
キミの “面白い” が白石木工の “笑顔” の源

　白石木工 採用案内

木製家具・内装設計を通じて
笑顔をつなぎます。

商号　　　　　有限会社白石木工
所在地　　　　本社・工場
　　　　　　　〒981-3602　宮城県黒川郡大衡村大衡字北原30-1
　　　　　　　TEL：022-393-7380／FAX：022-393-7381
設立　　　　　平成元年7月
資本金　　　　1,000万円
代表者　　　　代表取締役　白石彰博
取引銀行　　　七十七銀行　中新田支店
従業員数　　　工場18名（パート2名）
　　　　　　　営業・施工管理6名
　　　　　　　事務3名（パート1名）
建設業許可　　許可番号：宮城県知事　許可（般－24） 第16591号
建設業の種類　内装工事仕上業・建具工事業
資格保持者　　職業訓練指導員（木工科）　　　1名
　　　　　　　一級技能士（建具制作作業）　　1名
　　　　　　　二級技能士（家具手加工作業）　6名
　　　　　　　木材加工用機械作業主任者　　　5名

詳しくは 白石木工ウェブサイトからお問い合わせ下さい。

白石木工　採用 で検索！

会社概要 採用の流れ

白石木工ウェブサイト入力フォームよりエントリー

白石木工よりご連絡

面接

合否通知



面白がって
ものづくりできる人
募集中～～～～～ !!!

私たち白石木工は、 

木製家具や建具をオーダーメイドで作り上げる職人集団です。 

私たちが作るものは「単なる製品」ではなく、 

製品を使う人の「笑顔」です。

社員一人ひとりがお客様の笑顔を想像し、 

自身も笑顔になれる。

そんな誇りある仕事をしています。

 白石木工の笑顔は、取り組む物事に「面白い」 

と感じるところから始まります。

キミが「面白いと思うこと」はなんですか。

 気付いたら「夢中になっていたこと」はなんですか。

もしそれが「ものづくり」なら、私達と一緒に働きませんか？



入社してから長い月日が流れました。
この仕事は木によって仕上がる製品
の表情が異なるところが面白いと感
じます。木というのは生き物です。
材質は硬い木、柔らかい木など様々
な特徴があります。
また「収縮・曲がり」もあって当然
です。それを生かして製品にするか、
どう仕上げていくかを考えるのが私
は楽しいと思います。

専務取締役：白石　将美 入社 :10 年目　　伊藤　勝浩
( 職人歴 : 30 年）

入社 :7 年目　　柏原　真
( 職人歴 : 30 年 )

入社 :4 年目　　西村　優太
( 職人歴 : 4 年 東北工業大学卒 )

建具には框組構造、フラッシュ構造な
ど様々な構造があります。
仕事として作業を行う中で
そのお客様の現場にあった構造を考え、
建具の製作を進めていくので、
ひとつひとつ違ったものが出来上がっ
ていく面白みがあります。
常日頃、私の持っている技術や知識を
若手に伝え、そこからまた次世代に繋
げていってもらえたらと思います。

手加工の楽しさは、難しい加工を組
み合わせてぴったりと木材を組めた
ときです。
初めに納まりまでのことを
全て計算してから加工を始めるので
慎重にかつ正確に進めなければ、大
変なことになってしまいます。
注意して作業を進めていくようにし
ています。

私は入社してから 4 年が経ちました。
現在はフラッシュ構造の家具をメイ
ンに製作を行っています。
図面を見てそれを頭の中でイメージ
し、実際に形になった時の達成感や
嬉しさはとても大きいものです。
そこにものづくりのやりがいを感じ
ます。

製作・施工実績

鑿 ( のみ )・鉋 ( かんな )・鋸 ( のこぎり ) を使用した昔ながらの加工方法や、機械を使用した近代的な加工
方法を用途に応じて使分けて家具を製作します。塗装は樹種や仕上方法によって様々な塗装を行います。
施工は打ち合わせから発注業務、現場施工の管理、引き渡しまで一貫して担当がメインに立って行います。
未経験の方も最初は先輩と二人一組の体制から始め、様々な経験を通じて一人前の職人になれるように指
導をしていきます。

作業現場の様子は次のページから！▶

工具 制作現場 塗装

ビジネスマナー研修 勉強会 ラジオ体操

BERBER TENDER’ S 様 Ｂ様　オフィス

宮城県仙台市 東京都

弊社では毎日朝礼を行っています。その中に勉強会を取り入れ “機械”　や　“手加工”　“ビジネスマナー”
について知識を身につけています。それらの教科書の内容を実際に生かせるように日々勉強してます。また
年長者の経験談を交えながらの解説があるのでわかりやすく、知識と技能が身につきやすいです。
機械、手加工の勉強は資格を取るうえでも役立ちます。朝礼の後は全員でラジオ体操を行い、一日怪我のな
いように準備をしっかり行ってから仕事に取り組みます。

大衡村役場

宮城県黒川郡大衡村

手加工 機械加工 塗装 施工

ゴルフも好き‼ゴルフも好き‼ 建具作りが得意建具作りが得意 手加工が得意手加工が得意 物作りが好き物作りが好き



良い仕事は
歳月に
磨かれる

図面を見てまず考えることは納まりです。
強度のある継手加工の仕方を考えることから始め、
加工をしながら「どういう風に組み立てるか」を悩み、
自分の経験を生かしながら進めていきます。
それでも、自分で納得できる仕上がりにするのは大変です。
何年経っても修業が必要ですね。
だからこそ、この仕事は楽しいのです。

入社 :7 年目　　工藤　喜秋
(職人歴 :40 年）

「昨日出来なかったことが
今日は出来るようになった。」

その繰り返しで製品は形作られていきます。
完成させる達成感や自分の成長
…それが “ものづくり”　の
一番の楽しみだと思います。

入社 :4 年目　　山添　文雅
(職人歴 :4 年 )

機械加工では行うことのできない細やかな仕上で
手加工の大切さを感じます。
綺麗に仕上げるためにはしっかり道具の手入れを
するのが重要なことだと思います。
手加工は難しいです。ですが、繰り返しながら
先輩方のように上手くできるようになることが
私の目標です。

入社 :2 年目　　古里　壮
(職人歴 :4 年 , 短大卒 )

【手加工】

木の性格を読み取り、機械で

は描けないような絶妙な曲線

や精密な加工を手作業で作り

上げていきます。

毎日の積み重ねが品質を決定

していきます。まさに職人の

技量が試される加工です。

手加工 機械加工 塗装 施工



【機械加工】

製品の大きさに合わせて、木

材のカット、穴あけ、金物取

付を行っていく作業です。

図面通りに制作をしていくこ

とはもちろん、木の特性や、

後の工程のことも考えて作業

を行ないます。

手加工 機械加工 塗装 施工

長年やっていても、
思い通りに木を加工出来た瞬間は
「やったー！」って心のなかで
ガッツポーズをしているんだよ。



【塗装】

塗装とは、主に完成した什器

や建具のツヤ出し・色付を行

う作業です。塗装をすること

によって「木」本来の木目や

温もりを引き出すことが出来

ます。また、色彩を変化させ

ることで様々な味わいを出す

ことも出来ます。

手加工 機械加工 塗装 施工

自分の出したい色・質感になるまで
工程を重ねて、理想の仕上がりにする
ことが塗装の面白さです。



【施工】

完成した什器をお客様のとこ
ろに持って行き、設置する作
業です。
時には仙台を飛び出し、都内
までいって施工を行うことも
あります。設置するところま
でがお仕事！設置した後はお
客様と喜びを分かち合える瞬
間です。

手加工 機械加工 塗装 施工

現場からはいつも製品を作っていく上で
大切なことが学べる。そういう瞬間を
逃さないようにするのが大事だね。



家具は、木材の一つ一つが積み重なってできています。
完成までの道のりは決して平坦なものではありません。
オーダー通りに、1ｍｍも寸法に誤差なく、
きれいに仕上げていくという高い技術が求められます。

私は作り上げた製品でお客様に喜んでいただけるように、
日々技術を磨いています。完成した家具を見ると、
乗り越えた壁やいくつもの工程が頭に浮かび、
達成感でいっぱいになります。

これからも家具職人として、
お客様に喜んでいただけるような
最高の一点物を作りあげていきたいです。

佐藤光
平成 24年入社

「１点物の家具を自ら作りあげる」のが面白い。
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