門知識を培っていく。
希望に素早く応えられるスキルを高めて信頼関係を築くことが、仕事
の一番のベースになっていると思います。

そして、夢や将来性、仕事のビジョンがあるポジティブな人材を求
めています。器械系の部署で働きたいならば、希望に沿って自分を
生かせる部署に配属しようと思います。社員一人ひとりが軸になって
会社を盛り立てていくことで、相乗効果をもたらし会社も良くなると思
うからです。それに、自分なりのアイディアは迷わず出していただい
てかまいません。社員同士でアイディアを共有し、話し合っていく努
力を重ねることで、会社にとって未知の分野でも広げることが可能と
なるはずです。自分の持ち味を生かし、前向きに仕事に向かってほ
しいと思います。

私たちはモノを作れませんが、人材を育て医療に貢献しています。
お客様との信頼関係を大切に、自分自身の考えと専門性も持って働
ける人材を求め、入社後も研修を通して育成していきます。

普段は会社の近くか、担当する東北大病院の近くの
飲食店に行きます。午後のスケジュールを考えながら、
11時にしたり14時にしたりと、自分で時間を調整し
てランチを取っています。
私がオススメするメニューは、東北大学病院近くに

ある中華料理店の「中華そば」と「半チャーハン」の
セット。誰もが「おいしい」と口をそろえる味だと思っ

ています。常連の
証の特製タオルを
もらうほど、よく
ランチに行くお店
です。

おススメは大学病院そばの中華屋さ
ん。常連が勧める万人ウケの味

第二営業部 営業２課

大沢 茜さん

（東北大学 農学部 応用動物 
科学コース 動物微生物学専攻 卒）

第一営業部 営業１課

照井 裕貴さん

丸木医科器械の方々は、仕事
に対して一人ひとり強い情熱を
持っていることが印象的でした。
取材中も電話があればすぐに応
答し、お客様の困っていること
に迅速な解決策を提案する、そ
んな姿を何度も拝見しました。
医療に携わる者として、患者第
一の思いは誰もが一貫して持っ
ているようです。

また、社員同士が気心が知れ
ていることが良く分かる取材で
した。「先輩の声」でお話を聞い
た大沢さんは社内のテニス部に
所属しており、そのエピソード
は社員の方々の優しい人柄や和
気あいあいとした社内の雰囲気
を伝えています。社屋は外光が
注いで明るかったのですが、そ
れは社員のみなさんの結束力が
生み出す活気によるのかもしれ
ません。
 (越田 健介）

越田 健介
東北大学 2年

山田 峻一
仙台大学 3年

丸木医科器械 株式会社
最新の情報、質の高いサービスで地域医療の発展に貢献

代表取締役社長

渡辺 津賀雄

〒981-1105　仙台市太白区西中田３-20-７
TEL：022-242-3331　FAX：022-242-6002

代表取締役社長　渡辺 津賀雄 氏 資本金   5,231万円 創業・設立   1781年

医療、福祉［仙台市太白区］

「東北の医療に貢献したい」　
医療のすべてをサポートできる
総合商社

丸木医科器械 株式会社は東北６県の病院と医
療法人、クリニックなどに医療材料や機器の販売を
行っています。仙台を中心に山形と岩手、秋田に
も支店・営業所を展開。使い捨て注射器や点滴
チューブといった安価な商品から、ガンの放射線治
療機器やMRIなど、１台で数億円もする高価な商
品も取り扱う「医療の総合商社」です。
「お客様のニーズに応え、困っていることを解決

する『提案営業』です」と、渡辺社長。多くの
病院で問題となっている医師、看護師不足に人材
面をサポートできない分、検査・診断・治療・社会
復帰に関する物質面の解決策を提案することでサ
ポートしたい。これは丸木医科器械が掲げるミッショ
ンの一つです。お客様の抱える問題に商品と新情
報を迅速に提供して、「人材不足に悩む地域医療
に貢献していきたい」と渡辺社長は意気込みます。

地域医療支える人材育成、
将来に役立つ情報を今

社是の「最新の情報と質の高いサービスの提供
を通して地域医療の発展に貢献したい」をこれか
らも貫き続け、将来は東北の各県でNo.１シェアと
なれるような、規模の拡大を目指しています。その
ための重点施策が、人材育成。実際に現場で働
きながら専門用語や機器の使用法などの基本を覚
え、お客様のニーズをくみ取れるようになるまでに３
年はかかるそうです。一人前になるまで経験を積ん
だ、地域の医療のサポートを任せられる人材を輩出
していきます。

2025年の医療制度改革に合わせた、さまざまな
分野での先行投資にも力を入れています。医療機
器の精度やボリュームをアップさせるだけでなく、今
後の事業を支える「小さな土台づくり」を進め、「本
当の意味での総合医療商社」を目指すと渡辺社
長。少し先の将来へ迅速に解決策を提案できるよ
う、すでに取り組みをはじめています。

HP
http://maruki-ms.co.jp/
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Work-style Information by Student’s Eye

業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

慣れ親しんだ仙台で地
域貢献を

社員の給与に関する書類や、社会
保障にまつわる書類の作成をしていま
す。勤務６年目になりますが、入社時
の研修では、ビル管理の現場で清掃
業務を行っていました。本社で事務に
配属されてからは、デスクワークがほと
んどで、パソコン相手の仕事がメーン
ですが、書類を作成するときは現場で
一緒に働いていた社員の顔が浮かび、

ミスなく期限に間に合うように作成しようという思いから仕事にも力が
入ります。

大学では地域構想について勉強する学科を専攻していたことも
あって、「就職は学生時代を過ごし慣れ親しんだ仙台でしたい」と
考えていました。ビルやマンション管理は、当時はあまりイメージしにく
い業界でしたが、人の暮らしの場を支え、地域に貢献できる仕事な
ので「縁の下の力持ち」のような役割だと感じています。

明るく元気でマメな人
入社するとすぐに、建物の管理・清掃など現場での研修があっ

たり、配属後もずっと同じ部署とは限らず異動も少なくないですから、
場に馴染んで仕事を行う力が鍵になります。ですので、どの仕事で
もマルチに対応できる人材がいい。そういう意味では、何かを専門
的に行うのではなく、総合職となりますので、どんな仕事にも柔軟に
取り組める、対応力のある人に入社してほしいですね。

従業員が多いので、働いている年齢層も幅広いのが特徴です。
ですから、同世代の仲間だけではなくて、目上の人ともきちんとコミュ
ニケーションがとれる、明るくて元気な人が向いていると思います。

また、報告、連絡、相談をしっかりできる、マメで言葉足らずにな
らない人も社としては魅力的な人材です。仕事をスムーズに行う上
で必須な要素ですから、アルバイト経験などで人とのコミュニケーショ
ンに慣れておくと、抵抗なく業務に取り組むことができるのではないで
しょうか。入社前に取得しておくべき資格は特にありませんが、現場
での仕事に使用することもあるので、自動車の免許は必須にしてい
ます。

毎日お弁当を持ってきます。社内でもお弁当を持っ
てくる人が多いですね。私は、前日の夜に作って、朝
は詰めるだけにします。お昼休憩の時間は12時〜13
時の間で、オフィスの自分の机にお弁当を広げて食べ
ています。オフィスにはお弁当の宅配業者も来てくれ
るので、そこで買って食べることもできますよ。コンビ
ニエンスストアも会社の１階にあるので、足りないもの
があれば、すぐに買いに走れるので便利です。

ホッと一息は手作り弁当で

管理本部総務部人事課

荒 肇子さん

(東北学院大学 教養学部 卒)

管理本部総務部人事課

荒 肇子さん

私は大学に通うため一人暮ら
しをしています。朝、家を出る
と、よく建物の点検や掃除に来
てくださる人と廊下で会ったり
します。取材をする前は、その
方と挨拶を交わすくらいでした
が、インタビューを終えてから
は、何の作業をしているんだろ
う、と考えるようになりました。
「先輩の声」で、荒さんもおっ

しゃっていましたが、私も取材
に伺うまでビル管理の仕事につ
いてうまくイメージできずにい
ました。建物がきれいに保たれ
ていることが「普通」のように
思っていましたが、それが維持
されている裏には、人の手があ
ることを想像できていなかった
からです。

現場で働くスタッフの仕事や、
スタッフを支える人の仕事を知
り、就職活動中の私にとっては、

「仕事」をより具体的に思い描く
手掛かりとなった取材でした。
 (平田 真莉子）

平田 真莉子
東北学院大学  3年

加藤 里香
宮城学院女子大学
3年

阿部 寛史
東北学院大学 3年

荒さん手作りのお弁当

陽光ビルサービス 株式会社
建物管理で暮らしの安全を見守る

2001年、2003年、2009年　
ISO-9001認証取得

管理本部総務部部長

針生 均

〒980-0011　仙台市青葉区上杉２-３-７　K2小田急ビル5Ｆ
TEL：022-265-5841　FAX：022-265-5786

代表取締役社長　小山 正俊 氏 資本金   4,000万円 創業・設立   1957年

その他サービス業［仙台市青葉区］

建物管理をメインに暮らしを守
る業務

ビルやマンションの建物管理が主な事業内容で
す。建物管理の仕事は、廊下やエントランスといっ
た共用部分と、事務室等の専有部の清掃、空調
設備や消防設備の点検、建物の光熱費のチェック
などのサポートを行います。一方、警備の仕事は
空港や駐車場などの施設を守る業務です。従業
員はおおよそ千二百人で「暮らし」を安全に保つ
手助けをしています。

こうした現場とは違い、本社での事務や営業と
いった仕事は、ビル管理や警備など、現場での経
験を土台に配属されます。事務の仕事は、従業員
の給与や社会保障に関する書類の作成、営業の
仕事はビルのオーナーや不動産関連の企業など、
依頼主へ出向き、お客様の要望を聞き、積算したり
します。

管理から建物の価値を高める
サービスを

仙台で事業を立ち上げ今年で創業60年を迎え
ますが、現在は宮城だけでなく、岩手と福島にも営
業所を構えています。2014年には、関東にも展開
を広げ東京支店を開設しました。今後は地元宮城
を拠点に、東北地方の全域や他エリアへ事業地域
を広げていこうというビジョンがあるそうです。

建物管理に関して広げるという点でも同様に、現
状の維持や整備に留まるのではなく、その先にある
建物の価値を高める提案をもっと充実させていきた
いそうです。「居心地がよく、環境に優しい建物」
にするために、例えば外観の修繕の提案や省エネ
ルギー化の計画など、単なる維持・管理から一歩
進んだサービスを増やし、多くのお客様に、より満
足してもらいたいと話します。

HP
http://www.yokobs.net/
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

人との支え合いに助け
られています

入社３年目でフロント業務を行ってい
ます。お客様のチェックアウトを済ませ、
お見送りをすることから一日の仕事が始
まります。館内の掃除や受付の仕事、
宴会の準備など、行わなければならな
い仕事はたくさんあります。苦しいときも
ありますが、やはり人との支え合いに助
けられています。従業員同士、一致
団結して仕事をしたあとは達成感を感
じますし、「ありがとう、頑張ってね」と

お客様に声をかけてもらったり、顔を覚えてもらえた時なども、仕事
のやりがいを感じられる瞬間です。

学生時代にパソコンの勉強をしたり、人と話したりした経験が今の
仕事に生きています。仕事は退屈に思っていては続きません。アル
バイトをするにしても自分なりにやりがいを見つけて、楽しんで取り組
んでほしいですね。

仕事はもちろん、自然の趣を楽しめる人
を待っています

仕事を楽しむことができる人を求めています。お客様とのかかわり
合いを楽しむことは、旅館業に求められる資質です。旅館には毎日
さまざまな性格のお客様が宿泊します。宿泊にご満足いただけるよ
うに、一人ひとりに合わせた柔軟な対応が求められるのです。時に
はお客様からクレームをいただくこともありますが、その指摘をマイナ
スに考え落ち込むのではなく、プラス思考で捉えて、建設的な意見
として受け止めることも大切です。

また、旅館の窓から見える豊かな自然を楽しめる人がいいですね。
青 と々した緑の葉が、秋になるにつれて赤くなり散ってゆく。そうした
季節の移ろいや、日々 刻 と々変わる気候の情緒、自然の微細な変
化を眺め、感動できる感性を持っている人を待っています。

企業としては、今後は社内の機械化を進めていきたいと思ってい
ますが、接客業にとって欠かせない気配り・目配り・心配りは人間に
しかできません。普通なら見過ごしてしまうような問題点にも敏感に
気づき、解決に向けた企画や提案をすることができ、加えてその仕
事を楽しみながら進めていける人を募集しています。

昼食は社員食堂を利用しています。12：00〜14：
00の間、休憩に入った順にそれぞれ食事をします。メ
ニューは日替わりになっていて、特にそばやカレーが好
きです。食事は部署に関係なく一緒に食べるので、他
の部署の人ともコミュニケーションを図れる場になって
います。テレビ番組の話など、仕事以外の話で盛り上
がることが多いですね。

楽しい昼食

営業部フロント課

高橋 ちさとさん

（山形県立酒田光陵高等学校
卒）

営業部フロント課

高橋 ちさとさん

宿泊業界に新たな風を吹き込
み、さまざまな改革に取り組ん
できた岩松社長。220年以上続
くこの旅館は、数年前から第二
創成期を迎えているといいます。
社長は今の会社で働く前にホー
ムセンターや飲食店を立ち上げ、
経営した経験から、それまでの
宿泊業界の固定観念にとらわれ
ない独自の視点で大胆な改革を
してきたそうです。「いいものは
いい、悪いものは悪い」。最新設
備を取り入れたり、悪しき風習
を断ち切ったり、どんどん変貌
を遂げた岩松旅館の話を聞いて、
これからも進化を続けていく勢
いを感じました。

また取材を通して、仕事を楽
しむことも重要だと教えていた
だきました。これは社長はじめ
社員の方々も強調していました。
やはり、仕事は楽しくないと続
きません。問題に直面してもプ
ラス思考で行動できる人間に私
もなりたいと思いました。
 (三浦 規義）

三浦 規義
東北大学 2年

阿部 寛史
東北学院大学 3年

中山 結衣
宮城学院女子大学
3年

カレー定食

株式会社 鷹泉閣岩松旅館
佳き日本を体感するおもてなしの宿

2016年　第41回プロが選ぶ
日本のホテル・旅館100選 施
設部門　入賞

代表取締役社長

岩松 廣行

〒989-3431　仙台市青葉区作並字元木16
TEL：022-395-2201　FAX：022-395-2020

代表取締役社長　岩松 廣行 氏 資本金   1,500万円 創業・設立   1796年

宿泊業、飲食サービス業［仙台市青葉区］

他社に負けない旅行プラン
岩松旅館の館内での仕事は、サービス業のす

べてが集約されており、どの部署でもおもてなしの
心を大切に業務を行っています。

岩松旅館では、岩手・宮城内陸地震と東日本
大震災の風評被害から利用客が減少し、その影
響は「現在も続いている」そうです。そのため、
安心・安全を第一に、放射線測定器による館内の
放射線量の計測はもちろん、仕入れ先にも気を配り、
食品の安全性をチェックしたりするなどの対策を行っ
ています。

また、赤ちゃんのオムツやミルクを旅館側で準備
する「赤ちゃんプラン」や、「女性一人旅プラン」
など、さまざまなプランを充実させているのも特徴で
す。なかでも乳がん患者がのびのびと温泉に入れ
るようにと、乳がん患者貸し切りの「ピンクリボンプラ
ン」は、年２回設けられており、他の旅館では行わ
れていない特別なプランです。

湯治文化、再び
「心と身体の健康を応援したい」と岩松社長。

高齢社会を迎えた日本では、介護の必要な老人を
抱えた家族が大勢います。そこで、「治療と温泉」
をテーマに、日本古来の伝統である、湯治文化の
リバイバルを目指しています。湯治とは、温泉地で
療養することで病気の治療を行う文化のことです。
最近では手術後のリハビリにおいて、温泉が効果
的であると医学的にも関心を集めています。岩松
旅館の温泉は100%源泉。弱アルカリ性で、万病
に効能があるとのこと。「温泉を通して多くの日本人
を幸せにしていきたい」そうです。

また、２年前から秋保温泉旅館組合および定義
地区ならびに根白石地区と連携して、トレイルランニ
ングを開催しています。日本全国からの参加者に、
仙台西部地区ならびに宮城の温泉の良さを知って
もらうことが目的です。将来的には、宮城県内の他
の温泉地と協力して大規模なイベントを行うのが目
標だそうです。

HP
http://www.iwamatu-ryokan.com/

代表者
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業務内容 将来のビジョン 先輩の声

こんな人材を求めています

社会に足を踏み出して
みてください

出身は山形県で、結婚を機に仙台
に移住しました。入社理由は、体を動
かして人の役に立てるからです。もとも
とスポーツをしていて、体を動かすこと
が好きでした。入社後は現場で警備
員として働き、現在は常駐警備部に所
属し本社で働いています。主な業務は
警備員のシフトを調整することや、現場
に赴いて指導を行うことなどです。そ
のほかコンプライアンス指導や社員の身

上把握なども行います。現場と本社の仕事の両方を経験した身とし
て学生の皆さんにアドバイスできることは、学生のうちに社会と関わる
活動をしておくといい、ということです。アルバイトでもボランティアでも、
インターンシップでも構いません。学生時代にそうした活動をしていた
人は、社会人としてのマナーをあらかじめ身に付けることができるの
で、一歩リードしていると感じます。社会へ足を踏み出して、他の学
生の先陣を切ってくださいね。

使命感をもっている人。特別な知識や
体験は不要です

東日本大震災のとき、無力感に苛まれたという人は少なくないと思
います。弊社には、その無力感をばねにして活躍している社員が多
くいます。彼らに共通するのは、「人の役に立ちたい」という使命感
を持っていることです。「役に立つ」と口で言うのは簡単でも、実際
は容易ではないのですが、警備員が人命を救った事例はたくさんあ
るんですよ。2015年９月、弊社が警備員を派遣しているオフィスビル
の警備室に、若い夫婦が「赤ちゃんが息をしていない」と駆けこん
できました。即座に警備隊長が胸骨圧迫を施し、赤ちゃんは息を吹
き返しました。もしも人命救助の訓練を受けた警備員がおらず、救
急車が来るまで時間がかかったらと考えると、警備員の存在意義の
大きさ、やりがいを実感できると思います。また、物事を自分で考え、
判断できることも必要です。現場には常に上司がいるわけではあり
ません。緊急事態には、１人で柔軟に行動することも求められます。
とは言え、社内の教育体制は整っていますし、半年に１回は研修が
あります。特別な素質や技術がなくても、社員一同でサポートし育て
ていくので、「人の役に立ちたい」という想いのある人は、ぜひ当社
の門を叩いてほしいと思います。

今日は各現場の隊長たちとの会議が終わった後、一
緒に社屋裏の食堂で定食を食べました。情報交換やコ
ミュニケーションの場になるので、大切な時間です。警
備員として現場で働いていたときは、おにぎりなどの
軽食で済ませることが多かったです。休憩は１時間あ
り、出かけることも自由ですが、万が一に備えていつで
も出動できるように待機していました。指導されたわけ
ではなく、警備員としての自覚から自発的にそうしてい

ました。

大切なコミュニケーションの時間

常駐警備部

今野 太郎さん

(山形県立新庄北高等学校 
最上校 卒）

常駐警備部

今野 太郎さん

今から15年前、大阪教育大附
属池田小に刃物を持った男が侵
入し、８名の未来ある子どもた
ちの命を奪いました。この事件
は、私が通っていた宮教大附属
小にも影響を及ぼしました。全
校集会が開かれ、泣き出す児童
もいる中で、覚えているのは「君
たちの命は大人が守る」という
先生の言葉です。校門に警備員
が配置されたその時以来、守ら
れているという自覚が強くあり
ました。今回の取材で印象的だっ
たのは、常駐警備部・今野さん
の「警備は見返りのない仕事」
という言葉です。これまで警備
員に感謝を伝えていなかったこ
とに気付くとともに、警備とい
う仕事は、礼こそ言われなくて
も、接する人の心に安心や温も
りをもたらすことは確かなので
はないかと感じました。そんな
無形の「見返り」がある警備業に、
多くの人が関心を持ってくださ
れば幸いです。
 (野間 早百合）

野間 早百合
東北大学 4年

氏家 由希子
山形大学 3年

社屋近くの食堂でのランチ

ワールド警備保障 株式会社
生命、身体、財産。大切なものを守ります

2014年　（社）宮城県警備業
協会　功労表彰
2016年　優秀安全運転事業
所　銀賞

募集担当部長

千葉 優子

〒980-0802　仙台市青葉区二日町17-18
TEL：022-221-4131　FAX：022-227-2165

代表取締役社長　池田 克義 氏 資本金   2,000万円 創業・設立   1974年

その他サービス業［仙台市青葉区］

質の高い警備で、暮らしに安
心を届けます

常駐警備、機械警備、交通警備、身辺警備、
保安警備、貴重品運搬警備、イベント警備、ホー
ムセキュリティーなど、あらゆる警備を提供する「ワー
ルド警備保障株式会社」。なかでも最も力を入れて
いるのは常駐警備で、社員の約55％があたってい
ます。ホテルや工場、オフィスのほか、宮城県美
術館などの施設も警備します。施設では来客に威
圧感を与えず、万一の場合にも即座に対応できるよ
うに、警備員の立ち位置や目線にも気を配っていま
す。

制服の腰元の、ひと際目を引くオレンジ色のポー
チ。中には、人工呼吸時に使うフェイスシールドとい
うマスクが入っています。人命救助の訓練を半年
に一度受けたうえで、いつでも使えるよう身に付け
ているのです。
「人々の生命・身体・財産を守りたい」。社員に

共通するこの一心で、今日も市民の暮らしに安心と
安全を届けています。

目指すは、多様性の活用
男性のイメージが強い警備業ですが、女性も数

多く活躍しているのがワールド警備保障の特徴で
す。この背景には、女性だからこその強みを生か
そうという思いがあります。例えば美術館などの文
教施設では、警備員の存在は来客に威圧感を与
えがち。しかし警備員が女性ならば、それを軽減
することができます。現在、全社員320名のうち46
名、そして幹部10名のうち２名が女性で、女性の
活躍が順調に数字にも表れてきています。「男女の
強みを生かした、多様性のある会社」。社員一同
で思い描くビジョンです。また、警備業に関連する
事業を拡大することも目標です。その１つが、映像
監視カメラの活用。現地に設置したカメラが異常を
感知すると、本社に控えている司令員がマイクを通
して警告を発する仕組みです。犯罪や事件が起こ
るのを未然に食い止めることができます。

HP
http://www.wsp-jp.com

代表者
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安心感を得られることが
地元就職最大の魅力です。

―若手社員に聞く、就職の動機は？
前川　社員十数人、大工 15 人ほどの
工務店に勤めていて、お客様の要望や
予算に合わせて家を建てています。幼
いころから「大工」に憧れて、建築学
科のある東北工大に進学し、現在は設
計を担当しています。大学３年の時に
社長が企画する「大工塾」に参加した
のが会社との出会いでした。
菅野　私は実家でもある製麺会社に

勤めています。大学卒業後、別の食
品会社で７年間営業の修行をして戻っ
てきました。今の会社は社員が 40 人
ほどですが、前の会社は従業員が 200
名弱と今の 5 倍以上。企業規模の違
いによる働き方の差異も体感していま
す。
早坂　本業の印刷を基軸に、そこにま
つわるサポートをする連携推進室とい
う部署に籍を置いています。もともと
書いたり読んだりするのが好きで、そ
れができる業界にと思い、印刷会社を
選んだんです。

―地元就職、地元企業の魅力は？
前川　働く仲間の距離の近さですか
ね。大手のハウスメーカーでは、営業、
設計、職人と別れていますが、今の会
社は異動しながらなんでもこなす。営
業も専門職はいないので、ある意味全
員営業ですね。家づくりの全工程を体
験できるのは、スキルアップにもなり
ますし、やりがいも大きいです。
早坂　私が勤めている会社は 37 人ほ

どの社員が仕切りのないワンフロアで
働いていて、役員から新入社員まで毎
日顔を合わせて仕事しています。何か
あればすぐに集まって、その場で打ち
合わせしたりと、少人数の地元企業な
らではの小回りが利くのがいいところで
すね。
菅野　40 人ほどの社員で顔と名前が一
致しない人がいないですし、何かあっ
たとき、すぐに適任者が浮かぶ安心感
は大きいですよね。前の職場では、全
国に工場があったこともあり、在籍７年
間で一度も顔を合わせていない人がた
くさんいました。
早坂　大崎市鳴子町の出身なので、学
生時代は都会への憧れもありましたが、
仙台ならばそこも満たせると思いまし
た。実家にも近くて安心ですし、職場
を離れたとき、幼馴染みなどが近くに
いるというのもうれしい。特に女性の場
合は、多くの人が地元やその近隣に残っ
ていますよ。
平田　就活中の友達 3 人に LINE で聞
いてみたら、女性にとって身近に頼れ
る人がいるというのが地元の強みだと
言っていました。仕事でストレスを感じ
た時に頼れる人がいるのは大きいです
よね。
菅野　他にも「通勤ストレスが小さい」
という利点がありますね。都会暮らし
を経験したからこそよく分かりました。
こちらで電車が混雑することがたまに
あっても、東京に比べれば「まだまだ
乗れますよね」って感じ。道路の渋滞

もかわいいもんですよ。

自分のやりたい仕事を追い求め
れば、地元でも最高の職場が見
つかるはずです。

―学生記者に聞く、取材で感じたことは？
平田　この２年間で 14 社の取材に関わ
りましたが、知らなかった企業、知らな
かった働き方を知ることができた経験
は本当に大きいですね。生活者や消費
者として、普段見えている企業の姿は
ごく一部で、裏方や黒子といった存在
が欠かせないことが分かったのも、大
きな学びです。また、ものおじせずに
質問ができるようになるなど、自分の就
活にも役立つという確信もあります。
石澤　２年間で 19 社に取材に行きまし
た。大学に通っているだけでは決して
知ることのできない世界を学べたとい
う手ごたえがあります。自分の仕事に
誇りを持ち、「地元を何とかしたい！」
と意識を持って働いている人が多いこ
とに驚くと同時に、これは中央にはない
魅力、可能性だと感じました。取材と
就活の面接は通じるものがあって、質
問する力、話を聞く力、メモを取る力
などが確実に上がり、就活の戦力にな
りました。
田村　僕は就職活動を終えた今年から
学生記者になったのですが、就活時と
違い、企業の方と対等な立場で話をす
ることができました。納得することが多
く、自分を成長させることもでき、やっ

てよかったと思っています。

―就活に挑む学生に一言
菅野　WISE のサイトを見て、地元に
こんな会社があって、こんなことをやっ
ているんだとあらためて気付かされ、
勉強になりました。自分が就職する時
期に WISE があったら、面白い地元企
業が見つかって、別の進路になってい
たかもと思いますね。
前川　就活では自分のやりたいことを
優先してほしいと思います。僕の場合、
人の記憶にではなく、形として残るも
のを作りたいという気持ちがありまし
た。今の職場の、お客様とのつながり
が近く、直接会って「ありがとう」と言っ
てもらえる規模感も気に入っています。
なかには、給料などで決める人もいる
と思いますが、僕は「やりたいこと」を
貫いてよかったと思っています。
菅野　前川さんの言う通り。やりたい
ことをやれるのが一番ですね。やりた
いことでお金が稼げれば喜びは大きい。

「好きこそものの上手なれ」ではないが、
興味があればしっかり力が付くものだ
と思います。
早坂　私も基本的に同感ですが、「向い
ているか」ということも大切ではないか
と思います。1 日のほとんどを会社で過
ごすのですから、向いてないと思うこと
を何時間も続けることは辛いですよね。
自分の資質に合った仕事であればなお
幸せですね。

若手社員＆学生記者の目
ホントのところ地元就職ってどうなのよ！？　
地元企業に勤める若手社員３人と地元企業取材に駆け回った学生記者３人が、
地元就職をテーマに本音トークを繰り広げた。

若手社員　前川 智弘さん
栗駒建業（仙台市泉区）設計部（入社２年目）

学生記者　平田 真莉子さん
東北学院大学経済学部 3 年

学生記者　田村 崇明さん
東北大学経済学部 4 年（電力会社内定）

若手社員　早坂 美優紀さん
ハリウコミュニケーションズ（仙台市若林区）
連携推進室　（入社４年目）

若手社員　菅野 裕隆さん
菅野食品（宮城県涌谷町）営業課長（入社 2 年目）

学生記者　石澤 脩さん
東北大学法学部 4 年（通信会社内定）

司会進行：大泉 大介
河北新報社防災・教育室記者兼論説委員
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掲載ページ

遠藤 優佳
尚絅学院大学
総合人間科学部
表現文化学科　1年

「自分にこのようなことができるのか？」そんな自信のない気持ちから始まった「WISE」の活動。
先生に勧められたものの、取材経験は一切なく、ましてや文章を書くことが苦手な私にとって、初
めは不安しかありませんでした。そのような気持ちを変えて下さったのは、この活動を通して出会
えた同じ学生仲間、取材先の企業様、そしてデスクの皆様です。時間が経つにつれ、自然と消えて
いった不安な気持ち。けれども、不安を消し去るほど多くのことを吸収したため、正直に言うとそ
の中で何が一番だったのか、今の自分にはわからない部分もあります。ですが、今は分からなくて
も今後の大学生活で活かせる点は幾つもあると確信しています。そして、将来に生かせるというこ
とも。今日まで平凡に生活してきた私にとって、仙台の中小企業の「魅力」を自分なりの視点で見
出し、学生のために原稿を作成することが、どれほど新鮮なことであるか身を持って感じることが
できました。

P24（株式会社 クロールアップ）,P62（東北自動車共済協同組合）

掲載ページ

氏家 由希子
山形大学
地域教育文化学部
地域教育文化学科　3年

多くの人が経験する就職活動。学生は「就活」によって自身を見つめ、社会に出る準備をし、学
校外の社会と自分の接点を広げていくのだととらえています。いざ取り組んだWISE記者としての
取材は、活動そのものが「就活」のように感じられました。取材を通じて地元企業の魅力を知るこ
とは同時に、企業がある地元について再認識することになります。自分は将来どこで、どのように
働いて生きていくのかと生き方を考える機会になりました。この足で取材に行き、働く人の生の声
をキャッチする。受け取った思いを記事に託して発信したことは、すでに一歩、社会に出ていたこ
とになるのかもしれません。お世話になった企業の方々を始め、様々な社会人と接点を持ちました。
教員養成課程で学び、教員採用試験という「就活」の選択肢も見えている私にとって、学校外の社
会と繋がる貴重な経験だったことは言うまでもありません。読者の皆さんにとっても、社会との接
点を広げるきっかけになったら幸いです。

P46（仙台中央青果卸売 株式会社）,P100（ワールド警備保障 株式会社）

掲載ページ

石森 真結
仙台白百合女子大学
人間学部
人間発達学科　4年

WISEに参加したきっかけは、大学教授から「やってみないか」の一言でした。猪突猛進型の私
はすぐさま応募してWISEの一員になったのですが、学生記者として活動が始まると心したときに、
大学４年生として奮闘中の卒論やゼミ企画に支障が出ないだろうか、育児がぞんざいになってしま
うのではないかなどの葛藤が生じていました。そのため当初は活動に専念できる自信がなく弱気で
した。しかし、先輩記者の取材に同行させてもらう機会を重ねていくうちに不安な気持ちは次第と「取
材するぞ！」という意欲に変わったのです。サブ取材を通して、WISEの取材活動の意義深さを体感
したからだと思います。今では１社の主筆を務めるという目標を達成しています。学生記者として
地域貢献するようになってからは「一期一会」の心を大切にするようになりました。これは初主筆
取材で培ったものでもあります。この他にも取材中に得た教訓はたくさんありますが、これから社
会に出る私たちに役立つものばかりでした。

P40（株式会社 ストロベリーコーンズ）,P54（有限会社 高橋写真製版）,P90（株式会社 福祉旅行社）

掲載ページ

石澤 脩
東北大学
法学部
法学科　4年

昨年度に引き続いての参加となりました。今年度、自分は「積極的に他の学生記者の取材に同行
しよう」との意識で活動に取り組みました。理由は「より偶然に身をさらしたい。豊かな取材経験
を得たい」と思ったからです。取材先を選ぶのは主筆の学生であり、同行者の自分ではありません。
しかしそれゆえに幅広い業種について、当初予期していなかった発見を得ることができました。馴
染みのなかった、しかし魅力あふれる各業界について「下調べ→取材→振り返り」を通して知識を
深めていったプロセスは、とても楽しく感じられました。春に就職した後は法人営業として様々な
団体のお客さまと接するかもしれないのですが、そんな自分の未来にとってWISEでの活動はとて
も価値のある経験だったと思います。取材を通して知った様々な仕事の醍醐味や先輩方の職業観を
記憶に刻み、来年度からの社会人生活に臨みたいと思います。最後にWISEの活動で関わったすべ
ての方に感謝します。ありがとうございました。

P8（アクト・セン 株式会社）,P14（株式会社 奥羽木工所）,P16（株式会社 鐘崎）,P18（株式会社 カネサ藤原屋）,
P20（株式会社 金華工業商会）,P34（ジャパンインシュアランス 株式会社）,P42（株式会社 スマートメディア）,
P58（株式会社 ティー・エス・シー）,P60（株式会社 デジタルトラスト）,P70（株式会社 ナナイロ）,
P76（株式会社 早坂サイクル商会）,P88（株式会社 百戦錬磨）

掲載ページ

阿部 寛史
東北学院大学
教養学部
人間科学科　3年

WISE第一期に引き続きこの活動に参加させていただきました。今回は就活が目前に迫った状態
での参加だったので、社会に出て働くということについて自分が疑問に思っていることや気になっ
ていることを社会人の方々に直接お伺いできるこのような機会は、とても貴重な経験になりました。
様々なジャンルの企業の方のお話を聞けたり、その会社のトップの方の意見や考えを直に聞くこと
ができたりするWISEの活動は、大きな経験値になるのはもちろんのこと、まだ自分の働きたい業
種がはっきり定まっていない就活生にとってもプラスになると思います。

また、WISEでできた「人との繋がり」もこの活動から得た大きな財産のひとつです。特にWISE
で色々な業種に触れ、その後就活を乗り越えた４年生の先輩方のお話は、学校やセミナーではなか
なか聞けない貴重な内容が多くとてもためになります。

この活動で得た経験と知識を生かして、就活を乗り越えていきたいと思います。

P38（株式会社 スカイパレスアソシエイツ）,P44（株式会社 清月記）,P82（株式会社 半田屋）,
P92（株式会社 ホテル佐勘）,P96（陽光ビルサービス 株式会社）,P98（株式会社 鷹泉閣岩松旅館）

掲載ページ

安達 琴乃
東北大学
文学部
人文社会学科　2年

前回のWISEの活動で取材を受けた叔母からの紹介で、このプロジェクトに興味を持ちました。
元々、マスメディアの仕事に関心があったため、このインターンが就職活動や自身のスキルアップ
につながるのではないかと思い、参加を決意しました。私はインターンそのものが初めての経験だっ
たため、説明会や顔合わせに行くだけでもとても不安がありました。しかし、今となってはあの時、
勇気をだして一歩を踏み出すことができよかったと思っています。

WISEの記者活動で、「自分の思いを人に伝えることがいかに難しいのか」を特に強く感じました。
企業へのアポ取りや取材、執筆、そのすべてで説明力が問われます。今回、失敗を重ねることで身
をもってそのことを学びました。短い間で吸収できたことを、今後の活動につなげていきたいと思
います。

最後に、デスクの皆さまや、同じ班で活動させていただいた阿部さん、平田さん、庄子さん、慣
れない私をたくさんフォローしていただき、本当にありがとうございました。

P38（株式会社 スカイパレスアソシエイツ）,P44（株式会社 清月記）,P52（株式会社 ダイイチ）,
P70（株式会社 ナナイロ）,P74（株式会社 バイタルケア）,P82（株式会社 半田屋）,P92（株式会社 ホテル佐勘）
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掲載ページ

菅野 歩美
東北福祉大学
総合福祉学部
社会福祉学科　3年

私がWISEの活動に参加したのは取材や記事執筆、情報発信という一連のプロセスを通じて「伝
える力」を身に着けたいと思ったからです。活動を知るきっかけとなったのは、大学３年の夏に参
加した河北新報社の記者インターンシップです。約２週間の活動で「取材先の方の言葉を要約して
第三者に伝える」ということの難しさを痛感しました。「もっと的確に、分かりやすく言葉を伝えら
れるようになりたい」。素直な思いに突き動かされ、インターンシップ終了後にWISEでの活動を始
めました。

取材を行う中では、多くの出会いに恵まれ、頂いた言葉の一つひとつに皆様の志の高さを感じま
した。「この企業ってこんなに魅力に溢れていたのか！」という私自身の発見や感動を、記事を読む
方にも伝えられたらと思います。

この冊子が一人でも多くの大学生に届き、新たな気づきや学びの習得に繋がれば幸いです。
最後に、活動をするにあたりご支援、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

P30（コスモスケア 株式会社）,P80（株式会社 パンセ）

掲載ページ

川口 御生
山形大学
人文学部
法経政策学科　4年

WISEの活動に参加するのは二回目でしたが、昨年と同様に楽しく活動することができました。ど
れ一つとっても同じ取材はなく、1社取材を終えるごとに発見がありました。

私が二年間を通して大切だと感じたのは、知らないことを「知ろう」と努力することです。
知らないことをそのままにしておくのではなく、自分なりに仮説を立てて調べてみる。その過程

が大切だと感じました。私はWISEに参加するまで「働く」ことについて具体的にイメージするこ
とができませんでした。就職関係の本を読んでも理論ばかりが先行して実態が伴っていませんでし
たが、WISEにお誘いを頂き実際に取材をすることで、働く現場を見ることができ理解につながりま
した。これからもWISEで得た物事に取り組む姿勢や知識を糧に、本番の社会人生活を頑張ってい
きたいと思います。

最後に、取材を受けてくださった企業の皆さまをはじめ、関わってくださった沢山の方々に感謝
の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

P6（青葉化成 株式会社 泉開発研究所）,P22（有限会社 栗駒建業）,P26（株式会社 ここみケア）,
P72（株式会社 にしき食品）,P84（東日本コンクリート 株式会社）,P86（ビジネス教育訓練所 株式会社）

掲載ページ

加藤 里香
宮城学院女子大学
学芸学部
心理行動科学科　3年

前年度に引き続き、活動に参加できたことをとても嬉しく感じています。WISEの活動に取り組ん
だことで、情報を発信する側でありながらも、地元にどんな企業があり、どんな仕事をしているの
かを知る良い経験をすることができました。これまでを振り返って真っ先に浮かぶことは、取材さ
せていただいた企業様が共通して「地域愛」に溢れていたと実感できたということです。関わり方
や方法などの形は違えども、地域に根差した活動にとても熱心に励んでいらっしゃる様子が、お話
を伺いながら伝わってきました。地域をより活性化させようという取り組みは、地元企業ならでは
の魅力だと感じます。東京で就職を志す大学生が多くいる中、WISEという情報発信プロジェクトが、
地元企業でなければ経験できない”やりがい”や”出会い”に目を向けるきっかけになることを、お祈
り申し上げます。

P54（有限会社 高橋写真製版）,P64（東北テレメディア開発 株式会社）,
P66（東洋ワークセキュリティ 株式会社）,P72（株式会社 にしき食品）,P96（陽光ビルサービス 株式会社）

掲載ページ

奥津 晴香
宮城学院女子大学
学芸学部
発達臨床学科　3年

私がこのプロジェクトを知ったとき大学ではちょうど就活セミナーが始まり、本格的に進路をど
うするか考え始めた頃でした。大学で学んでいる分野に限らずもっと違う世界も見てみたいという
思いと同時に、今の自分を変えたいと考え参加させていただきました。

私は疑問に思ったことを自分から聞くということがとても苦手でした。しかし取材を進めていく
上で疑問に思ったことを聞き流してしまっては何を伝えたいのか明確になりません。そのため取材
する企業について調べ、その中で何を聞きたいのかどんな疑問を持ったのか整理をして取材に臨み
ました。はじめはとても緊張してしまい反省することが多くありましたが、どこが悪かったのか次
はどうするべきなのか振り返り、次に生かすことができました。今回WISEに参加したことで自分
の短所を少しですが改善するきっかけになったように感じます。またこれから始まる就活に向けて
自分にとってプラスになる学びが多くあったと改めて振り返ります。

P26（株式会社 ここみケア）,P52（株式会社 ダイイチ）

奥田 しおり
仙台白百合女子大学
人間学部
人間発達学科　4年

WISEを通して学んだ事は沢山ありますが、その中でもスケジュール管理と仙台の魅力を知る事が
出来た事です。タイトなスケジュールの中で、取材の依頼をする事は、「時間の使い方」が重要になっ
てくるのだと学ぶことができました。社会で働いている方に関わる機会が持てた経験は、私にとっ
てとても貴重だったと感じています。そして、仙台の魅力を更に知ることができたことです。私は
仙台で生まれ育ちました。WISEのプロジェクトに参加した事で、今まで知らなかった企業に出会え
たことで、更に仙台への愛着が増しました。これからは、社会人としてWISEで得た経験を活かせ
るように頑張りたいと思います。

最後に、皆様お世話になりました。そして本当にありがとうございました。

掲載ページ

太田 佳奈
東北福祉大学
総合マネジメント学部
産業福祉マネジメント学科　
3年

「記者」という立ち位置にたち、企業と学生の間に立つことはとても難しい一年でした。私にとっ
て、文章を書くということは好きな作業でしたが、人から人へ伝えるということは未知の世界でした。
今年度プロジェクトに参加し、大きな壁に何度かぶつかることがありました。どんな質問から、ど
んな答えが出てくるのか、どんな話し方をしたら相手は話してくれるだろうか・・・自分の頭の中
やわかりきっていることを相手に伝え、文章として書き起こし、何通りにも受け取る人々へ何をど
う伝えたら良いのか、自分ばかりわかりきったことになっているのではないかとても不安になるこ
ともありました。不安なことはデスクの皆様のサポートで少しずつ解消されていき、とても感謝し
ています。これまでは受けとることが多い生活でしたがこれからは、自分自身が発信できる人となり、
また、デスクの皆様のように受け止め、手を差し伸べられる社会人になりたいと思います。

P12（株式会社 いたがき）,P80（株式会社 パンセ）,P90（株式会社 福祉旅行社）
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掲載ページ

田村 崇明
東北大学
経済学部
経済学科　4年

WISEに参加したのは、来年から社会人となる上で、自分にとって身近ではない業界の方のお話を
聞きたかったためです。４年の春に経験した就職活動では、企業の方のお話を直接聞くことで、仕
事のイメージが幾度となく覆されました。そこで感じたのは、ウェブの情報だけでは得られない「生
きた情報の大切さ」です。もっと色々な業界のことを知ってみたいと考え、学生記者としての活動
をはじめました。

活動をしていく上で気づいたことがあります。「企業の代表の方が抱いている理念は、どんな業界
であってもおおよそ一貫している」ということです。実際にやっている仕事は違えど、「自分たちの
パフォーマンスを最適化し、お客様へ最高の財やサービスを提供する」という姿勢はどの企業でも
共通していました。この点に気づいてからは、企業の方に親近感を覚え、相手の懐に入り込んで聞
くことができました。

この活動に携わった全ての方、ありがとうございました。

P18（株式会社 カネサ藤原屋）,P28（株式会社 ココロ・コーポレーション）,P48（仙台冷藏倉庫 株式会社）,
P78（株式会社 パラマウント）,P84（東日本コンクリート 株式会社）

掲載ページ

高橋 夏海
東北福祉大学
総合福祉学部
社会福祉学科　4年

WISEの活動を通して、計画性の大切さを感じました。大学4年生になり、就職活動やアルバイト、
卒業論文の活動を平行して同時にこなさなければいけません。私は計画的に物事を進めるのがとて
も苦手です。WISEの活動を引き受けたはいいものの、他の予定とうまく調整することができず、と
ても苦労しました。期限を過ぎての提出は周りの編集部の方や取材を受けてくださった企業の方に
迷惑をかけてしまいます。スケジュール管理を徹底することを学べた活動でもありました。

取材の中では、居酒屋を経営している企業を取材しましたが、地元の方々に愛されるようなお店
にするために、小さなことや、手間のかかることでも惜しまず、努力を続けてきている姿を見るこ
とができました。これは自ら企業に足を運んで、自分の目で見て、自分の耳で聞いて初めてわかっ
たことです。仙台の中小企業のことについて、深く知り、経営者の方とつながることできる貴重な
経験になりました。WISEに参加して本当によかったです。

P12（株式会社 いたがき）,P28（株式会社 ココロ・コーポレーション）

掲載ページ

庄子 貴博
尚絅学院大学
総合人間科学部
現代社会学科　1年

WISEの活動を始めて、仙台で生まれ育った私にも知らない、魅力にあふれた企業が多くあること
を知ることができました。そこで、きっと私のように地域に力を尽くしている企業を知らない人が
他にもいるのではないかと思いました。そんな人たちと企業を繋ぐ活動ができることを大変うれし
く思った反面、強い使命感を持ちました。

活動中は常に就職情報誌の記者としての責任を感じていました。この冊子を手に取る方々に有益
な記事を書かなくてはいけないと思ったからです。読み手にとって本当に必要とされている情報を
発信できているのか、誤った表現によって誤解を与えていないか、企業の真意を伝えられているのか、
不安は尽きませんでした。しかし振り返ってみると貴重な体験と、かけがえのない出会いの連続で、
大きく成長できた活動でした。

短い期間の活動でしたが得るものが多く、とても有意義な時間でした。快く取材を受けてくださっ
た企業のみなさまに感謝申し上げます。ありがとうございました。

P16（株式会社 鐘崎）,P20（株式会社 金華工業商会）

掲載ページ

佐藤 佳奈
宮城学院女子大学
学芸学部
国際文化学科　2年

就職活動する学生に役立てるような、地元企業を学生記者として取材し情報誌を手掛けるプロジェ
クトがあるということで興味を持ち、今回飛び込んでみました。私が執筆を担当したのは、デザイ
ンやものづくりを仕事とする企業で、取材がとても楽しかったのを覚えています。仙台に限らない
事業の展開幅に驚いたのと、代表者の野心が見えたいへん頼もしいなと感じました。地元中小企業
に就職することのメリットとして、地元ならではの働きやすさと一個人として社会への貢献のしが
いがあるのではないかと、取材を通して感じられました。大学生活を送る中でこのプロジェクトに
参加してみて、自分にとって新たなチャレンジの場であって学ぶことも多く、普段の大学生活では
培われないことも多く有意義な時間となりましたし、いろいろな人との関わりで刺激をたくさんも
らいました。WISEの活動を今の時期に経験して、これからの大学生活の糧となればなと思いました。

P10（株式会社 AZOTH）,P24（株式会社 クロールアップ）,P30（コスモスケア 株式会社）,
P32（佐藤製線販売 株式会社）,P52（株式会社 ダイイチ）,P68（常盤化工 株式会社）

掲載ページ

佐藤 永理
宮城学院女子大学
学芸学部
心理行動科学科　3年

私は、大学祭実行委員で広報の仕事をしており、パンフレット作成、SNSやラジオでの宣伝、広
告協賛企業の開拓なども行っていました。マニュアルも教えてくれる先生もいませんでしたが、自
分なりに活動していました。しかし、うまく表現できずに誤解を招いてしまったり、仕事に追われ
て早く作業としてやりきることが一番になっていたりしたこともありました。そんなとき、WISEの
活動に出会いました。「伝える」ということを一番シンプルに体現している取材活動は、新鮮であり、
どうしたら相手に伝わるだろうかと考えるきっかけになりました。取材の際、相手の話を引き出す
話し方や、瞬時に言葉を自分の頭で理解する難しさを実感しました。わかりやすく伝えられるよう
になるためには、相手の言葉を聞くことの訓練をしなければいけないのだなと思いました。不慣れ
なことばかりで戸惑いもありましたが、今回の活動のフォローをしてくださった皆さんに感謝して
おります。本当にありがとうございました。

P14（株式会社 奥羽木工所）,P22（有限会社 栗駒建業）,P50（株式会社 ソノベ）

掲載ページ

越田 健介
東北大学
文学部
人文社会学科　2年

仕事に対する「熱意」——。インタビューをさせていただいたみなさんの声からひしひしと伝わ
りました。「いたがき」さんでは、板垣社長の「おいしい果物をお客さまに届けたい」という思いが、
ご自身の働きぶりや社員さんとの思い出話から溢れ、店内の色とりどりな明るさやおいしいスイー
ツに表れていました。「丸木医科器械」さんでは、渡辺社長をはじめインタビューを担当していただ
いた社員のみなさんが「患者さんを支える一人として」という自覚をもち、お話を聞いている途中
でも連絡があれば即座に対応なさる姿を間近に見ました。私はみなさんの「熱意」にふれ、私もみ
なさんの声をしっかり届けようという「熱意」をもってWISEの原稿を書きました。原稿がうまく
まとまらず、幾度となく原稿に向かう手が止まることも。けれど、それをいちばんに励ましてくれ
たのは、デスクのみなさんの「熱意」でした。繋がりが生まれただけでなく、みなさんの「熱意」
の中で自身も燃えた数カ月でした。

P12（株式会社 いたがき）,P40（株式会社 ストロベリーコーンズ）,P90（株式会社 福祉旅行社）,
P94（丸木医科器械 株式会社）
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掲載ページ

本間 翔
東北学院大学
経済学部
経済学科　4年

人に何かを伝えることは難しいです。Wi-Fiの環境が整っていなければ、生きている心地がしない
時代。私たちは好きなタイミングで、自らの考えを世界へ発信することができます。それが立派な
情報の伝達であると思っていた私は学生記者として苦しみました。

取材の成果をすべて盛り込んだ記事がいい記事ではありません。何を伝えたいかを常に考え、情
報の取捨選択を繰り返す必要があることを学びました。企業も私も伝えたいことは山ほどあります
が、字数の制約や原稿の締め切りがあります。学生記者の活動には社会人になった時に生きるであ
ろう経験が詰まっていました。

仙台市の学生は恵まれていると思います。簡単に言うと、WISEがあるからです。かつて私は学
生記者という言葉に対して、エセ新聞記者のような印象を持っていました。その考えは誤りでした。
真似事という要素はどこにもありません。WISEの輪が大きく広がり、仙台市の中小企業のさらなる
発展につながることを強く願っています。

P14（株式会社 奥羽木工所）,P48（仙台冷藏倉庫 株式会社）,P78（株式会社 パラマウント）

掲載ページ

堀井 良樹
東北大学
経済学部
経済学科　3年

私は以前に新聞社でのインターンシップを経験して以来、すっかり記者の魅力に取りつかれまし
た。WISEの活動を始めたのも「学生記者の活動を続けたい」という思いからです。記者は名刺一枚
で誰にでも、どこへでも話を聞きに行くことができます。普通に大学生活を送っていては、企業の
経営者の方と直接話す機会はなかなか無いでしょう。「いろいろな人と繋がり、自分の視野を広げら
れる」これが記者の面白さなのではないかと思います。

一方で、アポ取りがスムーズにいかなかったり、執筆の際に言いたいことを上手く表現できなかっ
たりと大変な面も多々ありました。しかし、様々な苦労を乗り越えたからこそ、完成したときの達
成感がより大きくなるのだと思います。最後までやり遂げたことに自信を持ち、WISEで得た経験を
これからに活かしていきたいです。

最後に、支えてくださった班のメンバー、デスクの皆さま、そして取材に応じてくださった企業
の皆さま、本当にありがとうございました。

P8（アクト・セン 株式会社）,P16（株式会社 鐘崎）,P18（株式会社 カネサ藤原屋）,
P58（株式会社 ティー・エス・シー）,P76（株式会社 早坂サイクル商会）,P80（株式会社 パンセ）

掲載ページ

平田 真莉子
東北学院大学
経済学部
経済学科　3年

WISEの活動は、大学３年の私にとって就職活動とつながっていたように思います。
就活を目前にし焦りや不安ばかりが募っていた中で、企業の社長や人事の方から直接お話を伺え

たことは大きなヒントを得るきっかけになりました。「ここってどうなのだろう」と、疑問に思った
ことをその場で質問することでモヤっとしていた気持ちが溶け、実際に働く人の姿を以前より頭に
描けるようになりました。

記事の作成では、昨年度のWISE参加時よりも楽しみながらキーボードを打ち込めました。頭を
抱える時間が少なかったわけではありませんが、その一方で、デスクのレクチャーを受け表現を変
えてみたり、文章の順番を変えてみたり。前よりも思い浮かぶ表現が増え、ワクワクしながら原稿
を考える時間もありました。

今後は本誌の活動で見聞きしたことをよく思い返しながら進路を判断しつつ、鍛えた「伝える力」
を武器に、気負いし過ぎずも着実に、卒業・就職に向け一歩ずつ挑んで行きたいと思います。

P10（株式会社 AZOTH）,P38（株式会社 スカイパレスアソシエイツ）,P44（株式会社 清月記）,
P52（株式会社 ダイイチ）,P74（株式会社 バイタルケア）,P82（株式会社 半田屋）,
P92（株式会社 ホテル佐勘）,P96（陽光ビルサービス 株式会社）

掲載ページ

野間 早百合
東北大学
法学部
法学科　4年

都会での就職を希望している友人に理由を尋ねてみると、「地方は何事も諦めている感じがある」
という言葉が返ってきました。この返答に対して私が率直に感じたのは、「世の中は、自分を映す鏡
じゃないのかな」ということでした。この人は私のことを好きではないな、と感じるとき、自分の
中にも、その人を疑ったり警戒したりする気持ちが存在しているものです。ある地域やそこに生き
る人に諦めを感じるのは、もしかしたら、その地域で生き生きと働く自分を諦めてしまっているか
らではないでしょうか。できない、やりたくない、とネガティブな気持ちでいるとき、物事の欠点
やマイナスポイントばかりが目につきます。「悲観主義は意思に属し、楽観主義は理性に属する」。
フランスの哲学者アランが『幸福論』で述べている言葉です。地方で何をして、どんなふうに生き
ることができるのか。WISEの活動を通して何度も考えさせられました。機会を与えてくださった関
係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

P26（株式会社 ここみケア）,P100（ワールド警備保障 株式会社）

掲載ページ

中山 結衣
宮城学院女子大学
学芸学部
英文学科　3年

私がWISEの活動に参加しようと思ったきっかけは、学校での説明会でした。とても大変そうだ
という印象でしたが、だからこそ挑戦してみようと思えました。実際に活動してみて、社長に直接
取材を行ったり、原稿を作成したりと、初めてのことばかりで不安や緊張もありましたが、何とか
乗り越えることが出来たので良かったです。活動を通して特に難しいと感じたのは、目上の人への
言葉遣いとコミュニケーションの取り方です。取材する方の中には、積極的に応えてくれた方もい
れば、無言の時間が多かった方もいて、その場に応じた対応が求められることが大変でした。より
スムーズに取材を行うためにも、徹底した下準備が必要だと痛感しました。原稿に関しては、日に
ちが経てば経つほど当時の雰囲気や気付きを忘れていってしまうので、取材を終えたらその日のう
ちに書くべきだと思いました。苦労することも多かったですが、度胸やスキルが身についたのでこ
の活動に携われて良かったです。

P16（株式会社 鐘崎）,P42（株式会社 スマートメディア）,P76（株式会社 早坂サイクル商会）,
P98（株式会社 鷹泉閣岩松旅館）

掲載ページ

徳水 璃都
東北学院大学
法学部
法律学科　4年

WISEプロジェクトに参加するのは、昨年に続き二度目になります。就職活動を経ての取材は、前
回とはまた違った視点で臨むことができ、とても刺激になりました。実際に就職活動を経験し、地
元企業の情報が少ないことを実感しました。社長様のお話を聞くと、どの企業も地域に愛着を持ち、
夢のあるビジョンを持っていることが窺えます。しかし実際に就職活動を経験すると、金融機関以
外の地元企業の情報が見えにくいことを実感しました。ただ就職活動をしているだけではわからな
い地元企業の魅力を、このWISEプロジェクトにより、多くの学生さんに知って頂ければと思います。
私も来春から市内の企業で働くことになります。社会人になってからも、WISEを通じてできたつな
がりを大切に、違った形で"地域"に貢献していきたいと思います。

P26（株式会社 ここみケア）,P54（有限会社 高橋写真製版）,P64（東北テレメディア開発 株式会社）
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掲載ページ

山田 峻一
仙台大学
体育学部
スポーツ情報マスメディア
学科　3年

私は、大学の授業でこの「WISE」という地元就職情報誌のことを知りました。同じ学科の先輩か
ら「山田君、こういうの好きだよね？やってみない？」と誘われて、こういう機会はないと思った
ので参加しようと決めました。最初は、アポ取りも質問項目も日程調整も自分で考えて取材、イン
タビューをしないといけないという話を聞いて不安でした。しかし、WISE一期生の方々のアドバイ
スや的確なサポートをしてくださったおかげで、詰まった所はあったのですが、トラブルなく取材
をする事ができたので良かったです。原稿もメモやボイスレコーダーを使いながら作成しましたが、
文章の書き方、誰目線で書くのか、文章の置き換えなど何回も訂正をしたのでとても難しかったで
す。それでも、めったに会うことが出来ない企業の社長さんや社員の方たちに取材することができて、
毎回緊張はしましたがとてもいい経験になりましたし、勉強になりました。本当にありがとうござ
いました。

P10（株式会社 AZOTH）,P30（コスモスケア 株式会社）,
P36（株式会社 ジャムコエアロマニュファクチャリング）,P64（東北テレメディア開発 株式会社）,
P94（丸木医科器械 株式会社）

掲載ページ

三好 桃子
東北大学
文学部
人文社会学科　4年

今回は、自分自身の就職活動を経ての参加でした。就職活動において感じたのは、働くことのイメー
ジを持つ難しさです。入りたい会社の選考にいざ挑むというとき、語る言葉に説得力を持たせるた
めには、働くビジョンを自分なりに持つことが必要です。会社を訪問したり、興味のある業界で働
いている人に話を聞きに行ったりすることはとても大切なことですが、全て自分だけで行うのは勇
気のいることです。そしてそうしたことを、取材という名の下にやらせてもらえるのが、WISEだと
思います。若手社員の方には、年が近いからこそ質問しやすいことがあり、また自分の働く上での
参考にしやすいお話が聞けます。経営者の方のお話からは、例えばどういう会社の価値観のもとで
自分が働きたいのか考えるきっかけや、より大きなスケールで「働く」ということを考えるヒント
を得ました。会社の異なる立場の方に、自分のしたい質問ができることが、この活動のすごいとこ
ろだと実感しています。

P46（仙台中央青果卸売 株式会社）,P50（株式会社 ソノベ）,P60（株式会社 デジタルトラスト）,
P70（株式会社 ナナイロ）,P88（株式会社 百戦錬磨）

掲載ページ

三澤 奈穗
東北学院大学
教養学部
地域構想学科　3年

もともと別のインターンシップで学生記者の活動を経験したことがあり、その際に紹介していた
だいたのがWISEの活動でした。

企業様と連絡をとり、取材でお話を伺うこと。より良い記事になるように、何日間も内容を練り
ながら執筆すること。そして、これらのことを大学に通いながらこなしていくこと。最初のうちは
楽しみながらできていましたが、途中からは段々と余裕がなくなり苦しいことばかりでした。心が
折れかけたことも多々ありましたが、無事に記事を完成することができ、一安心しています。また、

「就職」に対して情報発信の形で向き合うとは思いもしませんでした。このような大変貴重な場に参
加できたことで、自己の内面を精神的に鍛えられ、成長することができたと思います。

取材にご協力いただいた企業様、同行者としてサポートしてくれた学生記者の方々、そしてWISE
の企画運営元の方々。活動に関わっていただいた皆様には感謝の気持ちしかありません。本当にお
世話になりました。

P8（アクト・セン 株式会社）,P58（株式会社 ティー・エス・シー）

掲載ページ

三木 拓弥
東北大学
経済学部  　2年

WISEの活動を始めた頃は、頭の中で何度もシミュレーションした後に企業へのアポ取り電話に挑
戦しました。無理だと思っていたことも背中を少し押してもらえればできるのだという成功体験を
積めました。不慣れな取材も場数を踏むごとに自信がつき、臨機応変に質問をできるまでになりま
した。原稿執筆には時間がかかりましたが、デスクの方の意見を取り入れて、自分なりに上手くま
とめられた時は感無量でした。

その一方で、反省点も多々ありました。他の活動とWISEの活動の切り替えがうまくできなかっ
たり、メールによるやり取りがうまくいかなかったりと、小さな失敗も含めると、ここには書きき
れないほどです。ただ、この失敗体験を積めたことは実は成功体験と同じくらい意義のあることな
のだと思います。社会に出る前に、思う存分失敗できて良かったです。この経験を未来の自分に繋
げていきます。

P24（株式会社 クロールアップ）,P28（株式会社 ココロ・コーポレーション）,P32（佐藤製線販売 株式会社）,
P62（東北自動車共済協同組合）,P66（東洋ワークセキュリティ 株式会社）,P68（常盤化工 株式会社）

掲載ページ

三浦 規義
東北大学
文学部  　2年

2016年の夏、私はWISEでの活動を通して貴重な経験を得ることができました。
主筆2社、同行6社のそれぞれ業種の異なる企業から話を聞き、仕事内容やこれからのビジョン、

やりがいなど、普段何気なく生活していたら分からなかっただろうことを知りました。取材の中で、
仙台市の中小企業では「地域貢献」がキーワードになっているように思いました。地域の人に真摯
にあたり、信頼を重んじる姿勢。仙台を盛り上げていこうという気概。これらのことを地元の人と
同じ目線からできるのは中小企業ならではだと感じました。

また、振り返ると私はずっと自分の将来就きたい業種にしか目を向けていなかったように思いま
す。少し辺りを見渡せば身近なところに、それぞれ魅力を持った企業があるというのに。WISEで活
動していなければ気づかなかったことでしょう。

最後に、この冊子を手に取って下さった就活生の皆様。ここに書いてある記事が仙台市の企業と
就活生を結びつける一助となれば幸いです。

P34（ジャパンインシュアランス 株式会社）,P40（株式会社 ストロベリーコーンズ）,P70（株式会社 ナナイロ）,
P72（株式会社 にしき食品）,P74（株式会社 バイタルケア）,P86（ビジネス教育訓練所 株式会社）,
P88（株式会社 百戦錬磨）,P98（株式会社 鷹泉閣岩松旅館）
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株式会社 スマートメディア ………………… 42
株式会社 ティー・エス・シー ……………… 58
株式会社 デジタルトラスト ………………… 60
東北テレメディア開発 株式会社 …………… 64
株式会社 ナナイロ …………………………… 70
株式会社 百戦錬磨 ………………………… 88

運輸業、郵便業
仙台冷藏倉庫 株式会社 …………………… 48

卸売業、小売業
株式会社 いたがき ………………………… 12
株式会社 カネサ藤原屋 …………………… 18
佐藤製線販売 株式会社 …………………… 32
仙台中央青果卸売 株式会社 ……………… 46
株式会社 早坂サイクル商会 ………………… 76
株式会社 パンセ …………………………… 80

金融業、保険業
ジャパンインシュアランス 株式会社 ……… 34
東北自動車共済協同組合 …………………… 62

宿泊業、飲食サービス業
株式会社 クロールアップ …………………… 24
株式会社 ココロ・コーポレーション ……… 28
株式会社 ストロベリーコーンズ …………… 40
株式会社 半田屋 …………………………… 82
株式会社 ホテル佐勘 ……………………… 92
株式会社 鷹泉閣岩松旅館 ………………… 98

生活関連サービス業、娯楽業
株式会社 スカイパレスアソシエイツ ……… 38
株式会社 清月記 …………………………… 44
株式会社 パラマウント ……………………… 78

教育、学習支援業
ビジネス教育訓練所 株式会社 …………… 86

医療、福祉
株式会社 ここみケア ………………………… 26
コスモスケア 株式会社 ……………………… 30
株式会社 バイタルケア ……………………… 74
株式会社 福祉旅行社 ……………………… 90
丸木医科器械 株式会社 …………………… 94

その他サービス業
アクト・セン 株式会社 ………………………… 8
東洋ワークセキュリティ 株式会社 ………… 66
陽光ビルサービス 株式会社 ……………… 96
ワールド警備保障 株式会社 ………………… 100
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