
「ものづくり・人材」が拓く「まち・ひと・しごとづくり」事業

釧路高専地域振興協力会
会員企業紹介
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『ＣＯＣ＋（シーオーシープラス）』とこの冊子について

 ＣＯＣ＋は，文部科学省のプログラム「地（知）の拠点大学による地方
創生推進事業」の通称で，室蘭工業大学を中心に本校を含む道内８つの大
学・高専，北海道を始めとする９つの自治体及び北海道経済連合会を始め
とする経済団体・企業が参加して，雇用創出や地元就職率を向上させるこ
とで地方の活性化を目指す取り組みです。

 この冊子は，ＣＯＣ＋事業の一つとして学生の皆さんに地元の企業のこ
とを知ってもらうために作成しました。
 作成にあたっては釧路地域振興協力会の皆さまにご協力いただきました。
 学生の皆さんには，この冊子を読んでたくさんの企業・団体が釧路高専
や高専生を見守っていることを知ってもらいたいと願っています。
 また，各企業ＨＰのアドレスも掲載していますので，ぜひそちらも訪れ
てみてください。



所 在 地 釧路市大町１丁目１番１号

U　R　L http://www.kuhcci.or.jp/

業　　種 経済団体

主な業務 経営支援業務、政策提言業務、地域振興業務

従業員数 20名（平成31年4月1日時点）

所 在 地 札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁目１番６号

U　R　L https://www.aisin.co.jp/group/aisin-software/

業　　種 ソフトウェア

従業員数 735名

所 在 地 釧路市材木町15番17号

U　R　L http://www.aoi-kensetu.co.jp

業　　種 建設業

従業員数 44名

企業理念 「誠意と技術で豊かな郷土をきずく」

本　社

アイシン・ソフトウェア株式会社

企業・団体等からのメッセージ

我々は自動車業界のソフトウェアを開発している会社です。現在の自動車市場の世界規模は約２００兆円で全業界で
トップクラスです。しかし、自動運転やシェアリングサービスなど次世代自動車市場は２０３０年には２位のeコ
マース業界の３倍の約１０００兆円の市場となる予測があります。さらにその中でもソフトウェアの重要性は高まり
続けています。
自動車のソフトウェアと聞くと何だか難しいような印象を受けますが、確かに数学・物理・電気・機械・情報など
様々な知識が必要になります。ただし、開発は一人でやるものではありません。それぞれの分野が得意な人が集まっ
て協力して行うものです。そのため実は門戸が広い職業とも言えます。皆さんが勉強してこられた知識を活かし、ぜ
ひ、便利で安全な次世代自動車社会に貢献したい！という強い意欲をお持ちの方をお待ちしております。

釧路商工会議所（釧路工業高等専門学校地域振興協力会事務局）

企業・団体等からのメッセージ

　釧路商工会議所は、1924（大正13）年11月に道内6番目の商工会議所として設立し、地域や企業の皆様とともに発展してきた地域
総合経済団体です。
　当所では、『行動する会議所』、『信頼される会議所』、『親しまれる会議所』を活動方針に掲げ、街づくりの推進並びに都市機
能の充実と地域商工業の繁栄のため、関係機関への政策提言や要望活動、会員事業所への経営支援、有益な情報やサービスの提供
等、様々な事業を展開しております。
また、高専協力会の事務局を預かり、釧路高専を活用・支援する産学官連携事業に取り組み、産業技術の振興と地域社会の発展に活
動を展開しております。

葵建設株式会社

企業・団体等からのメッセージ

　弊社は昭和26年の創業以来、60年以上にわたり釧路根室地域を中心に、北海道
の発展に努力を重ねてまいりました。また、企業理念に掲げる「誠意と技術で豊
かな郷土をきずく」は社会動向に左右されない社会人(技術者)を育て、社会に貢
献する事が、釧根地域または北海道の発展につながると考えております。
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所 在 地 釧路市鳥取南６丁目１番１８号

Ｕ Ｒ Ｌ http://akankyouritsu.com/

業 種 建設業

主な業種 土木工事

従業員数 36名（うち職員17名､作業員12名）

所 在 地 帯広市大通南１６丁目２番地２　アクトビルディング５Ｆ

U　R　L http://www.act-hokkaido.com/

業　　種 建設業

主な業務 建築工事業、浄化槽設計・施工・管理、消毒設備設計

従業員数 ９名 （うち　高専出身者２名）

所 在 地 北海道河西郡芽室町東芽室北1線10番29

U　R　L http://anzai-mfg.com/

業　　種 製造業

主な業務 各種選別機の製造・販売

従業員数 北海道支店32名　

㈱安西製作所北海道支店は多様な選別機の開発から製造、販売

メンテナンスまで、一貫したサービスを北海道のお客様へ提供

しています。

ぜひ、私たちの会社へお越しください。安西製作所がお客様に

選ばれる理由をお分かりいただけるはずです。

北海道支店は、おかげさまでまもなく開設30周年を迎えます。

これからもお客様から「選別機は安西」と言っていただけ

る会社であり続けます。

　
　当社は農業土木工事、道路建設、除雪、災害復旧などの釧根地域に根差した公共工事のほか、自社で取得した特
許機械による磯焼け対策事業により、良好で持続可能な昆布漁場整備に貢献しています。
　はじめは、ベテラン技術者および先輩技術者の指導の下、測量などの土木工事の基礎知識を習得します。
　当社では、技術力向上や仕事への意欲向上を目的に、業務に必要な資格や技能取
得の費用を会社負担とするほか、資格手当の充実（各種施工管理技士、技術士、測
量士、建築士など）、講習会の積極的参加を認めています。
　また、福利厚生としては、ＧＷ・盆・正月休みの充実のほか、５年に１回の社員
旅行を設けています。（２０１８社員旅行：中国～九州地方）

株式会社 安西製作所 北海道支店

阿寒共立土建株式会社

株式会社アクト

企業・団体等からのメッセージ

㈱アクトは農業施設専門の一級建築士事務所として、様々な農業関連施設を設計・施工して
きました。研究開発にも力を入れており、効率的に家畜管理ができる畜舎設計や、これまで
は不可能だった廃棄乳20％含有排水の浄化が可能な排水処理システム、家畜糞尿の高度処
理、-30℃の気温下でも凍らずに口蹄疫や鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の除菌を可能
にした消毒システムなど、広い分野で多数の特許を取得。各種研究開発補助金の採択も受
け、研究開発を進めており、多数の賞を受賞しているのも弊社の研究開発の特徴です。アク
トの技術は北海道だけではなく、全国で活躍しています。農業施設のみならず、20年間培っ
てきたノウハウを生かして、関連した様々な問題を解決すべく研究開発にも全力を尽くす。
それは㈱アクトです。

ハーネス専用3DCAD「エンタープライズ・ハーネス」を北海道初導入

↑
選別機動画
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所 在 地 釧路市鳥取南７丁目１番10号

U　R　L https://www.iwakura-kensetsu.jp/

業　　種 総合建設業

従業員数 3名（会社全体270名)　高専出身者　4名

企業理念 誠実の一路を開拓者精神で貫け

釧路西港区に係留

所 在 地 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.iwata-gr.co.jp/

業　　種 総合建設業

資 本 金 20億円

従業員数 728名（うち釧路高専出身者4名）

企業・団体等からのメッセージ

所在地 厚岸郡厚岸町湾月１丁目８番地

ＵＲＬ http://www.usk-unjo.com

業　種 造船業

主な業務 船舶建造・修理・船舶上下架作業

従業員数 22名

企業・団体からのメッセージ

　　　　　　釧路営業所

12,000t積　ケーソン製作用台船

　弊社は昭和53年から北海道でいち早くアルミ漁船を手がけ、これまでに建造した
隻数・種類は国内トップクラスと言っても過言ではありません。アルミの持つ特性
を生かし漁船に限らず近年は、高速観光船や捕鯨船、藻場造成のための各種作業船、
船舶上架施設・船台設計製作など海と船の進化を常に開発・研究しています。
なかでも２年前に建造の、北海道漁業取締船の製作には、経験と実績と特許と柔軟
なアイデアがあればこその達成感があります。
一つのパーツをつなぎ合わせてイメージを形にする。つまり設計から完工まで、全
て一つの会社で行える“オンリーワン”であることが当社の魅力と言えます。
「新しい発想と確かな技術で船を作り、海を支え、社会に貢献する」ことを理念と
しています。

岩田地崎建設株式会社

運上船舶工業有限会社

　岩田地崎建設は、「次代の夢と未来を創造する」お手伝いをできる会社であり
続けたいと思っています。快適な居住空間の提供・地球にやさしい街づくりは、
次代にかけがえのない財産を遺すことになります。 しかし、一人の力ではでき
ません。社員が一丸となって初めて、この夢を形にすることができます。容易な
ことではありませんが、私たちはこれを達成し、喜びや誇り、やりがいをも手に
したいと思っています。「人と自然の最適な環境づくり」を一緒に創っていきま
せんか？志ある若い力を私たちは待っています！

岩倉建設株式会社　釧路営業所

企業・団体等からのメッセージ　　　　　　　　　　　　　　　　本社ビル

　当社は、北海道に根ざした総合建設会社として、道内はもとより、東北、関
東、東海などの街と暮らしづくりに力を尽くしています。この地だからこそ培わ
れる技術力を磨き、創業から６０年余り、これからも北海道を原点に、次代の街
と暮らしづくりを築いていきます。
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所 在 地 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1番12号 SOC本社ビル

U　R　L http://www.socnet.jp/

業　　種 業務用ソフトウェア開発

主な業務 電話会社、テレビ局、電力会社等のシステム開発

従業員数 314名（うち高専出身者5名）

所 在 地

U　 R 　L
業　　　種
事業内容
従業員数

企業・団体等からのメッセージ

所 在 地 釧路市西港1丁目１００番地１５

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.kyoritsukaijo.co.jp

業　　種 港湾運送業

主な業務 港湾荷役業、タグボート運航業、船舶繋離船業等

従業員数 43名

　私たちは、臨床栄養領域における患者さんと医療従事者のベストパートナーを目指すという経営ビジョ
ンのもと、自らが課題を設定し、その課題を達成するために最後まで諦めずやり遂げること、既成概念に
とらわれず挑戦を続けることが重要だと考えています。世界の人々の健康に貢献する仕事に関心があ
り、医薬品等の研究開発・製造を通じて人々の健康のために貢献したいと考える志を持った方が国内
のみならず海外において活躍できる環境が当社にはあります。　一緒にがんばりましょう !

協立海上運輸株式会社

 　協立海上運輸株式会社は、物流の変化に即応し、安全、正確、迅速、誠実な作業に徹し、日々
改善を重ね、 常に質の高いサービスを提供し、顧客の満足度を高め、信頼を得、以って釧路港の
発展に寄与することを経営理念とし、これらの実現ために弊社が一番大切にしているのは "人材"
です。何よりも働く人を大切にすることでモチベーションを高め、新しいことに挑戦・創造する
ことで自己の成長と会社の成長を生み出してきました。弊社は、組織と仲間を信頼し、お互いを
尊重し、新たな価値を生み出す "人"を求めています。

釧路工場　 北海道釧路市音別町朝日1-13　
http://www.otsukakj.jp/
医薬品製造業
臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能性食品等の製造、販売および輸出入
2,266名（2018年12月31日現在、うち高専出身者　173名）

ＳＯＣ株式会社

企業・団体等からのメッセージ

さまざまな業界・企業で業務に必要とされるシステムを開発しています。主要取
引先はNEC、KDDIなどで、エンドユーザーも大手企業が中心です。
札幌本社の企業でありながら全国規模の大きな仕事に携われることがSOCの魅力
の一つですが、さらに最近ではその開発を自社内で行う「持ち帰り開発」を推進
しています。これはセキュリティ面の確保はもちろんのこと、長年にわたって築
いた実績やお客様との信頼関係があるからこそできる開発体制です。打合せや納
品、テストなどお客様のもとへ出向くこともありますが、ふだんは自拠点に腰を
据えて開発に取り組むことができます。

株式会社大塚製薬工場
本  社       徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115
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所 在 地 (本社)　東京都千代田区内幸町1-1-1　帝国ホテルタワー18階

(札幌営業所)　札幌市中央区南1条西6-11　札幌北辰ビル8階

U　R　L https://www.kirii.co.jp
業　　種 製造業

主な業務 (技術部門)鋼製下地材等の建材および工法の研究開発

従業員数 508名(男性328名、女性180名)

企業・団体等からのメッセージ

所 在 地 釧路市寿4丁目1番2号

U　R　L http://kushiro-gas.co.jp/

業　　種 都市ガス業

主な業務 都市ガス製造・供給、設備設計・施工管理、販売・営業

従業員数 87名　(内高専出身者14人)

所 在 地 釧路市西港2丁目102番4

U　R　L http://www.kushiro-silo.co.jp/

業　　種 倉庫業（飼料用原料の入庫･保管･出庫）および利用運送事業

主な業務 ◆自社施設の運営･保守点検、飼料原料の保管･品質管理

◆顧客対応、貨物（飼料原料）の受渡し、台帳記録整備

◆総務･経理･人事労務管理

従業員数 30名（うち釧路高専出身者13名）

釧路ガス株式会社

企業・団体等からのメッセージ

地域の皆さまからご愛顧いただき、2019年11月に83周年を迎えることができました。天然ガスは環境への影響も少な
くクリーンエネルギーとして期待され、需要は堅実な伸びを続けるものと想定されます。『安全』『安定供給』へ向
けた取り組みを礎に、お客様のご要望に応えるべくサービス向上にも努めてまいります。

釧路サイロ株式会社

企業・団体等からのメッセージ

当社は、JA全農グループの会社として、全農サイロ株式会社と三ッ輪運輸株式会
社の共同出資により設立されました。
国内外から運ばれてきた飼料原料を保管･管理し、ホクレン農業協同組合連合会
およびホクレンくみあい飼料株式会社等へ出庫しています。
道東･道北地域の酪農･畜産を支える会社です。

当社は人々に安全と安心を提供する建材メーカーです。学校や空港、ショッピングモール

などの天井・壁・床に利用する建材(内装用鋼製下地材)を研究開発・製造販売を行ってい

ます。普段は意識されませんが、皆さんの身近なところで活躍しています。業界で初めて

地震に強い『耐震天井』を開発し、東日本大震災後は天井耐震対策の規制が強化され、全

国様々な建物に当社の技術が採用されています。業界のトップを走り続けている桐井製作

釧路サイロとバルク港湾

中央操作室
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所 在 地 釧路市黒金町７丁目５番地

U　R　L https://www.city.kushiro.lg.jp/

業　　種 地方公共団体

主な業務 地方行政

従業員数 2,497名（うち　高専出身者47名）

　　　　　釧路市章

所 在 地 釧路市知人町１番５号

U　R　L http://www.kushiro-jukogyo.com/

業　　種 造船業、建設業

主な業務 船舶の建造及び修繕　　鋼構造物工事・各種プラント工事

従業員数 56名（うち　高専出身者5名）

漁業調査船「北光丸」入渠作業

（総トン数　902トン）

所 在 地 釧路市北大通8丁目2番地

U　R　L http://www.shinkin.co.jp/kushiro/

業　　種 金融業

従業員数 160人（平成31年4月1日時点）

企業理念 この地域（まち）を愛し豊かな未来（あす）を創造します。

釧路市役所

企業・団体等からのメッセージ

　雄大な自然を有し、また東北海道の拠点都市としての機能を担う釧路市は「自然とまちの魅力が賑わいを
創り、活力みなぎる環境・交流都市『釧路』を目指し、当市が持つ魅力や可能性を引き出し将来に希望を持
てるまちづくりを市職員が一丸となって進めています。
　釧路市では、１．市民が主役であると認識をもてる人　２．市民に公正・公平・誠実に対応し、信頼され
る人　３．広い視野と先見性を持てる人　４．自らの責任で考え、新たな課題に挑戦する人を求めています。
　みなさんの先輩も多数在職し、各々の職場で活躍しています。

釧路信用金庫

企業・団体等からのメッセージ

　釧路信用金庫は1925（大正14年）年5月に設立し、地域の皆様と共に発展してきた地
域金融機関です。
　当金庫は地域のお客様からお預かりした大切な資金を、地域で必要とするお客様に
お貸しし、事業の繁栄・発展や生活のお手伝いをすると共に、地域社会の一員として
地域の中小企業者や住民とのネッワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めてお
ります。また、金融機能の提供にとどまらず、「この地域（まち）を愛し豊かな未来
（あす）を創造します。」という経営理念のもと、文化・環境・教育といった面も視
野に入れ、地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

メッセージ

　造船部門
　　　東北海道随一の乾ドックを擁し、船舶修繕を通して北海道の漁業を
　　　支えています。
　プラント部門
　　　上水道・下水道施設の設備補修を通して、快適な生活の維持に貢献
　　　しています。
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所 在 地 本社工場:〒085-0003 北海道釧路市川北町9番19号

札幌営業所:〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東1丁目2番地1

U　R　L http://kushiro-ses.co.jp/

営業品目 橋梁、各種タンク、クレーン、コンベア、水門、圧力容器、

鉄骨、その他一般産業機械の設計・製作・施工

従業員数 ８５名（うち　高専出身者R1.11現在釧本１４名、釧専１名、苫本１名、函本１名計１７名）

所 在 地 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1

U　R　L http://www.cornesag.com/

業　　種 農業機械・酪農機械の輸入販売・設置・メンテナンス

従業員数 228名（2019年12月1日現在）（釧路高専出身者：3名）

企業理念

所 在 地 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1番地　日本生命札幌ビル

本社所在地 東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー

U　R　L https://www.sanki.co.jp/

業　　種 建設業

主な業務 建築設備（空調・給排水・電気・情報通信等）の設計，施工管理

機械システム(ＦＡ・物流システム等)の設計，製造，施工管理

環境システム（上・下水処理施設・ごみ焼却施設等）の設計，施工管理

従業員数 2,394名（うち　高専出身者2名）

　　　本社のある聖路加タワー

　当社は、1925年（大正14年）に創業し、三井グループの総合エンジニアリング企業とし
て、空調、衛生、電気、スマートビル、ファシリティ、搬送システム、上・下水処理施設、
ごみ焼却施設等、人々が快適に日常生活を送るうえで欠かすことの出来ない社会インフラの
様々な分野を、技術の力で支えています。人間と環境の関わりが改めて問い直されている
今、当社は人の暮らしに、社会の営みに、また産業に活力と可能性を提供するエンジニアリ
ングを追求しながら、持続可能な社会の実現に向けて進み続けています。

企業・団体等からのメッセージ

株式会社コーンズ・エージー

企業・団体等からのメッセージ

当社は1968年2月に創業し、50年以上の歴史のある酪農専門商社です。
特徴としては、酪農に関する機械を一通り取り扱っている強みから、酪農家の相
談にあらゆる角度から提案することができるため、より密接なお付き合いをする
ことができます。
また、商品の提供だけではなくアフターサービスも行っていますので、困った時
に駆けつけることで心からの「ありがとう！」をいただける大変やりがいのある
仕事です。
最新の機械を触りながら「日本の酪農業界」に貢献してみませんか？

世界各国から革新的な酪農関連機器を輸入販売し、「収穫から搾乳」まで一貫した生産体系の構築と普
及、さらに豊かな暮らしに貢献することを目標にしています。

　  三機工業株式会社
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釧路市共栄大通7丁目1-6メイセイ釧路共栄ビル2階

東京都中央区新川1丁目17番21号

https://skk.jp/

環境配慮型の空調設備・衛生設備の設計・施工・メンテナンス

1,118名

所 在 地 （本社）釧路市仲浜町6番23号

（札幌事業所）札幌市北区拓北5条1丁目1番10号

U　R　L http://kecst946.ec-net.jp/index.html

業　　種 機械製造業

主な業務 機械・金属加工及び鋼構造物、機械器具設置工事業　他

従業員数 （本社）33名　（札幌事業所）2名

企業・団体等からのメッセージ

三建設備工業株式会社

空調・衛生設備業界　北海道地区NO.１の実績

営業所所在地

本社所在地

U　R　L

事業内容

従業員数

メッセージ

空調設備・給排水衛生設備の設計・施工・メンテナンスを行っている設備工
事会社です。建物が機能する上で欠かせない建築設備に携わっています。北
海道地区では、常に業界をリードしており、北海道を代表する建物の快適空
間を創造しています。

島本鉄工株式会社

　弊社は、昭和8年に創業して以来、多くの方々にお引き立てを賜り今日を迎えております。 創業時は、釧路の水産業の発展ととも
にメンテナンス技術を取得し現在も弊社の大きな財産として蓄積しておりこの技術は様々な産業の保守メンテナンスでお役に立てて
いると思っております。
　また、経済構造が大きく移り変わるのは世の常であり、近年は北海道の基幹産業の酪農業がその位置づけを大きくしておりますの
で、再生可能エネルギー関連、酪農製品関連の分野にも力を注いでおり、ステンレス、アルミ等の溶接技術、数値制御五面加工機等
の技術も向上させ、御提案出来る能力を強化し、お客様目線を大切にして努力を重ねますのでご指導賜りますようお願い申し上げま
す。

釧路高専

出身者3名が

道内で活躍中

です！！

残間 巌
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所 在 地 釧路市城山１丁目１０番５号

U R L http://shira.co.jp

業 種 総合建設業（主に土木工事）

従業員数 47名

 　　　　　　　　 社章と本社社屋　

所在地 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号（新宿NSビル）

URL http://www.sumitomo-rd.co.jp
営業内容 総合不動産業

・注文住宅、リフォーム（新築そっくりさん）の建築請負工事

・オフィスビル賃貸　　　　・新築マンション・戸建住宅の分譲　ほか
従業員数 13,238名（2019年3月31日現在・連結）
事業所 全国（沖縄県を除く）

事 務 局 釧路市入江町７番２７号（綜合設備㈱内）

U R L http://www.doukuei.or.jp/index.htm

業 種 空調設備業・衛生設備業

主な業務 冷暖房設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、給湯設備

会 員 数 ２２社(正会員)、１２社(賛助会員)

　やりがいのある空調衛生設備のフィールドで活躍してみませんか！！
　チャレンジ精神のあるあなたを待っています！！

　空調衛生設備は、事務所ビル、病院、工場などの建物の中で、人目に触れる部分は多くは
ありませんが、居住者や生産施設のために毎日休みなく働いでいます。
   人が働き、学び、憩い、遊び、暮らす快適環境を創造し、守る重要な使命を担っている
のです。
　また、省エネルギー、省ＣＯ2技術を通じて低酸素社会を実現し、地球環境を保全するた

めに大きな貢献をしています。

住友不動産株式会社

白崎建設株式会社

企業・団体等からのメッセージ

　当社は明治18年に創業して以来、130年を超える歴史の中で、釧根地域の中核企業として東北海道の基盤整備の一
翼を担うべく、道路、橋梁、港湾、空港等数多くの土木工事を手掛け、現在は道東自動車道の延伸工事や港湾・漁港
の整備にも参画しております。
　また、地震・津波・暴風雪等の発生時には、昼夜を問わず緊急参集して復旧作業にあたり、地域の安全・安心に寄
与して参りました。
　今後とも社是である「技術と信用で地域に貢献する」を使命として人材育成や技術力の研鑽に努め、多様化する地
域のニーズに対応すると共に、災害に強い企業を目指して会社一丸で取り組んで参ります。

釧根空調衛生工事業協会　「くらしを支える空調衛生設備」

企業・団体等からのメッセージ

★釧路高専の先輩も活躍中です★

【戸建注文住宅】グッドデザイン賞受賞歴のある『J・URBAN』シリーズや、
『一棟まるごとリフォーム』のパイオニア【新築そっくりさん】の施工管理をしな
がらスキルを磨こう！！

将来的には施工管理の実績を踏まえ、設計などの他職種やビル・マンションといっ
た他部門にもチャレンジ可能。
キャリアアップを目指そう！！

(一社)北海道空調衛生工事業協会
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所 在 地 北見市大通東3丁目11番地1

U　R　L https://daiichi-gp.co.jp

業　　種 建築工事業・土木工事業

従業員数 35名

企業理念 「お客様・地域にとって一番大切な会社となる」

所 在 地 北海道根室市梅ヶ枝町３丁目１５番地

U　R　L http://www.daichimirai.co.jp

業　　種 金融サービス業

主な業務 営業店業務

本部業務（総務・経営企画・営業推進・システム部門など）

従業員数 １８８名　（うち高専出身者２名）

所 在 地 （本社）釧路市黒金町７丁目４番地１

U　R　L http://www.t-fact.co.jp

業　　種 総合建設業

従業員数 38名（うち高専出身者 11名）

企業理念 企業の社会的責任を果たしながら、積極的な事業活動を行い

人々の豊かな暮らしの実現に貢献します。

株式会社太平洋製作所

株式会社ダイイチ

企業・団体等からのメッセージ

「株式会社ダイイチ」は、昭和42年創業、平成22年に株式会社金岩建設と株式会社鈴木組が
合併し、社名変更後、現組織となりました。
「お客様と地域にとって、一番大切な会社でありたい」
当社は、そうあるためにもの作りを通じて地域の発展に貢献していこうと考えております。
選ばれた責任を果たし、満足していただける商品を提供すること、明るい地域づくりに貢献
することを目標に業務に取り組んでいます。
共に喜びをわかちあうことができる人財、共にものづくりに誇りをもって取り組める人財を
求めています。

企業・団体等からのメッセージ

　当社は釧路に本社を置く、太平洋興発㈱（東証１部上場）の１００％子会社で
す。各種プラント、産業機械・電気を主に建設業許可登録１４業種（特定１２業
種・一般２業種）の設計・製作・施工管理を行っています。また、鉱山機械の製
作・整備も手掛け、一級建築士事務所登録もしています。

　根室・釧路管内、札幌圏に店舗を置き、資産承継や事業承継に係る
ソリューションの提案などの金融サービス業や地域の真の価値創造に向けた取り
組みなど、従来の金融サービスの枠を超え、更に進化した価値創造型金融をめざ
しています。
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本社所在地 札幌市中央区北６条西１７丁目１７－５

支店所在地 釧路市入江町５番１６号

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.tanakagumi.co.jp/

業 種 綜合建設業

資 本 金 ３億５千万円

従業員数 178名

（メッセージ）

 当社施工　札幌ローズクライスト教会

【 本社所在地 】〒060-0004  札幌市中央区北4条西15丁目1-23 コムシス北海道ビル4階

【 ＵＲＬ 】http://www.tsuken.co.jp/　　【 設立 】昭和26年（1951年）4月　　【 業種 】電気通信工事業

【 資本金 】14.3億円　　【 売上高 】324億円（平成29年3月末）　　【 従業員数 】883名（平成29年3月末）

【 主な仕事内容 】

　・情報通信インフラ工事の設計・施工管理・監督業務

　・電気通信設備の設計・施工管理・監督業務 

　・移動体無線通信設備、システムの設計・施工管理・監督業務

【 営業拠点 】道内（主要都市6事業部、10事業所、11営業所）、道外（神奈川事業部）

【 釧路事業所　所在地 】〒084-0904  釧路市新富士町4丁目2番28号

【 高専（学生）へのメッセージ 】

所 在 地 釧路市鳥取大通4丁目11番13号

U　R　L https://www.toho-con.co.jp

業　　種 建設コンサルタント

主な業務 測量・土木設計・各種調査

従業員数 60名（うち　高専出身者1名）

企業・団体等からのメッセージ

株式会社　田中組

株式会社つうけん

　私たちの仕事は北海道経済の基盤とも言える通信インフラの整備です。【こころと技術で社会のために】というコーポレートス
ローガンのもと、高度情報ネットワーク社会に必要不可欠な通信インフラの設計・施工・管理・メンテナンスを行っています。ま
た、施工技術や工事用具の開発など、新技術の開発にも果敢に挑戦し、安全で高品質な通信インフラを構築することで北海道の発展
に貢献することが私たちの使命です。

東邦コンサルタント株式会社

道東エリアを中心に建設コンサルティング業のリーディングカンパニーです。
地域の街づくりを支えているというプライドを持ち、確かな技術力でインフラ整
備に貢献しています。
当社の強みは、土木設計・都市設計・計画、測量・調査など一つの案件に対して
一貫して関わっていけること。『東邦コンサルタントに任せれば安心』とお客様
から高い評価をいただいております。

Tanakagumi

創業110余年の歴史を持つ当社は、北海道の開拓事業を背景としたイン

フラ整備、建設を担うことで、北海道の歴史を支えながら共に育ってま

いりました。自然環境との調和や共生、自然災害などの課題に対して、

建設業に求められる役割が近年、多様化している中で、真に快適で豊か

な社会・生活環境を次世代に引き継いでいくべく、当社はこれからもさ

らに技術の研鑽に努め、新たな価値を創造する企業として皆様とともに

考え、ご要望にお応えてまいります。
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所在地 大阪市北区大深町4番20号　グランフロント大阪タワーA 33階

ＵＲＬ https://www.nitto.com/jp/ja/

事業内容

従業員数 29,019名（2019年3月末）

事業所 宮城県大崎市/埼玉県深谷市/愛知県豊橋市/三重県亀山市/滋賀県草津市/

広島県尾道市

主な職種 製品開発・設計、生産技術、製造技術、品質保証、生産管理

高専生の皆さんへ

所在地 釧路市鳥取南５丁目１２番５号

URL https://www.portusinc.co.jp/

主な業務 ◆コンピュータ並びに関連機器の販売・賃貸及び保守管理

◆ソフトウェアの開発及び販売

◆コンピュータによる運用受託サービス

従業員数 ６８名（うち高専出身者１８名）

ポータスからのメッセージ

所 在 地 釧路市柳町９番２０号

U　R　L https://www.hokuden.com

業　　種 電気工事業

主な業務 電気設備工事・電気工事施工管理業務

従業員数 ２４名（うち　高専出身者４名）

さあ、世界に、次の驚きと感動を。

常に新たな技術開発や市場開発を行っている裏側で、若手からベテランまで全員がイノベーターとして挑戦を続け、成功と失敗を繰り
返しています。自分で主体的に考え、チームの力を借りながら、世界を相手に、新たな何かを生み出すために挑戦していく。20代で新
製品を世に出す社員、新たな市場を開拓する社員等も珍しくありません。自分の裁量で仕事に挑戦したい。失敗を恐れず、世界を相
手に挑戦したい。そんな想いを実現できる環境です。様々な専攻の高専OB/OGが、あらゆる職種で活躍中です。（詳細はホームペー
ジをご参照ください）

日東電工株式会社

高分子合成技術をベースにエレクトロニクスからライフサイエンスまで様々な業界に
約13,500点以上の製品を提供する総合部材メーカー

株式会社ポータス

道東・道央を基盤とし首都圏とも連携を取りながら、情報を通して人と社会の有機的な結びつきに寄与し、

さらに若い人たちの活躍の場となるべく、積極的に事業展開を進めております。

北電工業株式会社

企業・団体等からのメッセージ

当社は、昭和28年に創業し道東地域を中心に『顧客のニーズを的確にとらえ、優れた技術と
責任をもって満足と信頼の得られる製品を提供する』を信条とし、公共工事・民間工事の建
築物には欠かせない社会インフラの1つ電気設備工事、通信設備工事、消防設備工事、計装
工事、省エネ・再生エネルギー全般の設計・施工・管理業務を行っています。　社員の技術
向上を行うため、段階的に各種講習・資格免許等の費用は会社にて負担し個人のスキルアッ
プを応援します。福利厚生の面では各種社会保険、退職金、奨学金返済補助制度等がありま
す。
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　　☆2019より通勤の服装はビジネスカジュアルもOKに!

〒004-0052　札幌市厚別区厚別中央二条３丁目５番１１号
https://www.hscnet.co.jp/

２２６名（うち　高専出身者１２名）※2019/12 時点 ☆自分の机でのびのびと作業ができる職場環境

所 在 地 江別市西野幌１２０－８

U　R　L http://www.hesc.co.jp/

業　　種 電気機器製造業

主な業務 発電・変電・配電関連機器の設計・製造・施工

従業員数 １０２名（男性：７５名、女性：２７名）

設　立 1971年(昭和46年)4月7日

ＥＳＣから皆様へ

私たちの暮らしに欠かせない電気は、快適な日常生活をおくるための家電製品を

はじめ、交通、産業、文化など、幅広い分野を陰で支えるエネルギーとしてなく

てはならないものとなっています。

私たちは、この電気を安全かつ確実に供給するためのシステムや設備などを、

「電気技術で、暮らしをもっと楽しく」をテーマに、ハードからソフト設計・製

作・施工を主に研究・開発から保守まで手がける個性派集団です。私たちは、卓

越した技術力と情熱で、地域社会の発展に貢献する企業を目指します。

所 在 地 札幌市西区二十四軒１条７丁目１番２５号

U　R　L http://makisekkei.jimdo.com

業　　種 建築設備設計業

主な業務 機械設備設計及び電気設備設計、積算、保全調査及び監理業務

従業員数 １１名（釧路高専卒業生２名）

会社ロゴ

社屋

株式会社真紀設備設計事務所

企業・団体等からのメッセージ

　弊社は、1973年設立。45周年を迎えます。北海道の案件を中心に、とりわけ教
育文化施設（豊平館・時計台設備改修など）・医療福祉施設（札幌市立病院内施
設など）・共同住宅（道営住宅など）・スポーツ施設（大倉山ジャンプ台・蔵王
サマージャンプ台など）などを得意としています。「誠実な設計」を基本理念と
して、今まで少ない人数の中で、電気・機械設備の熟練技術者を中心で構成され
ている一級建築士事務所です。

　　　北都システム株式会社

本社所在地

URL

従業員数

事業

◆システム開発事業
　　自動車、組込み、医療、社会公共など様々な分野のシステム開発を行います。
◆プロダクト事業
　　お客様のビジネスに役立つサービスの企画開発や、システム導入支援を行います。

本社・工場

監視制御盤(変電所)

制御保護装置(水力発電所)

HSC（北都システム株式会社）と申します。

『ソフトウェア技術を通して、豊かな社会を創造する』

を理念の１つに掲げ、社員一人一人が「主役」として、使命感を

持ち会社の発展と共に、成⾧してきました!

新しいことに挑戦する勇気と、達成できる強い信念を持ち、取り

組んでいます。
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所 在 地 釧路市錦町５丁目３番地

U　R　L http://www.mitsuwa-co.com/

業　　種 海・陸・空の総合輸送業（港湾運送業・倉庫業他）

主な業務 荷主・ユーザーへの対応、国内外輸送全般窓口、

港湾作業に係わる貨物全般の取扱い窓口、入港船の応対、

作業手配等

従業員数 374名《事務職男性159名・事務職女性78名・技能職男性137名》 穀物サイロ施設

高専生の皆様へ

所 在 地 釧路市鳥取南５丁目１２番５号

U　R　L http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/

業　　種 卸小売業

主な業務 燃料類・建築資材などの物品の売買及び、輸出入業

従業員数 151名（うち　高専出身者6名）

会社ロゴと本社ビル

所 在 地 釧路市春採６丁目１番５号

U　R　L http://www.miyawakidoken.com/

業　　種 特定建設業

主な業務 施工管理業務

従業員数 43名（うち　高専出身者2名）

当社ｲﾒｰｼﾞﾏｰｸと本社社屋

　　　　　　　（内、高専出身者11名）

　三ッ輪運輸は、海・陸・空の総合物流企業として、ばら貨物・原料から製品・
食品・一般商品などを対象に、陸揚げ・船積み・輸送・保管など物流のすべてを
取り扱い、地域産業の発展に貢献しております。

サイロ操作室

株式会社三ツ輪商会

企業・団体等からのメッセージ

　株式会社三ッ輪商会は、エネルギー全般、建材資材を中心に多くの商材を取り
扱う総合商社です。石油・ＬＰガス・建築資材・ＯＡ機器・産業機械・コンテナ
ほか、幅広い分野で事業を展開しています。時代と地域ニーズを敏感に捉え、生
産・販売活動を通じて地域社会に貢献し、共に社会生活の改善と向上を図り、発
展を目指します。

宮脇土建株式会社

　弊社のスローガンは、「誠意と技術向上」です。一貫してお客様の立場に
たち、これまで培ってきた技術力と誠実な対応を心掛け、信頼を勝ち取って
きました。
　当社は今後も、ゆとりと潤いのある生活空間づくりを根底においた事業を
推進し、建築・土木の両技術を駆使し、公共施設、商業施設、住宅など地域
の発展と環境整備に努力して参ります。
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所 在 地 釧路市住之江町１２番１７号

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.muraikensetsu.co.jp

業　　種 総合建設業

主な業務 工事施工管理

従業員数 68名（内　高専出身者7名）

本社社屋

所在地 〒085-0045 北海道釧路市住之江町4番20号 タカオビル2F

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-5-1 幸伸ビル7階

URL https://www.rhems-japan.co.jp

村井建設株式会社

　当社は「地域社会へのより良い共生」を経営理念に、釧路・根室管内を中心と
した公共・民間の工事施工管理を主な業務としています。
　創業は1921年（大正10年）で、まもなく100年を迎えようとしています。創業
時は炭鉱を主業としていましたが、現在は釧路の主要な建物の建築工事に携わる
と共に、道路・港湾・海岸・河川・治山等の土木工事も行ない、各発注機関より
信頼を得て、多くの表彰・感謝状を頂いております。
　建築工事に関しては、釧路こども遊学館など高い施工技術が求められる物件に
対しても確かな技術力により対応しています。
　今後も周辺地域に貢献できる建造物の施工を行う所存です。

【企業からのメッセージ】

当技術研究室は株式会社RHEMS JapanのR&D部門として2018年4月北海道釧路

市にて活動を開始致しました。来たる「IoT時代」に向けて、ITインフラ運用のノ

ウハウを活かしたIoT関連サービス、ITサービスのインターコネクトを実現する

サービスハブの研究開発、次世代遠隔地オフィスの創造を行ってまいります。道

東におけるITエンジニアの育成にも力を入れ地方のIT技術者不足問題にも向き

合っております。

株式会社 RHEMS Japan 技術研究室
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㈱釧路プラント工業〈釧路町大楽毛〉             ㈱北洋銀行 釧路中央支店 〈釧路市北大通〉

小松車輌興業㈱ 〈釧路市入江町〉                ㈱北陸銀行 釧路支店 〈釧路市北大通〉

近藤林業㈱ 〈釧路市光陽町〉                    北海道エア・ウオーター㈱ 釧路営業所 

㈱サンエス・マネジメント・システムス           〈釧路市寿〉

島影建設㈱ 〈別海町〉                          丸善木材㈱ 〈釧路町桂〉　　 

　　　　　　　　　　　〈釧路市末広町〉         ㈱北海道銀行 釧路支店 〈釧路市北大通〉　

三昭電気工業㈱ 〈釧路市愛国西〉                ㈱正岡商会 〈釧路市愛国東〉　　  

㈱シバタ鐵工業〈釧路市新野〉                   増井林業㈱ 〈白糠町〉　　　　 

㈱松立鋼機 〈釧路市星が浦南〉                  丸彦渡辺建設㈱ 釧路支店 〈釧路市新富士町〉

釧根電気工事業協同組合〈釧路市新釧路町〉       ヤマト機械㈱ 〈釧路市仲浜町〉

釧石工業㈱ 〈釧路市昭和中央〉　　　　　　      和商㈱釧路営業所〈釧路市暁町〉

釧路ベンダー㈲ 〈釧路町中央〉                  ㈱ホープス 〈札幌市〉

㈱釧路厚生社 〈釧路町別保〉                    日章運輸機工㈱ 〈釧路市星が浦南〉　 　　

大澤木材㈱ 道東事業部 〈釧路市阿寒町新町〉     玉造㈱ 釧路工場 〈釧路市大楽毛南〉　　

（釧路工業技術センター） 〈釧路市鳥取南〉      ㈱藤プリント 〈釧路市栄町〉  

㈱浅川商会 〈釧路市錦町〉                      ㈱千友館 〈釧路市鳥取大通〉　　　　　　 

㈱浅利組 〈釧路市松浦町〉                      ㈱タイシン 〈釧路市中島町〉

東工業㈱ 〈釧路市材木町〉                      太平洋興発㈱ 釧路支店 〈釧路市黒金町〉　

㈱阿部新聞店 〈釧路市黒金町〉                  太平洋石炭販売輸送㈱ 〈釧路市知人町〉

㈱アルファ・エンジニアリング 〈釧路市星が浦〉  太平洋設備㈱ 〈釧路市春採〉

(一社)釧路水産協会 〈釧路市浜町〉              ノーステックテレコム㈱ 〈釧路市北大通〉

釧路綜合印刷㈱ 〈釧路市白金町〉                バイオマテックジャパン㈱ 〈釧路市新野〉

釧路地区農業協同組合長会 〈釧路市黒金町〉      ㈱長谷川建築設計事務所 〈釧路市昭和南〉

㈱釧路内燃機製作所 〈釧路市浜町〉              日立金属工具鋼㈱ 〈東京都〉

㈱釧路熱供給公社 〈釧路市春湖台〉              広田鉄工㈱ 〈釧路市仲浜町〉　

釧路貨物自動車㈱ 〈釧路町中央〉                長江建材㈱ 〈釧路市入江町〉

釧路技研㈱ 〈釧路市新富士町〉                  ㈱ニッコー 〈釧路市鶴野〉　 

(公財)釧路根室圏産業技術振興センター           ㈱富士計器 〈釧路市星が浦大通〉

釧路コールマイン㈱ 〈釧路市興津〉              日本製紙㈱ 釧路工場 〈釧路市鳥取南〉

王子マテリア ㈱釧路工場 〈釧路市大楽毛〉       タカオ工業㈱ 〈釧路市住之江町〉

㈱小野寺組 〈釧路市阿寒町富士見〉              鋳工舎 〈釧路市星が浦南〉

㈱金安薬局 〈釧路市南大通〉                    ㈲東研工業 〈釧路市鶴野東〉　　　　　　　

㈱加納工務店 〈釧路市末広町〉                  トーワ計装㈱ 〈釧路市鳥取大通〉　　　 　

㈱北日本広告社 〈釧路市黒金町〉                得地ファニチャ工業㈱ 〈釧路町中央〉

このほか，釧路高専地域振興協力会には以下の企業が加盟しています。

16



事 務 局 室蘭工業大学　地(知)の拠点推進室

U　R　L http://cocplus.hokkaido.jp/

参加機関

[研究機関]　　 北海道立総合研究機構、室工大CRDセンター研究協力会

[連携自治体以外の官公庁] 帯広市、白糠町、西興部村、北海道警察

（令和元年12月05日現在）

[団体・企業等] 阿寒共立土建㈱、旭イノベックス㈱、㈱アシスト北海道、㈱ASCe、アベテック㈱、
               ㈱天内工務店、荒井建設㈱、 勇建設㈱、イト電商事㈱、伊藤組土建㈱、
　　　　　　　 ㈱井上技研、岩田地崎建設㈱、㈱内池建設、HRS㈱、㈱HDC、SOC㈱、
　　　　　　　 大槻理化学㈱、河西建設㈱、機械開発北旺㈱、北一食品㈱、北第百通信電気㈱、
　　　　　　　 北日本精機㈱、北見観光開発㈱、㈱北見コンピューター・ビジネス、
　　　　　　　 北見情報技術㈱、北見通運㈱、㈱北見ハッカ通商、㈱クオリサイトテクノロジーズ、
               ㈱倉本鉄工所、クリプトン・フューチャー・メディア㈱、桑原冷熱工業㈱、
　　　　　　　 幌清㈱、コーヨー日軸㈱、㈱コスモ設計、寿産業㈱、㈱近藤電子工業札幌営業所、
　　　　　　　 齋藤建設㈱、㈱坂井印刷、㈱サン園芸、サン技術コンサルタント㈱、
　　　　　　　 ㈱三和システムサービス、㈱システムサプライ、NPO法人シップリサイクル室蘭、
               白崎建設㈱、陣上工業㈱、㈱菅原組、㈱スリーエー、生活協同組合コープさっぽろ、
               ㈱そうけん、第一鉄鋼㈱、大幸建設㈱、大同電設㈱、㈱ダイナックス、大北土建工業㈱、
               ㈱タカフジ、㈱つうけん、ティー・イー・シー㈱、東海建設㈱、㈱道東アークス、
　　　　　　   東洋熱工業㈱札幌支店、東洋農機㈱、道路工業㈱、㈱ドーコン、 ㈱ドボク管理、
　　　　　 　　トヨタ自動車北海道㈱、㈱中神土木設計事務所、㈱永澤機械、永田製飴㈱、
　　　　　 　  ㈱中山組、ナラサキスタックス㈱、㈱楢崎製作所、㈱ニッコー、
　　　　　 　　日本アイビーエム・ソリューション・サービス㈱、
　　　　　 　　日本高圧コンクリート㈱、㈱日本システムデザイン、㈱日本製鋼所、
               日本製鉄㈱（新日鐵住金㈱）、ネッツトヨタ北見㈱、
　　　　　 　　野村興産㈱イトムカ鉱業所、㈱HARP、㈱ハイテックシステム、㈱長谷川建材、
           　  ㈱早水組、菱中建設㈱、㈱檜山鐵工所、㈱フィット、藤建設㈱、
             　フラワーヒルズ㈱、㈱ブルームテック、㈱ホクアイ、北辰土建㈱、
               北土建設㈱、北海道ガス㈱、北海道グローリー㈱、
               ㈱北海道ジーエス・ユアサ サービス、 ㈱北海道新聞社、北海道電力㈱、
               ㈱北海道二十一世紀総合研究所、北海道旅客鉄道㈱、北興化工機㈱、
               松本組、水元建設㈱、宮坂建設工業㈱、村井小泉建設㈱、㈱明和eテック、
               ㈱森川組、㈱モノリス、㈱ヤブシタ、㈱山腰測量設計事務所、㈱山田組、㈱流研

[金融機関]　　 苫小牧信用金庫、㈱日専連ニックコーポレーション、
　　　　　　　 ㈱日本政策投資銀行北海道支店、㈱北洋銀行、 ㈱北海道銀行、
　　　　　　　 室蘭信用金庫、明治安田生命保険相互会社 札幌マーケット開発室

北海道ＣＯＣ＋コンソーシアム

北海道の人口減少と地域経済の縮小に歯止めをかけ、自律的で持続的な地域社会の創生に寄与することを目
的として、産学官金のオール北海道体制である「北海道COC+コンソーシアム」を創設し、オール北海道雇用
創出・若者定着プロジェクト「ものづくり・人材」が拓く「まち・ひと・しごとづくり」事業を推進してい
ます。

[教育機関]　　 室蘭工大、北見工大、北海道科学大、千歳科技大、苫小牧高専、旭川高専、
　　　　　　　 釧路高専､函館高専、小樽商大（COC校）、札幌市立大（COC校）、
　　　　　　　 稚内北星学園大（COC校）

[自 治 体]　　 北海道、室蘭市、北見市、札幌市、千歳市、苫小牧市、旭川市、釧路市、
　　　　　　　 函館市

[経済団体]　　 北海道IT推進協会、北海道機械工業会、北海道経済同友会、
　　　　　　　 北海道経済連合会、北海道建設業協会、北海道商工会議所連合会
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