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１．原子燃料サイクル施設及び原子力発電所等の原子

力関連施設における設備の運転、保守及び管理

２．その他施設における設備の運転、保守及び管理

３．前各号事業に係る各種施設、設備、建築物及び機

器装置等の設計及び工事監理

４．前各号事業に係る建設業及び建築士事務所業務

５．前各号事業に係る機器、資材、物品類の販売

６．前各号事業に係る各種試験、調査、研究・開発及

び検査並びにコンサルティング業

７．動産の賃貸

８．不動産の賃貸

９．人材育成事業

10．労働者派遣事業

11．前各号事業に附帯関連する事業

事業内容

・青森県知事許可（特-28）第500215号

「土木工事業」、「とび・土工工事業」、「屋根工

事業」、「電気工事業」、「管工事業」、「鋼構造

物工事業」、「熱絶縁工事業」、「建具工事業」、

「板金工事業」、「ガラス工事業」、「塗装工事

業」、「防水工事業」、「内装仕上工事業」、「機

械器具設置工事業」

・青森県知事許可（般-28）第500215号 「消防施設工

事業」

・一級建築士事務所「青森県知事登録 第1599号」

・登録電気工事業者届出済

・青森県知事登録第2019092号

「一般用電気工作物」・「自家用電気工作物」

建設業許可

概要

日本原燃グループの一員として

原子燃料サイクルにおける総合メンテナンス企業として

わたしたちは地域社会及び地元企業とともに

安全･安心を築き上げてまいります

当社は、六ヶ所再処理工場の機動的な運営と保守業務を担う会社として、平成15年6月、日本原燃株式会社

の100％出資により設立されました。

その後、平成18年4月1日に原燃マシナリー株式会社と合併し、再処理工場、燃料製造工場、濃縮工場の保

守・保全、プラント運転受託、放射線管理の3事業を展開しております。

当社は、日本原燃グループとしての自前技術の蓄積・確立の一翼を担うべく、安全確保および環境保全を最

優先し卓越した技術力と高い信頼性をもって取り組んでいきます。

また、地元企業・地元技術者の活用を積極的に図りながら、地域社会に貢献する会社を目指してまいります。

会社概要

2022年7月1日

社員数
651名（2022年4月現在）
（役員は除く）

機械保修部・プラント保修部・

電気・計装保修部担当、

開発・設計室　社長補佐、

建設業法経営管理担当　兼　開発・設計室長

四方山　敏彦

放射線安全統括部・設備運転部・

営業企画担当、Jプロ推進室　社長補佐、

建設業法経営管理担当　兼　Jプロ推進室長 工藤　武人

統括業務部・営業部担当、

建設業法経営管理担当
木村　愛枝

監査役 小枝　元

執行役員 資金・JTカイゼン担当、

安全・品質統括室　社長補佐、

建設業法経営管理責任者 米内山　義明

取締役 渕野　悟志

監査役 平木　宏二

取締役 鶴来　俊弘

取締役 宮越　裕久

役員 代表取締役社長 社長執行役員 牧　隆

常務取締役 常務執行役員 芝野　隆之

本社所在地
青森県上北郡六ヶ所村
　　大字尾駮字弥栄平1番地108

資本金
4,000万円
（日本原燃100%出資の子会社）

売上高 107億3,110万円（2021年度）

会社名称 株式会社ジェイテック

設立 2003年6月6日



2022年3月現在

資格・免許等名称 人数

電気工事施工管理技士(1級) 8

電気工事施工管理技士(2級) 4

管工事施工管理技士(1級) 3

管工事施工管理技士(2級) 4

土木施工管理技士(1級) 6

土木施工管理技士(2級) 6

建築施工管理技士(1級) 5

建築施工管理技士(2級) 3

溶接管理技術者 3

給水装置工事主任技術者 3

排水設備工事責任技術者 1

建築士(1級) 2

第1種放射線取扱主任者 6

第2種放射線取扱主任者 21

電気主任技術者(3種) 3

電気工事士(1種) 10

電気工事士(2種) 78

消防設備士(甲特類) 1

消防設備士(甲) 39

消防設備士(乙) 31

高圧ガス製造保安責任者 9

冷凍機械責任者(1～3種) 18

公害防止管理者　水質関係第一種および第二種 3

ボイラー整備士 10

ボイラー技士(1級および2級) 80

エックス線作業主任者 11

ガンマ線透過写真撮影作業主任者 5

機械保全技能士　機械2級 4

危険物取扱主任者(甲) 14

危険物取扱主任者(乙) 370

計装士(1級および2級) 27

非破壊検査技術者PT(Level1～3) 5

非破壊検査技術者RT(Level1～3) 2

非破壊検査技術者UT(Level1～3) 2

非破壊試験PD(Level1～2) 2

ISO18436-2　機械状態監視診断技術者(振動)Ⅰ～Ⅳ 2

機械状態監視診断技術者(トライボロジー)Ⅰ～Ⅲ 1

第1種作業環境測定士(放射線物質) 2

第2種作業環境測定士 2

衛生工学衛生管理者 2

第一種衛生管理者 50

エネルギー管理士 2

測量士および測量士補 7

毒物・劇物取扱責任者 4

クレーン・デリック運転士(限定なし)および(クレーン限定) 155

2次元CAD利用技術者 2

3次元CAD利用技術者 1

ISO9001：2015　内部監査員養成講座 41

人数合計 1070

有資格者一覧





















設備設計サービス

設計業務に関しましては下記までお気軽にご相談ください。

設備設計(改造・更新)は弊社にお任せください

設備設計(改造・更新)から総合保守まで保守保全の経験を持つ当社が

お客様のご要望に柔軟に対応致します。

STEP-01

《ご相談》

見積り

ご相談

調査現状の機器に問題点や

要望がありましたら、

まずはご相談下さい。

STEP-04

《工事》

工事監理

試運転

工事

決定した仕様に基づい

て施工します。

STEP-02

《設計》

詳細設計

製作設計

基本設計

プランに基づいた基本

設計を行い[STEP③]に

つながる詳細設計を行

います。

STEP-03

《調達》

製造・製作

品質

調達

建設に必要な機材や資

材を購入し検査・輸送

を行います。

お客様のニーズにお応えする

多彩な技術とサービスを

提供します。

①

②

③

④

機械設計 電気設計 計装制御設備設計

建築設計 解析業務 その他設計業務

●段階的な取組み
(改造・更新)工事では、既設プラントの調査から始め

ます。ご要望の沿った提案を行うため、STEPごとに柔軟

に対応致します。

STEP

01

●安全衛生面について管理を行い進めます

全体構成と整合性を図りつつ、工期、品質、安全面につい

て管理を行いながら工事を進めます。

STEP

04

STEP

03

●プロジェクトの円滑な遂行

詳細設計で決定された仕様に従い、必要な機器の購入、検

査、輸送を一貫し行います。

見積り引合いなど材料の選定や調達に関するあらゆる業

務を行います。

STEP

02

●基本プランの作成

お客様のプランに基づき基本設計を決定し調達、建設につ

ながる詳細設計を行います。

製作、調達、工事に至るまで完成像をイメージする場合は

シュミレーションツールが活用されます。

3Dレーザスキャナ

計測業務

配管施工図

の作成業務

配置配管設計業務

設備設計(改造・更新)
STEPごと

の相談は

柔軟に対応

致します。

提供サービス

設備設計(改造・更新)は弊社にお任せください（1/1）











ドローン点検・空撮サービス

配管・弁・計器・貫通口
高所で必要だった足場や作業台

が不要のためコスト削減・時間

短縮が可能です。

天井裏(設備・機器)
段差のある狭い空間でも飛行・

点検が可能です。

外壁・屋上(設備)
高解像度のカメラが搭載されて

おり建物の劣化やヒビ割れを見

逃しません。

橋梁・トンネル
高所の目視点検でおこる事故の

リスクを低減することができま

す。

◆撮影例

安全
危険場所での

点検可能

（高所・狭小・

酸欠…）

低コスト
足場組立/高所作

業車が不要とな

り費用削減可能

短期間
目視と比較し

短時間で

点検可能

ドローンを活用するメリット

◆活用例

◆現地調査までの流れ

ご相談
・対象箇所の確認

・周辺状況の確認

・現地下見

・成果物の確認

1
計画書策定

・点検スケジュール

・飛行ルート調査

・安全/周辺環境確認

2
点検

・ＫＹ実施

・空撮による現地飛行※

3
報告書作成

・報告書作成提出

4

― お客様のニーズに合わせた立案を支援します ―

巡視点検 設備外観点検 腐食確認 パトロール 災害時状況

ドローン点検

※JUIDA認定操縦士によるフライト

ドローンのフライトはJUIDA(一般

社団法人 日本UAS産業振興協議会)

の認定を受けた操縦士が適切な

安全管理のもとで運行します。

撮影場所：JTTC(ジェイテック技術・訓練センター)
高輝度LEDで暗所でも撮影可

飛行の様子（屋外） 錆点検（倉庫の天井梁部） 赤外線カメラによる屋根点検

（倉庫屋根）
飛行の様子（屋内）屋内施設点検（天井梁部）

ドローン点検・空撮サービス（1/2）



ドローン点検・空撮サービスに関しましては下記までお気軽にご相談ください。

ドローン空撮
高所撮影の他、手持ち撮影では困難なカメラワークで臨場感のある撮影が可能です。

ホームページ素材またはPR動画に適した様々な視点

からの映像を撮影いたします。

◆活用例

空撮映像は様々なシーンで活用されています。

例えば・・・

 敷地・建物の全景

 建物の全体の流れるような映像

 建物等の近接映像から敷地全貌への移動

＜一般的な活用事例＞

①設備点検
（風力タービン・ソーラーパネル・橋梁・鉄塔）

②捜索救助活動

③測量…

(屋外用)MATRICE 300 RTK / DJI社製

飛行・安定性能が高い

ブレのない撮影が可能

(屋内用)ELIOS2 / Flyability社製

室内狭小空間の飛行に特化

非GPS環境下でも安定飛行

＜一般的な活用事例＞

①設備点検

（煙突内部・配管/タンク内部・昇降設備内・

天井裏・地下ピット）

…石油プラント、製造工場、上下水道インフラ等

国内外200ヵ所以上で導入

当社敷地上空から空撮

◆当社所有ドローン

特徴 特徴
プロペラガード

JUIDA認定操縦士によるフライト

ドローンのフライトはJUIDA※の認定を受けた

操縦士が適切な安全管理のもとで運行します。
※一般社団法人 日本UAS産業振興協議会

ドローン点検・空撮サービス（2/2）



放射線計測に関しましては下記までお気軽にご相談ください。

放射線管理設備・放射線モニタの点検・校正サービス

放射線管理設備・放射線モニタの点検・校正

●相談・要望ごと

①放射線計測機器を検討・更新したい。

・現場運用に合った提案を行います。

②Ｘ線検査装置を検討・更新したい。

・作業場所が狭いなどはカスタマイズし

小型化することを提案します。

顧客

当社のサービスで解決

サービスを提供

ご相談

下さい

放射線と測定器の教育

（社内教育）
ジェイテック技術・訓練センター

遮蔽・線源・距離の関係

（社内教育）
ジェイテック技術・訓練センター

ハンドフットクロスモニタ

の設置作業

放射線に係わる

教育訓練及び作業

放射線に係わる

放出管理、バイオ

アッセイ分析等の

知見による提案

約200種類の

放射線測定機器

点検保守の実績

製造メーカと

連携した保守

・保全体制

現場の状況や

環境にあった

放射線計測機器

の提案

顧客要望

に応じた

提案

ジェイテックは、放射線に係る専門的な知識・技術を生かした保守・保全を通じ、設備のライ

フサイクルに応じた提案などお客様のご要望に応じたサービスを提供いたします。

提供サービス
放射線管理設備・放射線モニタの点検・校正サービス（1/1）







消防設備の(点検・保守・工事)

提供サービス

消防設備の(点検・保守・工事)サービス

昨今、コンプライアンス遵守を求められる傾向にあり、消防設備点検も消防法に基づいた点検
とエビデンスの整理の需要が高まっています。
当社は高い安全対策と高品質な点検をモットーとしております。

定期的な点検はもちろん、消防機関への報告と、適切な維持・低コストを

両立できる提案で、お客様の企業の社会的責任に寄与と貢献を行います。

点検と保守、更新の提案のパッケージンで
効率的な防災管理が可能に

●連結送水管

●連結散水設備

●屋内／屋外消火栓設備

●防排煙制御設備

防火扉・シャッター

垂れ壁・非常錠 他

●誘導灯、誘導標識

●排煙設備

●消火器

●二酸化炭素消火設備

●FM200消火設備

●粉末消火設備

●泡消火設備

●スプリンクラー設備

●水噴霧消火設備

●自動火災報知設備

【消防設備点検】

●コスト評価による最適な管理

●型式失効による機器更新

●機能低下の診断

【消防設備等の更新・工事】
●自動火災報知設備の感知器、発信機、

地区音響装置等の補修

●屋内／屋外消火栓設備、消防水利、

消火栓、ホース、格納箱、標識の補修

●防煙垂れ壁の補修

●連結送水管、送水口の補修

【消防設備等の保守】

ハイレベルな環境で培われた高品質なサービスの提供

• お客様と、点検の方法と日程を統合的に調整
• 一時的に使用不可となる消火器等の代替措置
• 作業計画書のご提示
• 定期的な校正の計器を使用することで、高い
品質管理のご提供

• 子細な点検エビデンス管理と、適切なご報告

品質マネジメントの確立

消防設備の(点検・保守・工事)サービス(1/2)



消防設備の保守・点検・工事に関しましては下記までお気軽にご相談ください。

それが高い品質につながると考えます。◆受信機の工事◆

建物に応じた受信機を選

定し、感知器・発信機から

の火災信号の受発信が

できるよう取付工事を

行っています。

自動火災報知設備

◆感知器の工事◆

火災要因をいち早く

キャッチし、受信機へ発

信できるよう部屋に応じ

た感知器を選定し、取付

工事を行っています。

自動火災報知設備

自動火災報知設備

◆感知器の点検◆

加煙・加熱試験器を使用

し、天井面に設置してあ

る感知器の作動試験

を行っています。

工事・点検内容について

保有資格（技能講習資格 含む）

• 第一種電気工事士
• 第二種電気工事士
• 消防設備士（甲種特類、1～５類）
• 消防設備士（乙種1～７類）

• 第1種消防設備点検資格者
• 第2種消防設備点検資格者
• 監理技術者資格者
• 蓄電池設備整備資格者

• 防火対象物点検資格者
• 防火設備検査員（学科・実技）
• 甲種防火管理者
• 防災士 他

問い合わせ

誘導標識

◆誘導標識の点検◆

外観で有害な傷・損傷が

ないか、ライトを当て蓄

光されるか点検していま

す。

消火器

◆消火器の点検◆

消火器の製造年や外観

に傷・腐食・損傷がないこ

とを確認しています。

消防設備の(点検・保守・工事)サービス(2/2)

























放射線管理に関しましては下記までお気軽にご相談ください。

放射線保護具の着脱装訓練サービス

放射線保護具の着脱装訓練サービス

保護具の点検・装着訓練3

・保護具装着前の体調確認

・防護具の使用前点検方法

・防護具のリークチェック、注意点

防護具の着脱装訓練1

・各種防護具の使用前点検、着装前の

体調確認方法

・装備接続部のテープ固定方法、脱装

時を考慮した着装の仕方

身体サーベイ訓練2

・汚染の見逃しやサーベイ時のスピー

ドなど注意すべきこと

放射線測定訓練5

・放射線測定器の使用前点検

・バックグランドの測定方法

・放射線の測定位置

・放射線測定器の知識習得

汚染区分の移動訓練4

・汚染区分の高いエリアから低いエリ

アへの移動時に注意すべきこと

放射線保護具の着脱装訓練メニュー 図１．管理区域内作業に係る専門的な

(知識・技術)

ジェイテックは、管理区域内作業の保守・保全を通じ①原子力施設で働く放射線業務従事者を対象とした

「原子力施設での放射線管理業務」、②法令に基づく「管理区域での放射線測定業務」を行っています。

放射線管理に係る専門的な知識・技術(図1)を生かしたノウハウで

(J-SRS)による【放射線保護具の着脱装訓練サービス】を提供致します。

●訓練場所：本社、JTTC(ジェイテック技術・訓練センター)

本社

JTTC

教育の組合せ、日時場所は

お気軽にご相談下さい。

= 訓練のご案内（一例）

受講者 最大６名

№1,2,3,4,5

訓練に使用
する
準備品

①ジェイテック(本社、JTTC)
②受講者指定場所

訓練場所

当社にて
・放射線保護具1式
・サーベイメータ１式
を準備致します。

約4時間20分
(休憩15分含む)

訓練時間

訓練

提供サービス

放射線防護具の着脱装訓練サービス（1/1）



事務所
受付

多目的エリア

(9×6m)

研究開発

エリア

入口

設備/機器利用3
実機相当設備の利用

作業スペースの利用

1 教育/訓練
プラントの運転や保修に

関する基本的な技術習得

開発/検証試験2
新規技術の開発/検証試験

(共同研究開発(産学共同含む)も可能)

J-tech Technology＆Training Center (JTTC)

ジェイテック技術・訓練センター

ジェイテック技術・訓練センター

提供サービス

JTTCは核燃料再処理工場における設備運転作業や機器メンテナンスの技術力向上を目的とし、

㈱日本原燃殿協力のもと設立されました。

協力会社や地元企業の皆様向けにも施設を広く開放しております。

施設案内

見学希望の方は

ご連絡を！
他設備も

ご覧になれます

座学だけではなく実機相当設備を使用した実技訓練や試験ができる施設です

JTTCでできること

ジェイテックはプラントメンテナンスに関わる地元企業の皆様を応援いたします

(特徴1) サイト構外の立地を生かし、少ない制限で教育/訓練/試験が可能。

(特徴2) 多目的エリアの利用により、必要に応じたレイアウト変更/訓練設備の追設が可能。

・鉄骨造平屋建

・延べ床面積：約500m2

JTTC

ポンプ保修訓練装置

表面クリーニング装置

MSM操作訓練装置

水移送系

異常体感訓練

装置

GB作業訓練装置

(実技) 放射線防護服 着脱訓練

回転機

異常診断訓練装置

多目的エリア 利用例

ジェイテック技術・訓練センター（1/4）



各計装機器の点検や校正に
必要な基礎知識や技術ノウ
ハウの習得。

5

機
械

3 水ループ保修訓練装置

フランジからの漏洩および
これらに関するトラブルを
防止するための基本的知識
や技術ノウハウの習得。

操作訓練装置

1.計装機器保修訓練(単体/ループ)

・各計器の構造、役割、計測原理

・各計測機器の点検、校正

・各計器・設備不具合の理解

計
装

1.フランジ締結保修訓練

・取外し、締結、点検、計測

・締付後の通水漏洩確認

MSM基本操作技術や技術ノウ
ハウの習得。

マニピュレータ(MSM)/ 2.遠近間隔体感訓練

回転機器の状態監視に必要
な基礎知識・技術の習得。

(J-RAV) ・回転機器の種類と構造

・軸受および潤滑剤の役割と選定

・異常事象発生のメカニズム

・振動解析実習

・聴音検査実習

水移送系 1.基本知識習得 水移送系設備の早期異常を
検知するための感度向上お
よび保守知識・技術の習
得。

異常体感訓練装置 ・図面読み取り

・巡視/点検時のポイント

2.異常事象の体感（9項目）

・キャビテーション事象

・ウォーターハンマー事象 他

・運転業務における基本動
作の習得や各トラブル事象
(機器トラブル、外部電源喪
失等)に関する知識の習得。
・電気計装制御系/機械系保
守に必要な基本知識や技術
ノウハウの習得。

ハイブリッドコンパクト 1.基本動作習得

シミュレーター(J-HySIM®) ・指差呼称/復唱復令/報連相

2.通常運転操作訓練

3.応用訓練(トラブル対応)

＜電気計装制御系保守/保全員対象＞

1.電気計装制御系/機械系保守訓練

2.運転部門と連携した系統や電源の隔離に係る
合同保守訓練

・グローブを介した機器保
守作業の基本技能の維持お
よび向上。
・作業手順における注意事
項の理解。

作業訓練装置 ・グローブを介した機器の保守や調整

・工具類・雑固体の搬出入

　(バッグイン・アウト作業)

・グローブ、ビニルバッグ交換作業

2.トラブル事例紹介および模擬体験

ポンプ保修作業に関するト
ラブルを防止するための基
礎知識や技能ノウハウの習
得。

・構造、機能の理解

・分解組立、計測、検査

・手入れ

・センタリング

・ポンプ試運転

No. 設備 教育訓練メニュー(一例) 教育訓練の成果

1 ポンプ保修訓練装置

1.ポンプ保修訓練

8

3.現場隔離作業訓練

・隔離作業の基本

異
常
体
感

7

2

グローブボックス(GB) 1.汚染管理を意識した作業訓練

回転機異常診断訓練装置

2.バルブ・アクセサリー類の保修訓練

6

運転・保守訓練用 ＜運転員対象＞設
備
運
転

マスタースレーブ 1.MSM基本操作訓練

1.回転機異常事象体感訓練

4 水ループ保修訓練装置

パワーマニピュレータ(PM)

利用可能なJTTC設備および教育訓練メニュー（1/2）

・社内外(公的資格含む)の各認定・資格を所持した経験豊富な技術者が講師を担当いたします。

・お客様のニーズに応じてカスタマイズした教育・訓練メニューをご提案いたします。

ジェイテック技術・訓練センター（2/4）



11

3Dプリンター

14

多目的エリア(6×9×H6m)

利用例

15

研修室

・大型モニター/PC

・ホワイトボード

・机(3人掛け×8台)/椅子

・足場組立訓練

・納入前機器組合せ試験

設備、エリア利用の詳細についてはお問い合わせください。

(3Dモデル出力サービス)

12

3Dレーザー計測システム

(3D計測、アズビルドサービ
ス)

放
射
線
管
理

10 放射線防護服 着脱訓練設備

1.防護服着脱装訓練 防護服の正しい着用方法、
脱装方法および放射線防護
に係る基本的知識の習得。・放射線防護の基本

・トラブル事例および対策紹介

・マスク/タイベックスーツ等の着脱

・エアラインスーツ着脱訓練

13

簡易試験室

・ドラフトチャンバー

・ステンレス作業台

・試薬庫

・試験器具(ビーカー等)

そ
の
他
設
備
 
/
 
エ
リ
ア
利
用

・自動火災報知設備点検の
事前訓練、設備維持のため
の知識習得。
・火災報に至る条件の認
識。
・実火災時における対応の
習得。

・受信機/感知器の動作確認/停止

・各機器の内部構造確認

2.実火災を模擬した感知器作動体験

・煙感知器(火災報に至る煙濃度)

・実火災時における受信機の処置対応方法

No. 設備 教育訓練メニュー(一例) 教育訓練の成果

防
災

9 自動火災報知設備(J-FAST)

1.自動火災報知設備の点検要領実習

・社内外(公的資格含む)の各認定・資格を所持した経験豊富な技術者が講師を担当いたします。

・お客様のニーズに応じてカスタマイズした教育・訓練メニューをご提案いたします。

利用可能なJTTC設備および教育訓練メニュー（2/2）

ジェイテック技術・訓練センター（3/4）



JTTC
本社

利用申し込み（お申込みフォーム or 担当者E-mail）
必要事項を記入し、JTTC担当者までご連絡ください

【記入項目】会社名、代表者氏名、代表者電話番号、代表者メールアドレス、

利用希望日、利用目的、利用設備、利用人数、必要な資機材、(研修の場合)講師の要否

STEP 

1

ご契約成立
契約手続きに必要な書類および【注文書(任意フォーム)】を問合せ先 住所までお送りください

STEP 

3

設備のご利用
設備のご使用前にJTTC受付にてお手続きをお願いいたします

STEP 

4

JTTC担当者から連絡
当社より利用可否の連絡および契約手続きに必要な書類を送付いたします

STEP 

2
3営業日

以内

STEP 

5
請求書送付
当社より請求書を郵送いたします

1週間

程度

申込みからご利用までの流れ

各種ご相談およびお申込み

青森市

六ケ所村

アクセス

日本原燃㈱様

株式会社

ジェイテック

ファミリーマート

六ヶ所店様
OLED青森㈱様

いやさか自動車㈱様

N

太
平
洋

下
北
半
島
縦
貫
道
路

む
つ
湾

六ヶ所消防署

三沢市

394号線

180号線

六旬館

六ヶ所村役場

338号線

279号線

野辺地町

むつ市

戸鎖

二又

むつ小川原

国家石油備蓄基地

平日9：00～16：30

（事前のご相談により時間外・休日も対応可能）

昼食はジェイテック本社 食堂をご利用できます

利用時間11：30～13：00

利用時間

駐車場
無料（駐車台数23台）

オレンジラインのスペースに駐車をお願いいたします。

その他

株式会社ジェイテック 人づくりセンター
〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1番地108
TEL 0175-73-0340
E-mail JT-hitodukuri@j-tech66.co.jp

ジェイテック技術・訓練センターに関しましては下記までお気軽にご相談ください。

ジェイテック技術・訓練センター（4/4）




