2019年8月学内合同説明会出展企業一覧

8/28開催 学内合同企業説明会出展予定企業
№ 機関（企業様）の名称

業種

本社所
在地（都 学生への一言ＰＲ
道府県）

勤務地１～３

募集職種１～３

1 株式会社ヤマザワ薬品

「地域の人々の生活の質の向上を実現する」という基本理念のもと、
59流通：その他
地域の人々がより健康で、より美しく輝いた人生を歩んでいただくた
(ﾒｶﾞﾈ･薬局･書 山形県
1山形県2宮城県
めのお手伝いをしております。「登録販売者資格」を取得し、地域の
籍・ｽﾎﾟｰﾂ等）
人々の健康を守る身近な存在として活躍してみませんか。

1総合職2総合職（地域
限定）3登録販売者（薬
種商販売）

2 株式会社三栄本社

山形県内外で42店舗を運営する総合外食産業です。「とんかつとん
56流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･
山形県 八」、「菜園バッフェピソリーノ」の地域ブランドに加え、FCブランドとし 1山形県2宮城県
外食･給食
て、「モスバーガー」、「コメダ珈琲店」他の店舗を多面展開中。

1店舗運営職2営業職3
サービス職

3 株式会社フジキン

高度な技術力と確立された驚異のトップシェア！世の中に必ず無く
てはならないものを創る安定のＢｔｏＢ企業でありながら、新規事業
展開を進める成長企業です。新しい事にチャレンジしたい、社会に
36メーカー：その
貢献したい、そんな目標や夢を当社で実現しませんか？当社は本 1岩手県2エリア：関東 1技術職2営業職3事務
大阪府
他製品
業であるバルブの確立した地位を元に、最新医療に特化したサービ 3エリア近畿
職
スをはじめとした新規事業を展開しております。ドラマ「下町ロケット」
に撮影協力！人こそ人財宝として社員のモチベーションアップにつ
ながる各種手当も充実。人を大切に育てる会社です。

4 株式会社デンソーＦＡ山形

当社は、自動車関連メーカーを中心に、天童から全世界へオーダー
メイドの自動化生産設備を供給するシステムインテグレーションメー
30メーカー：一般
山形県 カーです。豊富な知識と経験を持った「プロの技術者集団」が、お客 1山形県
機械･産業機械
様視点に立って最適な生産設備を提案し、世界の技術開発・モノづ
くりを支えています。

1機械・電気設計職2事
務職3ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ関連職

5 山形トヨペット株式会社

57流通：自動車
お客様に自分の「ファン」になっていただく仕事です！車の知識は無
販売・自動車部 山形県 くても大丈夫！休日数は業界トップクラス、ボーナス３回で福利厚生 1山形県
品
も充実！面倒見の良い先輩たちがたくさんです！

1営業職

6 Ａ－Ｓｙｓｔｅｍｓ株式会社

70情報通信：ｿﾌ
ＴＶ局・ラジオ局などの放送システム用のソフトウェア開発を行ってい
ﾄｳｴｱ･情報処
山形県 ます。放送設備／システムに興味のある方や、そのプログラミング 1山形県2東京都
理・情報ｻｰﾋﾞｽ
に興味のある方など、お気軽に問い合わせ下さい。

1プログラマー2ｼｽﾃﾑｴ
ﾝｼﾞﾆｱ

7 ハイテクシステム株式会社

当社は全国に34支店を展開する地域密着型のIT企業です。希望勤
70情報通信：ｿﾌ
務地優先制で原則転勤はなく、入社前後の教育体制も整えている
ﾄｳｴｱ･情報処
東京都 ため、安心して働くことができる環境です。山形大学出身の社員は
理・情報ｻｰﾋﾞｽ
山形支店に9名、その他の支店には7名おり、先輩社員も多く活躍し
ています。

1複数事業所があるが
おおむね本人の意向
1プログラマー2ｼｽﾃﾑｴ
を重視する（南東北エ
ﾝｼﾞﾆｱ3技術職
リア内勤務地あり2山
形県3宮城県

8 コンドーテック株式会社

東証一部上場のメーカー＆商社です。建物の足元を支えるものや
工事・災害現場で必要となるもの等を取扱っており、皆さんの安全な
51商社：その他
東京都 暮らしを守っています。勤務地や職種もさまざまありますので、一人
の製品
ひとりに合った働き方をご紹介します！ぜひブースへお越しください
★

1複数事業所があるが
おおむね本人の意向
を重視する（南東北エ
リア内勤務地あり）2複 1営業職2営業事務職3
数事業所があるがお 技術職
おむね本人の意向を
重視する（南東北エリ
ア以外）3全国勤務

9 株式会社仙台進学プラザ

88サービス：学
一人ひとりにとことん『めんどうみ主義』の仙台進学プラザです。生
宮城県
習塾・教育支援
徒の「ありがとう」に１番近い職場を自分の居場所にしませんか？

1エリア：東北

クレバリーホームフランチャイズに加盟店として、新庄に本社を置
き、村山地域を中心に8店舗を展開する住宅メーカーです。お客様
7建設業：建築･
10 新山形ホームテック株式会社
山形県 の「夢」を「カタチ」にできるお仕事です。住宅やインテリアに興味が 1山形県
建設
ある方、人を笑顔にできる仕事がしたい方、ぜひ気軽にブースにお
越し下さい！

11 株式会社千代田商事

55流通：ｶﾞｿﾘﾝｽ
山形宮城のエネルギー企業です。地域の皆様の安心・快適な生活
山形県
1山形県2宮城県
ﾀﾝﾄﾞ・燃料
のお役に立つよう派は広く事業を展開しています。

大東建託（東証一部上場）グループの安定性。12期連続増益中の
成長性。ガスパル東北は東北エリアのライフラインを支えるガス会
株式会社ガスパル東北（大東 37電気･ガス･
1宮城県2岩手県3福
12
宮城県 社。当社の将来を担う総合職（事務系・保安営業・本社企画管理部
建託グループ）
熱・水道供給業
島県
門）の募集。文理不問。新卒入社３年後定着率90.9％。厚生労働省
「えるぼし」認定企業（福利厚生充実）

13 ネッツトヨタ山形株式会社

57流通：自動車
【夏採用】ネッツ山形は「山形一の私のお家のクルマやさん」を目指
販売・自動車部 山形県
1山形県
しています。まずは、ネッツ山形の雰囲気を肌で感じて下さい。
品

1

1講師（塾など）・ｲﾝｽﾄﾗ
ｸﾀｰ

1営業職2施工管理職

1総合職2営業職3

1総合職（地域限定）2
事務職3施工管理職

1営業職
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№ 機関（企業様）の名称

14 株式会社ライフフーズ

業種

本社所
在地（都 学生への一言ＰＲ
道府県）

13メーカー：食
品･食料

当社は単なる「食品メーカー」ではなく、「原料から」こだわり「製造」
から「販売」まで一貫して行っている『製販一体のMD(マーチャンダイ
ジング)会社』です。4つの工場を持ち、地域ごとのお客様のニーズに
よりきめ細かく対応できる体制を整備しており、“個食化”という新た 1エリア：南東北2エリ
福島県
な傾向に対応するため、価値ある商品を開発し続けるとともに販売 ア：関東
力の強化も図っています。さらに自社オリジナルの商品開発も行っ
ており、地域のお客様に「食」を通して新しい価値の提案を行ってい
ます。

勤務地１～３

道路や河川等の社会生活に不可欠なインフラ整備を基本とする基
盤整備に携わり、地域と共に歩む信頼される企業として、安心安全
株式会社朝日測量設計事務 10建設業：ｺﾝｻﾙ
15
山形県 を提供できるよう日々努力しています。新卒採用に力を入れており、 1山形県
所
ﾀﾝﾄ･設計事務所
３０歳以下の社員が４割を占めます。未来の国土を守る技術者にな
れるよう、先輩上司が丁寧に指導します。

16

株式会社 日情システムソ
リューションズ

募集職種１～３

1管理・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ職2生
産管理・品質管理職3
製造・生産関連職

1技術職2建築・土木設
計職3専門・資格職（整
備士含む）

日立製作所と日立グループ各社の最新の情報技術を継承し地方自
70情報通信：ｿﾌ
治体や民間企業を対象に常にお客さまの最適なシステム構築を実
1山形県2東京都3エリ
ﾄｳｴｱ･情報処
山形県 現します。確かな技術と専門性を活かし、新たなビジネスを共に創
1ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ2営業職
ア：甲信越・北陸
理・情報ｻｰﾋﾞｽ
出しています。卒業生も最新技術をお客さまに提供し、大いに活躍
しており、社員が安心して長く働ける職場です。

17 山形航空電子株式会社

32メーカー：電
子･デバイス

働きやすい職場、福利厚生が充実した環境で、私たちと一緒に成長
1山形県
してきましょう。何事にも前向きな皆さん！お待ちしています！！

1機械・電気設計職2管
理・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ職3製造・
生産関連職

18 株式会社小森マシナリー

当社は国内唯一の紙幣印刷機械メーカーである小森コーポレーショ
ンのグループ企業として、オフセット、デジタル印刷機械の開発・設
36メーカー：その
山形県 計・機械加工から組立、製品の搬入までを一貫して行っています。 1山形県
他製品
国内はもとより世界54か国に製品を輸出しており、全世界の様々な
ユーザーニーズにお応えしています。

1技術職2開発・研究職
3事務職

村山市、東根市が勤務地です。山大卒の社員が管理面・技術面で
活躍おり、大手化学系メーカー様の信頼を得て、実は皆さんの身近
山形県 な製品の試作や立上げも行っています。文系・理系、男性・女性とも 1山形県
に活躍中の先輩方や、オリジナルの福利厚生制度の話などお気軽
に聞きに来て下さい！！

1生産管理・品質管理
職2技術職3製造・生産
関連職

山形県

19 株式会社コヤマ

32メーカー：電
子･デバイス

20 アイジー工業株式会社

建物の顔となる、外壁材「金属サイディング」の分野でリーディングカ
29メーカー：金属
ンパニーである当社は、山形から全国、世界へと自社オリジナル製
製品･金属加工 山形県 品を生み出し続けています。研究開発から製造、販売まで一貫した
品
企業体制を強みに、いろんな方面からものづくりを追求できるオモシ
ロさが当社で働く魅力です。

21 ＴＰＲ工業株式会社

34メーカー：自動
製造業というと、どうしても理系の職種と思われがちですが、文理問
車･輸送機器･関 山形県 わず多くの人材がグローバルに活躍しています。若手社員が活き活 1山形県
連
きと仕事し、オンリーワンの製品を製造しています。

1技術職2生産管理・品
質管理職

22 株式会社 荘内銀行

地域の地方創生に貢献したい方！コンサルティングや営業に興味
60金融：銀行･信
山形県 のある方！【革新の金融情報サービスグループ】を目指し、若手が
託銀行
活躍する当行でともに地域を盛り上げていきましょう！

1総合職

23 株式会社エム・エス・アイ

当社は人間力養成を重視した超アナログ的なIT企業。企業社会の
インフラであるコンピュータシステムに携わるIT・ICT・IoT・AIの研究
70情報通信：ｿﾌ
開発を主たる業務としている傍ら、お客様満足と社員満足の両輪経
1山形県2宮城県3エリ 1ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ2営業職
ﾄｳｴｱ･情報処
山形県 営を実践し、特に社員満足度は全国IT企業5000社を対象としたES
ア：東北
3プログラマー
理・情報ｻｰﾋﾞｽ
調査で4年連続「満足度大賞」を受賞しています。AI技術の進化が行
き着くところにアナログあり。「社員個々の人間性を経営の柱とする
日本一変わったIT企業」それが当社です。

24 アリオンテック株式会社

25

ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング株式会社

1山形県2複数事業所
があるがおおむね本
人の意向を重視する 1総合職
（南東北エリア内勤務
地あり）3全国勤務

1山形県2宮城県

26メーカー：窯
設立18年目の若さ溢れる企業です。2019年4月にみはらしの丘新社
業･土石･ｾﾗﾐｯｸ 山形県 屋へ移転しました。現在成長中のアリオンテックで、皆さんの才能を 1山形県
ｽ･ｶﾞﾗｽ
開花させてください！
当社では電気/電子.機械.情報.化学.材料.物理.数学など様々な専門
32メーカー：電
性を持つ社員が活躍しています。「世界最先端の技術を生み出した 1山形県2宮城県3エリ
山形県
子･デバイス
い！仕事を通じて自分を成長させたい！自由な社風で働きたい！」 ア：九州・沖縄
当社には、そんな想いを実現できるフィールドがあります！

1営業職2開発・研究職
3機械・電気設計職
1技術職2機械・電気設
計職3生産管理・品質
管理職

当社は昭和16年に山形県で創業した総合物流企業です。常に顧客
1総合職2輸送運転職
ニーズに合うサービスを提供してきました。物流業界で当たり前と
1全国勤務2エリア：関 （鉄道・自動車・船舶・
山形県 なっている『貨物の追跡サービス』を日本国内で一番初めに導入し
東3エリア：東北
航空等）3専門・資格職
たのが当社です。現在でも強みである情報力を駆使した新たなサー
（整備士含む）
ビス（イノベーション）を構築中です。

26 第一貨物株式会社

39輸送：陸上

27 株式会社ヤマザワ

53流通：飲食料
山形・宮城で６５店舗を展開するスーパーマーケットです。「食」を通
品・食品スー
山形県
1山形県2宮城県
じて地域貢献しませんか！？
パー

2

1総合職2総合職（地域
限定）
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業種

本社所
在地（都 学生への一言ＰＲ
道府県）

28 遠藤商事株式会社

42商社：総合

弊社は生活に無くてはならないエネルギーを中心に「暮らし」に関わ
る商品を幅広く取り扱い、山形・宮城の生活の基盤を支えています。
山形県 時代に応じて刻々と変化するニーズを見極め、 新たな事業展開に 1山形県2宮城県
積極的に挑戦する一方で、働く社員と企業がともに成長していける
職場環境作りにも取り組んでいます。

29 日新製薬株式会社

21メーカー：化
山形県
学･医薬･化粧品

№ 機関（企業様）の名称

勤務地１～３

募集職種１～３

1総合職

1山形県

1開発・研究職2生産管
理・品質管理職3事務
職

「ニーズに応えるための新たな技術はないだろうか」「この新たな技
ニクニグループ（株式会社ニ
術をどうやったら活かしていけるだろうか」そんなことを考えながら、
30メーカー：一般
30 クニ白鷹、株式会社ニクニア
山形県 常にワクワクしているのが、ニクニという会社です。ものづくりの好き 1山形県
機械･産業機械
サヒ）
な方、新たな可能性を広げることで社会に貢献したい方、是非当社
で仲間として働きましょう。

1技術職2生産管理・品
質管理職

生活に必要な社会インフラを維持管理しています。IOTの進展を受
株式会社 山形環境エンジニ 89サービス：ﾒﾝﾃ
山形県 け、点検業務の高度化に挑戦していきます。皆さんの知恵と行動力 1山形県
アリング
ﾅﾝｽ･保守･修理
を当社で発揮しませんか！

1技術職2生産管理・品
質管理職

31

32 農林中央金庫

私たちは「金融の円滑を図り、農林水産業の発展に貢献する」という
唯一無二の指名を持つ「意味のある銀行」として、農林水産業に携
67金融：協同組
1山形県2全国勤務3
東京都 わる皆さまを支えるべく、約3,700名の職員一人ひとりが新たな取組
織
海外
みに挑戦しております。金融や食農分野で地元に貢献したい方は是
非ブースにお越し下さい。

1総合職（地域限定2企
画・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ職3営業事
務職

33 株式会社ヤマトテック

29メーカー：金属
若い方が多く働いている会社です。世界で当社しか出来ない製品が
製品･金属加工 山形県
1山形県
あります。一緒に世の中に貢献する仕事をしませんか？
品

1技術職2開発・研究職
3製造・生産関連職

34 みやぎ生活協同組合

みやぎ生協は東北のこれからを築き上げるため、地域全体と連携し
83サービス：協
宮城県 ながら暮らしを支える事業や活動を展開しています。地域作りや県 1宮城県2福島県
同組合・郵便局
民の暮らしを支えたい方募集中です！

1総合職

ダイハツ販売会社では、軽シェア１位のダイハツ車の販売をはじめ、
57流通：自動車
車の修理点検などを行っております。また、今回は東北グループで
販売・自動車部 これら以外
出展しております。地元の県で働きたい方、お客様と長いお付き合 1エリア：東北
品
いのできるお仕事につきたい方！今現在車に詳しくなくても大丈夫
です！お気軽にブースへお越しください！

1営業職

36 株式会社YCC情報システム

70情報通信：ｿﾌ
学部やＩＴスキルの有無は問わず、広く学生を募集しています。ぜひ 1山形県2宮城県3東
ﾄｳｴｱ･情報処
山形県
一度お話を聞きに来てください！
京都
理・情報ｻｰﾋﾞｽ

1ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ2営業職
3企画・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ職

37 株式会社シバタインテック

当社は、医療機器・理化学機器・福祉用具を扱う総合専門商社で
す。創業から一貫して、地域の安心・安全と【人の一生を支える】オ
ンリーワン企業として地域医療の発展に寄与し続けて参りました。お
51商社：その他
客様への商品提供を通して、人が関わるライフサイクル全てに貢献 1宮城県2山形県3福
宮城県
の製品
するだけではなく、高く強い志とプロ意識をもちながらトータルサポー 島県
トを提供しています。東日本大震災で医療機器や当社の存在が改
めて見直されました。地域密着企業として、これからも東北という地
域に貢献し続ける存在でありたいと考えています。

1営業職

38 （株）セントラルリース

山形・宮城・新潟の3県で12拠点を展開しています。安定した成長を
93サービス：物
続けており、目立たない業界ですが、地元に密着した仕事で大きな 1山形県2宮城県3エリ 1営業職2事務職3その
品ﾚﾝﾗﾙ・物品ﾘｰ 山形県
需要が見込める市場もあります。地元で息長く、安定して働きたいと ア：甲信越・北陸
他
ｽ
お考えの方、ぜひ一度ブースにお越しください！
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東北ダイハツ販売会社グ
ループ

3

