一足先に
企業研究！
56社

山形大学生応援企業

この本の活用の仕方

業界･企業研究や合同企業説明会に参加する際の
手引きとしてご活用ください。

会社の雰囲気･働き方をイメージする。
先輩のコメント志望動機から企業の魅力を研究する。
気になった企業をHP等でさらに調べる。
この冊子を持参し、本学合同企業説明会や個別企業説明会に参加する。
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アライアンス 企 業とは …
山形大学と企業の提携

本学の教育理念に賛同し本学と一

（アライアンスシステムの構築）

体になって、時代にマッチした社会

【目的】大学と企業が一丸となって時代にマッチした社会人を育てる

人の育成に取り組んでいただいてい

●社員向け出張研修
●教育的効果のあるインターンシップ開発
●会社説明会の開催

企業

協働

る企業とのネットワークです。
本誌面では、学生が社会と触れあ

大学

●キャリア教育への協力
●OB・OGの派遣
●インターンシップの受入

学生と企業人の互いの顔の見える関係を目指して

う機会を提供してくださるとともに、
多大なる協力をいただいているアラ
イアンス企業を紹介しています。
是非、「なりたい自分」をイメージ
するための資料として活用してくだ
さい。
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事業概要 〉
〉
〉金属外装材の研究開発・製造・販売

アイジー工業株式会社

業界シェア No.1！
街中で目にする
モノづくり！

https://www.igkogyo.co.jp/

代表取締役社長

高光 克典

営業部

業務風景

ラウンジで行われるミーティング
研究開発部

まっすぐに、建物を包むチカラ。

業務風景

●住所／山形県東根市蟹沢上縄目1816-12
●従業員数／375名（男性317名、女性58名）
●事業所／本社、東根工場、寒河江工場、水戸工場、全国10営業所
●山形大学 OB・OG の数／49名（2021.4月現在）

断熱性・デザイン性に優れた外壁材「ＮＺ３５」使用の物件

OB・OGに聞きました。

会社 PR

金属製外壁材「金属サイディング」市場のリーディングカンパ
ニーである当社は、研究開発から製造、販売までの一貫体制が強
みです。建築・建材の業界に直結しない学部・学科からも多くの
方が入社し、多様な専門性をもって活躍しています！

この会社を選んだ理由【志望動機】
生活の中にある「当たり前」のものを作りたいと思い、いろいろな企業を探していた中で
見つけたのが、アイジー工業でした。大学院在学中は、メーカーの研究員になりたいと思っ
ていましたが、自分を知るためにも、化学系出身者が少ないであろう当社の説明会にあえて
飛び込んだ結果、建物という「当たり前」を認識させられました。この会社なら多くの人を
支える「当たり前」を提供できると思い、入社を決めました。

入社して実感した会社の魅力
岩 田 弘 絵

大学院理工学研究科
物質生命化学専攻修了
研究開発部 知的財産チーム
2017年入社

意欲的に挑戦する社員に対して、バックアップが手厚いと感じています。資格の取得や業
務に必要な勉強については、惜しみなく後押ししてくれる環境が整っており、若手でも各分
野に精通した社員が多くいます。その分、責任も求められますが、互いに補い合いながら業
務を行うことで、横の繋がりも強くなり、充実した日々を過ごしています。

企業連絡先

TEL：0237-43-1830

会社見学

随時ご連絡ください｡ 日程相談の上､ 実施いたします｡

OB・OG 訪問

e-mail：jinji@igkogyo.co.jp

担当：総務部 人事チーム 保科・加藤・竹中

対応可能､ 上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉企画・編集、印刷・出版、WEB・動画制作

山形を代表する
情報誌の発行元
https://www.y-asahi.com
月間100万 PV の情報サイト

制作実績600サイト以上

山形の街を笑顔と元気にする
情報発信企業！
●住所／山形県山形市立谷川2丁目486-14
●従業員数／40名（男性16名、女性24名）
●事業所／1箇所
●山形大学 OB・OG の数／2名（2021.4月現在）

会社 PR

1972年にアサヒ印刷として設立。2016年にアサヒマーケティングへと社名変更。雑誌の編集・出版、パン
フレットや WEB サイト制作などの企業ブランディング、WEB マーケティング、セミナーなど情報発信を軸と
した事業を展開。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私は学生時代から山形のことが好きで、街や地域を勉強できる地理学のゼミに入っていま
した。また、在学中に ZERO ☆23と出会い、いつも読んでいました。普段気づかないこと
を発見する地理学と、地域情報誌の仕事は、魅力を見つけるという意味でよく似ていると思
います。山形にもいくつか情報誌はありますが、情報の質が一番高くて、街の人に愛されて
いる ZERO ☆23を発行している会社で仕事がしたいと思いました。

入社して実感した会社の魅力
後 藤 瑞 希
人文学部
人間文化学科卒業

メディア事業部プランナー
2019年入社
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入社前までは、ZERO☆23を発行している会社という認識が強かったです。しかし入社後、
ZERO ☆23などの雑誌発行だけでなく、出版や印刷、WEB、動画制作といったかなり幅広
い事業展開をしている会社だと知りました。自社のツールを使ってブランディングやマーケ
ティングの複合提案ができるのは、独自の強みですし、魅力だと感じます。

企業連絡先

TEL：023-686-4331

会社見学

可能。

e-mail：maruko@y-asahi.com

OB・OG 訪問

担当：採用担当 丸子

対応可能，上記連絡先までご一報ください。

事業概要 〉
〉
〉半導体製造機器に関連する装置・部品・消耗部品・
消耗部材システムの製造、販売
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2021年12月
みはらしの丘に
新工場完成

https://www.aliontek.co.jp

2019年完成 本社工場

完成した第四工場

石英ガラスの加工において、独自の技術を持っています

半導体の未来を支える創造力
●住所／山形県山形市みはらしの丘2丁目37番1号
●従業員数／207名（男性165名、女性42名）
●事業所／山形市内：本社／本社工場／東北営業所、
第二工場、第三工場、第四工場、県外営業所３か所
●山形大学 OB・OG の数／19名（2021.4月現在）

当社は、半導体製造装置用の消耗部品を製造している会社です。主材料
は石英ガラスで、材料切り出しから出荷まで、一貫して行える国内でも数
少ないメーカーです。現代社会で必須となる半導体産業へ貢献しています。

社員教育に力を入れています

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
当社の製品は半導体製造装置で使用するため現在の社会には必要不可欠な仕事です。ま
た、私は電子部品や金属加工といった一般的な製造業よりも変わったことがしたいと考えて
いました。当社は石英ガラスという特殊な材料を扱っており、専門性と高い技術力を必要と
します。その中で技術者として自分を高めていきたいと思い入社しました。生産技術は様々
な知識を必要としますが、少しでも早く先輩方に追いつけるよう頑張っています。

入社して実感した会社の魅力
島 津 祐 也

工学部
機械システム工学科卒業
生産技術部 生産技術課
2017年入社

製品が社会から必要とされているというやりがいを感じます。また、自分だけではなく会
社もまだまだ成長途中で、その成長を実感することができます。自分がスキルアップして成
長するとともに会社も大きくなって成長していくのは若い会社ならではだと思います。夏は
ビアパーティー、冬は忘年会といった四季それぞれの行事も魅力の一つです。

企業連絡先

TEL：023-689-1560

会社見学

web 対応

e-mail：entry@aliontek.co.jp

OB・OG 訪問

web 対応

担当：総務部 高梨・亀井

事前に上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉半導体パッケージ開発・製造

ASE ジャパン株式会社

豊富な休日休暇、奨学金
サポート制度等で
働きやすさを後押し！

採用サイトhttps://www.asejp.aseglobal.com/recruit_new.html

最小サイズ0.4mm 角！
世界最薄・最小レベルの
半導体製品

半導体パッケージとエンジニア プロセスエンジニア
設備プログラムをセット

ASE ジャパン社屋

半導体後工程受託事業で世界 NO.1！
ASE グループ日本拠点山形から世界へ繋がる！

明るい雰囲気で打合せ

●住所／〒992-0324 山形県東置賜郡高畠町大字入生田1863
●従業員数／400名（男性247名、女性153名）
●事業所／本社・本社工場
●山形大学 OB・OG の数／32名（2021.4月現在）

会社 PR

弊社は最先端技術を駆使し、スマートフォン・車載製品・民生品
向け半導体パッケージ開発・製造を手掛ける山形本社のリーディン
グカンパニーです。

ほっとひと息 雑談タイム

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学在学中は半導体材料に関わる研究を行っていました。
台湾に本社を構え、半導体組立の世界トップシェアを誇る ASE Gr の一員である ASE ジャ
パンなら、ワールドワイドな仕事ができると感じ入社しました。

入社して実感した会社の魅力
技術部に所属しており、新製品の立上げや、生産設備の運用準備などを行っています。
入社4年目ですが、やらなければならないタスクの整理・優先順位付けの大切さや英語で

丹 野 泰 長
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大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻修了

のコミュニケーションが必要な場面もあり、学生時代の不勉強さを痛感しています。

プロセスエンジニア
2017年入社

がいのある日々を過ごしています。

技術部

最近は任される仕事が増え、目の前の仕事に全力投球で取り組んでおり、大変ながらやり

企業連絡先

TEL：0238-57-2472

e-mail：asej_gaper@asejp.aseglobal.com

会社見学

事前に連絡頂ければ日程調整いたします。

OB・OG 訪問

担当：管理部［人事］採用担当

事前に連絡頂ければ日程調整いたします。
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事業概要 〉
〉
〉医療用医薬品原薬及び中間体製造販売

株式会社エースジャパン
www.acejp.jp

研究開発部

経済産業省地域未来
牽引企業に選定
安全にも配慮し
労働局長奨励賞受賞

管理部

会社全景と社員

技術とスピードで医薬品原薬を
山形から世界へ

製造部

●住所／山形県東根市東根甲5850-1
●従業員数／90名（男性79名、女性11名）
●事業所／本社工場（山形県東根市）、事業本部（兵庫県芦屋市）
●山形大学 OB・OG の数／10名（2021.4月現在）

会社 PR

我が社は、2002年の設立以来19年連続で黒字経常を続ける安定
企業です。活気に満ち和気藹々としたアットホームな雰囲気の下、
若手社員の積極的な管理職登用を進めております。

年数回の食事会

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
理学部時代有機化学を専攻し、学んだことを活かせる医薬品にかかわる職業に就きたいと考
えていた際、就職課から紹介を受け応募先候補として検討をはじめました。
工場見学で訪問し見聞きした中で若手社員の育成に力を注いでいて成長しやすいこと、先輩
社員のみなさんが高品質を求められるこの業界で熱意を持って働いていることに大変魅力を感
じ、この会社で挑戦したいという強い想いが沸きました。

入社して実感した会社の魅力
我 妻 優 次
理学部
物質生命化学科卒業
製造1課
2019年入社

働きやすい環境が魅力だと感じています。
工場見学の際に元気のいい挨拶や気さくに声をかけてもらったことがいまだに強く印象に
残っていて、実際の配属先でも悩みや疑問を親身になって聞いてくれる上司や先輩ばかり
で、とても心強く安心して業務に向き合えます。
何より化学好きな私にとっては、唯一無二の職場です。

企業連絡先

TEL：0237-43-6181

会社見学

基本的には1名からいつでも可能（事前連絡にて日程調整）

OB・OG 訪問

e-mail：saito@acejp.jp

担当：求人・採用担当

齊藤

対応可能（事前連絡にて日程調整）
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事業概要 〉
〉
〉情報サービス業

社員が活躍できる
サポート制度が充実！
https://www.ndsoft.jp/

営業所の様子

営業職のワンシーン

当社主力製品「ほのぼの NEXT」 コールセンター
職員様へシステムの
操作説明をする
サポートスタッフ

南陽市に本社を構えています

IT で創るヘルスケアの未来
●住所／992-0479 山形県南陽市和田3369
●従業員数／501名（男性332名、女性169名）
●事業所／山形本社 東京オフィス、関西オフィス その他全国12箇所
●山形大学 OB・OG の数／68名（2021.4月現在）

介護・福祉・医療施設向けソフトの開発・販売・保守を中心に
事業展開しています。「人のやらない事を、人のやらない方法で」
をモットーに、業界トップシェアである企業として誇りと責任を
もって仕事をしています。

2015年度創部の ND ソフトアスリートクラブ

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
地元就職を希望していたところ、大学で学んできた IT 分野で介護・福祉の仕事に携われ
ることに興味を惹かれ、この会社で働いてみたいと思いました。また、介護保険ソフトで
トップクラスのシェアをもち、県内でも有数の企業であることに魅力を感じ、ここ山形から
介護・福祉業界をリードする一員になりたい。と思ったからです。

入社して実感した会社の魅力
濵 田 繁 之
工学部
情報科学科卒業

システム開発本部
2009年入社
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会社の雰囲気です。入社前も社内の雰囲気がいいと感じておりましたが、実際に入社して
みると、平均年齢が若いのもあってかフランクな職場で、風通しのいい会社であることがわ
かりました。休暇もとりやすく、最近開発部門にフレックス勤務制度が導入されたこともあ
り、仕事とプライベートを両立できる働きやすい環境です。

企業連絡先

TEL：0238-47-7903

e-mail saiyo@ndsoft.co.jp

担当：人事部 人事課 採用担当（中川）

会社見学

要相談になりますので、まずは担当までご連絡ください。

OB・OG 訪問

要相談になりますので、まずは担当までご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉情報通信技術・情報サービス

株式会社 エム・エス・アイ

社員定着率№1賞
受賞 !

https://msi-net.co.jp/

金子社長

全国 IT 業界
社員満足度大賞
5年連続受賞 !

先輩社員

社内風景１
社屋

お客さまの喜びは社員の喜び
“山形 Only1の超アナログ的未来創造型 IT 企業”
社内風景２

●住所／〒990-2473 山形県山形市松栄１丁目5-7
●従業員数／69名（男性52名、女性17名）内外国人7名
●事業所／山形本社・米沢支店・庄内支店・仙台支店・郡山支店・首都圏オフィス
●山形大学 OB・OG の数／12名（2021.11月現在）

社内風景３

会社 PR

ICT･IoT･AI の研究開発事業を主体とし､ IT の総合商社的役割
を果たしているのが特徴です｡ 技術力や仕事力の基底は人間力 ･
人間性にあり､ ゆえに従業員の成長こそ企業の発展力と捉え､ 全
国でも珍しい社員教育を継続的に実施しております｡

先輩社員

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
会社見学会に参加し、会社の雰囲気や社員教育が徹底されていることを肌で感じたと同時
に瞬時にやりがいがある会社だと思いました。生き生きと笑顔で働いている社員の姿、そし
て社員の成長を大切にし、かつ全産業に通じる IT・ICT・IoT を専門とするエム・エス・ア
イで働くことにより自分の将来のビジョンを確実に実現できるものと確信したからです。

入社して実感した会社の魅力
髙 崎 和 志

地域教育文化学部
地域教育文化学科卒業
営業本部第一営業グループ
2017年入社

社員のコミュニケーション力の強さと積極性があれば何にでも挑戦できるという点です。
入社前、会社の様々なイベントに参加し雰囲気のよい職場だと感じておりましたが、入社後
もそのイメージは一切変わることがありませんでした。社長や上司・先輩社員の丁寧な指導
もあり、毎日ワクワクしながら働いています。

企業連絡先

TEL：070-1238-0827 e-mail：s-ariunbold@msi-net.co.jp 担当：経営企画室 アリウンボロド スガルマー

会社見学

随時受付しております。

OB・OG 訪問

対応可能。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉産業用装置 ･ 半導体デバイス・樹脂成型部品・自動車部品の製造
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エムテックスマツムラ株式会社
https://www.mtex.co.jp

山形から世界へ発信する
モノづくり
OB・OG の皆さんも
活躍しています！

仕事風景（若手社員）

本社管理棟

人と技術で無限の可能性に挑む
●住所／山形県天童市北久野本一丁目7番43号
●従業員数／301名（男性230名、女性71名）
●事業所／本社 ･ 天童事業所､ 尾花沢事業所
●山形大学 OB・OG の数／26名（2021.11月現在）

半導体デバイス
装置組立の様子

半導体製造装置

超微細加工技術を中核に､ 装置事業 ･ 半導体事業 ･ 樹脂成型事業 ･
自動車部品事業の4事業を展開しています｡ それぞれ独立した運営
をする一方､ 互いの技術を融合させた新製品開発や､ 高効率生産ラ
インを自社独自技術で構築できることを強みとしています｡

自動車用精密部品

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
半導体の設計や、半導体製造 ( 後工程 ) のテスティングといった仕事があり、大学時代に
学んできた半導体の知識やプログラミングが活かせる会社だと思い応募しました。また、社
員一人ひとりが生き生きと仕事に取り組んでおり、この会社ならば自分が将来に向けてス
テップアップできると感じられたのが理由です。

入社して実感した会社の魅力
高 橋 千 秋

大学院理工学研究科
電気電子工学専攻修了
電子デバイス製造部
生産技術課
2017年入社

いことや困ったことがあれば、先輩などに気軽に質問することができます。上司や先輩の丁
寧な指導のおかげで、自分のしている仕事が会社の役に立っていることが実感できます。

企業連絡先

TEL：023-654-9059

会社見学

1名から可能です｡ まずはご連絡ください｡

OB・OG 訪問
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社員間のコミュニケーションが良く、社内の雰囲気も生き生きとしているため、わからな

e-mail：saiyo@mtex.co.jp

担当：人事総務課 奈良崎・長谷川

可能です｡ 日程によってはご希望に添えない場合もありますので､ 上記連絡先までご一報ください｡
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事業概要 〉
〉
〉燃料卸売・小売業

遠藤商事株式会社

生活に欠かせない
エネルギーを供給する
会社です。

https://www.endo.co.jp/

サービスステーション

本社外観

いつもそばに、暮らしを支えるライフライン
●住所／山形市穂積85番地
●従業員数／251名（男性193名、女性58名）
●事業所／山形市本社 / 鶴岡支店 / 寒河江営業所 / 仙台支社 /
その他山形・宮城県内に拠点 20か所以上
●山形大学 OB・OG の数／17名（2021.4月現在）

ガス住設部

会社 PR

私たちの使命は、エネルギーを通して地域の皆様に「安全と安心」
をお届けすることです。
また、近年では暮らしのありとあらゆる側面を支えていくために水
耕栽培など新しい事業にも挑戦しています。
様々なことに挑戦し、成長することができる会社です。

イーベジファーム

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
会社見学の際に、石油やガスだけでなく、保険や水耕栽培など様々な事業を行っているこ
とを知り、この会社なら自分のやりたいことや、向いていることを見つけられると思ったこ
とが入社を決めた一番の理由です。
また、職場見学の際に会社の説明だけでなく私自身の話から、会社のどのような点が自分
に合っているのか説明して頂きました。具体的に自分の働く姿がイメージできたことも、入
社を決めた大きな理由の一つです。

入社して実感した会社の魅力
宍 戸 直 規
人文学部
法経政策学科卒業
総務部総務課
2017年入社

実際に働いてみると入社前のイメージ以上に様々な経験をしています。入社して間もなく
5年目になりますが、サービスステーションスタッフ・保険の営業や事務・採用担当など様々
な部署と業務を経験できています。それぞれの経験が少しずつ自分の力になっているのを感
じ充実した毎日を送っています。
また、職場の雰囲気もとてもよく、上司や同僚に気軽に相談でき、毎日仕事をしていく上
で大切な環境だと感じています。

企業連絡先

TEL：023-631-1331

e-mail：info@endo.co.jp

担当：総務部総務課

会社見学

日程調整の上、対応可能です。上記連絡先までご連絡下さい。

OB・OG 訪問

日程調整の上、対応可能です。上記連絡先までご連絡下さい。

宍戸 直規（シシド ナオキ）
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事業概要 〉
〉
〉配電制御システム製造業

株式会社かわでん

資格取得制度あり！
スキルアップを応援！

https://www.kawaden.co.jp/

山形大学 OB（営業職）

本社・山形工場

電気に生きる−電気と共に発展する社会と共生し、
人々の暮らしに貢献する−

山形大学 OB（技術職）

●住所／〒999-2293 山形県南陽市小岩沢225番地
●従業員数／764名（男性598名、女性166名）
●事業所／工場：山形、佐賀 支社：全国５支社5拠点【宮城・埼玉・東京・大阪・福岡】
営業所：全国21営業所
●山形大学 OB・OG の数／34名（2021.12月現在）

会社 PR

当社はカスタム型配電制御システムの設計、製造、販売、メン
テナンスを行なっており、専業メーカーで国内トップシェアを誇
る創業90年余の企業です。今日も全国で『KAWADEN 配電制
御システム』は陰ながら活躍しています。

山形大学 OG（事務職）

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学で専攻していた電気電子工学を生かしたいと考え、地元企業を中心に就職活動をしま
した。
当社は全国に展開している企業で、幅広い仕事に携われることが魅力でした。
現在は設計部システムチームに所属しており、社内のプログラミングを行っています。
入社前はプログラミングに苦手意識がありましたが、先輩方から丁寧に指導を受けること
ができ、とても心強く感じています。

入社して実感した会社の魅力
渡 邉 雄 輝
工学部
電気電子工学科卒業

設計部 システムチーム
2017年入社
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当社は板金、塗装、設計、組み立て、検査、と一貫したものつくりを行っています。
電気の会社と思われがちですが、盤構造の検討、盤内の熱の流れであれば機械的な知識、
塗装であれば、化学的な知識が身につきます。
大学で学んだ専門性も活かせますが、専門外の分野にも挑戦できる会社だと思います。

また、先輩や上司との距離感が近く、若手の意見も取り入れてもらえるのも魅力の一つです。

企業連絡先

TEL：0238-49-2011

e-mail：saiyo@mail-kawaden.co.jp

会社見学

受け入れ可能です。お気軽にお問い合わせください。

OB・OG 訪問

担当 ：総務部

皆川・松木・植木

対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
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事業概要 〉
〉
〉普通銀行業

株式会社きらやか銀行

「くるみん」取得！
ワーク・ライフ・バランスに
積極的に取り組んでいます！

https://www.kirayaka.co.jp/

本社社屋

上司と一緒に、本業支援の相談をしています

地域の皆さまと共に「活きる」
●住所／山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
●従業員数／1,201名（男性622名、女性579名）
●事業所／53カ店（県内39カ店、県外14カ店）
●山形大学 OB・OG の数／64名（2021.4月現在）

お客さまの会社を訪問し、本業支援を行っています

新入行員研修は熱気に溢れています 営業店内をきれいにディスプレイしています

OB・OGに聞きました。

会社 PR

地元中小企業の成長のお手伝いをする「本業支援」をスローガ
ンに、お客さまと私たちにとって「喜びあふれる」銀行となるよ
う、全行一丸となって取り組んでいます。経済系の学部のみなら
ず、文系・理系の多くの先輩が活躍しております。

この会社を選んだ理由【志望動機】
就職先を選ぶにあたって、様々な業種と繋がれる仕事に就きたいと考えており、特に銀行
員に興味を持っていました。会社説明会で OB・OG の先輩行員が、それぞれの仕事につい
て楽しそうに話されているのを聞いて、自分も安心してやりがいを持って働くことが出来る
と思いました。また、
「本業支援」を実践して、中小企業のお客さまの成長のお手伝いに全
行一丸となって取組むきらやか銀行の一員に、私自身もなりたいと思い選びました。

入行して実感した会社の魅力
菅野健太朗

入行後に実感した魅力は「風通しの良い職場」ということです。入行当初は分からないこ

人文社会科学部
人文社会科学科卒業

とばかりでしたが、先輩行員や上司からひとつひとつ丁寧に業務を教えて頂きました。新し

本業支援課
2018年入社

通しの良い雰囲気のおかげで、安心して業務を身につけることが出来ました。

企業連絡先
会社見学

い環境で覚えることもたくさんあり、毎日が大変でしたが、困ったときにすぐ相談できる風

TEL：023-631-0001
OB・OG 訪問

e-mail：saiyou@kirayaka.co.jp

担当 ：総務部 人事課 森谷・佐藤

「きらやか銀行オリジナルセミナー」を開催しますので、ぜひご参加ください。
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事業概要 〉
〉
〉オフセット印刷機械、デジタル印刷機械の設計・開発、製造、販売
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株式会社小森マシナリー

どこにも負けない
年間休日128日。
プライベートも充実 !!

http://www.komori-yamagata.co.jp

設計事務所内風景

製品テストフロア
本社屋外観

お客様の期待を超える商品とサービスを提供し、
感動をお届けできる企業を目指す
内覧会風景

印刷チェックの様子

デジタル印刷機

会社 PR

当社は印刷機械を設計・開発から完成品までつくるメーカーで、
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
子会社です。日本の紙幣は全て小森コーポレーションの紙幣印刷
機械で印刷されています。

Impremia ＮＳ40

OB・OGに聞きました。

●住所／山形県東置賜郡高畠町大字福沢300
●従業員数／344名（男性272名、女性72名）
●事業所／本社（山形県高畠町）
●山形大学 OB・OG の数／31名（2021.4月現在）

この会社を選んだ理由【志望動機】
工場見学に訪れた際に、初めて産業用印刷機というものを目の当たりにしてその見た目の
格好良さに感動し、小森マシナリーという会社に興味を持ちました。その後参加した企業説
明会などを通して、新しい印刷機械の印刷技術や印刷物の美しさに強く魅力を感じ、小森マ
シナリーの印刷機械に携わりたいと強く思い、この会社を志望いたしました。

入社して実感した会社の魅力
石 森 香 穂
工学部
電気電子工学科卒業

DPS 開発部 DPS 電装課
2019年入社
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入社して本配属がされてからすぐに即戦力として内覧会向けの印刷サンプル作成や会社案
内の作成など、さまざまな仕事を任せていただけたことが非常に嬉しかったです。まだまだ
至らない点ばかりですが、その経験が礎となり、どのような仕事に対しても臆せず取り組も
うという自信と意欲につながっています。

企業連絡先

TEL：0238-57-5111

e-mail：Makiko_Honda@komori.co.jp

会社見学

いつでも可能、随時対応致します。 OB・OG 訪問

担当：管理課 本田真紀子

対応可能。上記連絡先までお気軽にご連絡ください。

事業概要 〉
〉
〉コネクタ組立及び成形、ケーブル加工組立、工業用粘着テープスリット加工及び貼り付け加工
からの
医療用具加工組立（山形県医療機器製造業許可取得）
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

株式会社コヤマ

育休取得率＆復帰率100％、
男性（山大出身）も取得！

https://koyama64.wixsite.com/website

40周年大阪旅行＆パーティー

会社外観

会社主催ボウリング大会

人に喜ばれる価値を生み出し、
地域の発展と自己成長をはかる

子ども参観2019

●住所／山形県村山市大久保甲1260
●従業員数／154名（男性48名、女性106名）
●事業所／スリーエムジャパンプロダクツ（株）山形事業所構内作業所
●山形大学OB・OGの数／９名（人文学部4名、理学部1名、工学部4名）（2021.4月現在）

大企業から医療関係などの新規事業立上げを任される技術力を持つ当
社。社員教育に力を入れ、仕事を通して社員が成長しています。女性も
多数活躍。『やまがた子育て・介護応援いきいき企業ダイヤモンド企業』
認定。

『やまがた子育て・介護
応援いきいき企業
ダイヤモンド企業』認定

代表取締役 小山喜代司

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
合同企業説明会で話を聞いて、QC 活動などの改善活動に力を入れていることに興味を持
ちました。QC 活動は社員全員参加で自分たちの仕事が早く・楽になるためにはどうすれば
よいかを調査して、解決策を考え実施するという活動でした。このような仕事をこなすだけ
ではなく、より働きやすい環境を自分で作っていくという働き方が面白そうだと魅力を感
じ、（株）コヤマでなら自身の成長とやりがいを感じながら働けると思い志望しました。

入社して実感した会社の魅力
佐 藤 剛 一
工学部
物質化学工学科卒業
製造部生産技術課
2016年入社

社員の面倒見が良いことです。会社見学や面接を通して、打ち解けたような雰囲気を感じ
ていました。入社してからは、最初は現場で働いていましたが、先輩方からよく気にかけて
もらい、大変ながらも頑張ることができました。生産技術に移ってからも、事務所の中では

主任

部署関係なく周りの人たちと気軽にコミュニケーションをとって仕事をしています。

企業連絡先

TEL：0237-56-3355

e-mail：koyama@koyama.onmicrosoft.com

会社見学

いつでも可能、村山駅（奥羽本線）から送迎致します。 OB・OG 訪問
コロナ禍ですので、一人ずつ対応も可能です。

担当：総務部 高橋恵美

対応可能、上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉営農指導、農産物販売、農業資材購買、金融、共済

等

ＪＡグループ山形（農業協同組合、
中央会・各連合会・関係団体）
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お薦めポ

JA グループは
生産者と消費者を
結ぶ架け橋です

http://www.nokyo.or.jp/

JA 夏祭りで地元住民と餅つき交流

高級ぶどう「シャインマスカット」の格付け作業

JA 職員のための
マナー研修会の
ひとコマ

自動車共済・
暮らしの保障
を提案

OB・OGに聞きました。

地域の農業を振興し、安心して暮せる
豊かな地域社会を築きます。
●住所／各組合団体等による
●従業員数／県下 JA グループ 約5,000名
●事業所／県内に15JA、1中央会、5連合会、その他関係団体あり。
●山形大学 OB・OG の数／約220名（2021.4月現在）

職場 PR

JA は、組合員農家の農業経営と生活を守り、より良い地域社
会を築くことを目的とする協同組合です。指導・経済・信用・共
済の各事業のほか、農業後継者育成対策など、多岐にわたる活動
を行っております。

この職場を選んだ理由【志望動機】
大学で食について学んでいたため農業について関心がありました。また、地元に貢献でき
る仕事に携わりたいと思っていました。企業説明会にいくつか参加しましたが、地元に寄り
添うという点においてＪＡやまがたは特筆して魅力的でした。農業面だけではなく様々な分
野の事業を展開していることもそうですが、近くに JA があり小さいころに JA 祭りなどの
イベントに参加していたことから大変親しみを感じました。

入組して実感した JA の魅力
深 瀬 新 菜

地域教育文化学部卒業
JA やまがた高楯支店
金融共済窓口
2015年入組

連

絡

先

職場見学
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これほどまで地域に密着した業種は他にあるでしょうか。JA は営農だけではなく金融や
共済など幅広い分野の総合事業ですので、様々な業務に携わることができます。また、その
すべてが地域に寄り添った仕事です。窓口業務をしていても、ご来店されたお客様から「JA
は他の銀行よりも親身になって話を聞いてくれる」といった声をよく聞きます。

各組合・連合会・関係団体により異なります。JA グループ山形 HP をご覧ください。
上記にお問い合わせください。

OB・OG 訪問

上記にお問い合わせください。

事業概要 〉
〉
〉木造建築の設計・施工及び木構造部材製造業、
木造都市づくりの企画・トータルコーディネート

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

株式会社シェルター

シェルターの取組みは
SDGs の目標の一つ
「地球温暖化防止」に
貢献！

https://www.shelter.jp

98年にグッドデザイン賞を受賞・本社社屋

シェルターの代表作 “ 浮遊する壁の家” 本社ホール

最大の木造コンサートホールとしてギネス世界記録に認定されたシェルターなんようホール

都市（まち）に森をつくる
●住所／山形市松栄一丁目５番13号
●従業員数／121名（男性103名、女性18名）
●事業所／東京支社、仙台支社、プレカット工場（寒河江市）
●山形大学 OB・OG の数／4名（2021.10月現在）
社内行事の森林活動
（2021年）

打ち合わせ用の
プレゼンルーム

OB・OGに聞きました。

会社 PR

シェルターは創業以来、木造建築一筋に先駆的挑戦を続けてき
ました。私たちは「都市 ( まち ) に森をつくる」をスローガンに、
CO₂を多く吸収し伐採期を迎えた木を使い、最先端技術で大規
模・高層の木造建築をつくることでカーボンニュートラルな木造
都市を目指しています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
意匠設計の仕事に就きたかったので、設計事務所やハウスメーカーに絞って就職活動を進
めていました。入社を決めたきっかけは、就職活動中にシェルターで働いている女性社員の
方とお会いしたことです。その方の人柄に惹かれて、自分もこんな女性になりたいと思い入
社を決めました。今はそのあこがれの先輩の隣で仕事をしています。入社してみると魅力的
な先輩や上司の方々ばかりで、ここに決めてよかったと感じております。

入社して実感した会社の魅力
伊 藤 咲 楽

地域教育文化学部
地域教育文化学科卒業
デザインセンター
2020年入社

入社して感じた会社の魅力は、堅実さと柔軟さを兼ね備えた社風にあります。長年培って
きた確かな技術力があるからこそ、面白いと感じたアイディアをためらいなく話し合うこと
ができるのだと実感しております。新しい働き方や技術も積極的に取り入れており、のびの
びと成長できる環境のもと日々楽しんで仕事に取り組んでいます。

企業連絡先

TEL：023-647-5000

e-mail：saiyo@shelter.jp

担当：総務部 三澤、大内

会社見学

対応可能。
上記連絡先までご一報ください。 OB・OG 訪問

対応可能。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉普通銀行業 （預金業務・融資業務・国内為替業務・証券業務・
保険業務ほか）

「子育てサポート
企業」最上位
認定

https://www.shonai.co.jp/

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

東北初！最上位
「えるぼし」
認定！

若い世代でも活躍！
ワークライフバランス
を重視！

笑顔でお客さまをお迎えします！

©MONTEDIO YAMAGATA

地域スポーツの振興に貢献しています！

本店ビル

「お客さまの知恵袋」
信頼され、相談される銀行
●住所／〒997-8611 山形県鶴岡市本町1-9-7
●従業員数／1,192名
●事業所／山形県：41か所、宮城県：4か所、
東京都内：1か所、福島県：1か所
●山形大学 OB・OG の数／78名（2021.4月現在）

©SCP

県内地銀初！移動店舗車荘銀くらげ GO（号）！

会社 PR

当行は創業140年を超え、地域の発展とお客さまの夢の実現のために支援し続けています。さまざまな課題
やニーズにお応えするコンサルタントとして、銀行の概念に捉われない、お客さま目線のサービスと、柔軟性
に富んだ取り組みに挑戦していきます。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
銀行という枠組みにとらわれずに、時代やお客さまのニーズの変化に柔軟に対応する組織
風土に共感したことと、フィデアグループの「広域性」と「専門性」を強みに、地域の方々
と密に寄り添えることができる企業であると感じ当行を選びました。また、OB・OG 訪問
をした際に職場内で自身の意見を持って業務に携われること、ライフワークバランスを重視
しメリハリのある職場であることに大きな魅力を感じました。

入社して実感した会社の魅力
外部への勉強出向や本部業務のトレーニーなど、やりたい仕事や興味のある分野の業務に

及 川 亮 太
理学部
理数学科卒業
渉外課担当
2015年入行
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自ら手を挙げて従事するチャンスがあります。若手行員の意見にも耳を傾けてくれる風土は
当行の特徴ですね。私自身も業務の中で今までの提案方法にとらわれず「こんな風にお客さ
まに提案したらご納得いただけるのではないか」など主体的に考えながら仕事をしていま
す。また、職場内の風通しも良く、上司や部下と公私問わずコミュニケーションがとれるこ
とも魅力であると感じています。

企業連絡先

TEL：0235-28-2419

e-mail：saiyo@fidea.co.jp

会社見学

可。上記連絡先までご一報ください。

担当：人事管理室 中村

OB・OG 訪問

可。上記連絡先までご一報ください。

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

事業概要 〉
〉
〉油圧機器・ディーゼルエンジン部品・航空機部品製造

株式会社スガサワ

◇技術系のスキルアップ
◇国際舞台での活躍
◇各種研修制度の充実

www.sugasawa.com

作業風景

先輩社員からの丁寧な指導

会社外観

私たちの技術は高精度・高品質の
機械加工製品を提供しています。

上司との打ち合わせ風景

●住所／山形県寒河江市中央工業団地160-2
●従業員数／65名（男性59名 女性6名）
●事業所／営業事務所：神奈川県横浜市
●山形大学 OB・OG の数／4名（2021.4月現在）

会社 PR

当社は建設用重機、船舶、発電機用のエンジン部品や航空機部
品などの精密加工をメインにしています。中でも、航空機分野で
は JIS Q9100認証を得て海外顧客と取引をすることが当社の高
い品質評価とグローバリゼーションに繋がっています。

社内打ち合わせ風景

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私が会社を選ぶ際に重視していたのは、家業を手伝いながら仕事ができる地元企業でもの
づくりに携わることでした。
会社見学へ参加した際、県内でも数少ない航空機部品を製造している会社というところに
特に興味を持ち、また、会社を選ぶ際に重視していた条件に合っていたので、この会社で働
いてみたいと思いました。

入社して実感した会社の魅力
生 亀 直 登
理学部
物質生命化学科卒業

品質保証部 品質保証課
2017年入社

私は工業系の出身ではないので仕事への不安がありましたが、先輩方のフレンドリーかつ
丁寧な指導によって、重要な仕事でも安心して取り組むことができています。
有休も取りやすい職場環境のため、自分の時間を大切にすることができています。
また、興味があった航空機に関しては品質保証課として携われて嬉しいです。

企業連絡先

TEL：0237-84-5641

e-mail：saiyo@sugasawa.com

会社見学

対応可能、上記連絡先までご一報ください。 OB・OG 訪問

担当：総務部 長谷川
対応可能、上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉生産用機械器具製造業

家庭用ロックミシン（ベビーロック）の開発・製造・販売
からの
横型ピロー包装機の開発・製造・販売
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

株式会社 鈴木製作所

知的財産を有効活用する、
世界が認める将来有望株

https://suzuki-ss.co.jp

若手社員

社屋外観

山形のものづくりを世界に発信！
家庭用ロックミシン

●住所／〒990-0886 山形県山形市嶋南一丁目12番7号
●従業員数／133 名（男性91名、女性42名）
●事業所／本社工場、東京営業所
●山形大学 OB・OG の数／7名（2021.12月現在）

会社 PR

開発型の企業です！開発から製造、販売までを一貫して社内で
行い、こだわりぬいた「山形品質」で作る世界初の家庭用ロック
ミシン「ベビーロック」は、業界のトップブランドとして世界中
でご愛用いただいております。
包装機部門

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私はものづくりが好きで、３年生の時にインターンシップに参加させていただきました。
その中で歴代のミシンを実際に触らせていただき、ミシンごとに新しいことに挑戦し画期的
なアイデアを取り入れる上昇志向に驚きました。その中でも唯一無二の独創性と技術力に魅
力を感じ、自分も携わりたいと思い志望しました。

入社して実感した会社の魅力
大 木

舞

人文社会科学部
人文社会科学科卒業

特機課 ミシン組み立て担当
2021年入社
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会社のアットホームな雰囲気です。工業系のことを専門に学んできていなくても、一から
丁寧に教えてくれます。その為どんなに小さな疑問も質問しやすく、技術職でも文理問わず
働きやすい会社です。また、よりよい職場にするために常に改善案を出し合える雰囲気と環
境が整っている改善活動も魅力の一つです。

企業連絡先

TEL：023-684-0843

e-mail：baba-y@suzuki-ss.co.jp

会社見学

いつでも可能、事前に電話連絡ください。 OB・OG 訪問

担当：総務部 馬場
対応可能、上記連絡先までご一報ください。

事業概要 〉
〉
〉ジャム、ドレッシング、ドリンク等の製造及び販売

株式会社セゾンファクトリー
https://corp.saisonfactory.co.jp/

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

社員同士が仲が良く、
お互いに成長できる
環境です

商品画像

社屋外観
産地視察

製造現場

“おいしいものにこだわりたい”

日本の四季をテーマに、旬の素材を人の手の力で
よりおいしくしお客様の今日を特別にします。

品質管理

●住所／〒992-0262 山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566
●従業員数／195名（男性67名、女性128名）
●事業所／本社、商品センター、ショップ東京ほか全国18店舗
●山形大学 OB・OG の数／5名（2021.12月現在）

表示管理

会社 PR

旬の最高の素材を活かした、ジャム・ドレッシング・ドリンクなどの製造及び販売を行っています。素材の
厳選と、手作りにこだわった製法で高品質とおいしさを追求しています。何事にも真剣に取り組み、それぞれ
が役割を持ち、楽しみながら成長できる場がたくさんあります。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
企業理念にある“世界の一流を目指して”というコンセプトと、人 = ブランドであるとい
う考え方に共感し興味を持ちました。そして面接の機会に会社を訪問した際、一人ひとりに
真摯に向き合う姿勢、会社の力強いエネルギー、世界の一流ブランドになるという思いを全
面に感じ、私もこの会社の一員 = ブランドになり、多くの人に笑顔になってもらいたいと思
い志望いたしました。

山 田 大 樹

農学部
食料生命環境学科卒業
品質管理担当
（コンプライアンス統括課）
2014年入社

入社して実感した会社の魅力
圧倒的な元気の良さです。職場には常に活気があふれ楽しく働ける環境があります。入社
前も感じておりましたが、入社後は更に強く感じております。また常に新しいことことへ挑
戦するチャンスが多くあり、会社イベント等を通じ仕事に生かせる能力を学ぶ場があります。

企業連絡先

TEL：0238-56-2244

工場見学

電話予約の上、随時可能。上記連絡先までご一報ください。

OB・OG 訪問

e-mail：saiyo@saisonfactory.co.jp

担当：業務統括部総務課 加藤美紀

対応可能、上記連絡先までご一報ください。
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からの
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事業概要 〉
〉
〉電子部品・デバイス・電子回路製造業

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

イメージセンサー
世界シェア No.1

https://www.sony-semicon.co.jp/jobs/sck/

山形テクノロジーセンター外観

世界にむけて、最先端のものづくりを
●住所／〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000-1（本社）
〒997-8522 山形県鶴岡市宝田1-11-73 （山形テクノロジーセンター）
●従業員数／約10,200名（2021年10月1日現在）
●事業所／本社・熊本テクノロジーセンター（熊本県菊陽町）
山形テクノロジーセンター（山形県鶴岡市）
白石蔵王テクノロジーセンター（宮城県白石市）他
●山形大学 OB・OG の数／55名（2021.4月現在）

会社 PR

半導体製品の設計・開発・製造・カスタマーサービスまでを手掛ける半導体デバイスメーカーです。特に主力事業であるイメー
ジセンサーは世界シェアNo.1を誇り、世界中のスマートフォンやカメラ、車載用カメラなどに搭載されています。更にはイメー
ジセンサーにレンズや信号処理エンジンを組み込んだカメラモジュールで、イメージセンサーの付加価値を高めています。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
この会社では専攻分野問わず様々な方が活躍しており、生物学科専攻の私でもイメージセ
ンサーの世界 No.1シェアを誇る仕事に技術者として携われることに魅力を感じました。ま
た、実際に会社見学等でも職場の雰囲気の良さを感じたことも志望動機の一つです。

入社して実感した会社の魅力
専門的な知識が何もない状態で不安を抱えたまま入社しましたが、教育は基礎から行って

T ・ S

いただいた点がとても安心しました。また、社内の雰囲気という点ではわからないところ、

理学部
生物学科卒業

困ったことがあればすぐ聞きに行けるような働きやすい職場であると感じています。

山形製造技術部
2020年入社
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企業連絡先

TEL：0235-23-3411

e-mail：SCK-YAMAGATA-SAIYOU@sony.com

会社見学

対応可能、上記連絡先までご連絡ください。 OB・OG 訪問

担当：採用担当

対応可能、上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉運輸・ロジスティクス

安心して長く働ける制度・
環境が整っています！

第一貨物
第一貨物

HP：https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/
採用 HP：https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/recruit/

1日1万トンを超える貨物が捌かれる（東京支店ターミナル）

日本を動かすのは、君だ。
（手掛ける仕事のスケールの大きさが魅力だ）

本社（山形市諏訪町）

新たな付加価値（イノベーション）を創出する
東北屈指の総合物流企業

日本盲導犬協会への協賛活動も行なっています。
（新入社員研修の様子）

●住所／山形県山形市諏訪町二丁目1番20号（本社）
東京都江東区東雲一丁目7番12号 KDX 豊洲グランスクエア3階（営業本部）
●従業員数／5,700名（男性5,500名、女性200名）
●事業所／山形支店のほか、北海道～兵庫県に合わせて約150拠点（国内）
ベトナム（ハノイ）・中国（上海）に2拠点（海外）
●山形大学 OB・OG の数／29名（2021.12月現在）

会社 PR

創立80周年を迎えた東日本屈指の総合物流企業です。物流の全国ネットワークに海外拠点を加え、国内でい
ち早く貨物追跡サービスの開発・導入を行う等、確かな品質と安全を通じライフラインを支えています。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
まずは、地元山形県を拠点とし、全国展開している大きな企業であることに興味を持ちま
した。また、物流が社会の根幹を支えていることを考えた際に、【人々の生活を支える使命
感】、【大きなスケールで仕事する充実感】
、
【連携して仕事を完遂した時の達成感】など、大
きなやりがいを感じられると思いました。あとは、説明会や選考試験を通してアットホーム
な印象を受け、この会社なら長く働けると感じたことも決め手の一つです。

入社して実感した会社の魅力
小 島 果 穂
人文学部
人間文化学科卒業
本社 人事部
勤労グループ
2017年入社

上司や先輩方の人柄の良さです。入社前は、体育会系の方が多いのかなというイメージで
したが、実際は、柔らかい雰囲気の方が多く安心しました。分からないところがあれば質問
しやすい環境ですし、年の近い先輩方からはよくご飯に誘っていただきます。人間関係で悩
むことなく仕事に打ち込めるのは、非常に恵まれていることだと感じます。

企業連絡先

TEL：023-623-1411 e-mail：saiyou@daiichi-kamotsu.co.jp 担当：人事部 採用担当 兼子・鈴木・前田

会社見学

ご希望の事業所での対応可能です。
日程等相談ください。

OB・OG 訪問

対応可能です。ご希望の方は、
採用担当メールアドレス迄ご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉自動車部品、輸送用機械器具

ＴＰＲ工業株式会社

育休後の
復職率100% ！

https://tpkk.jp/

シェア No.1！世界を支える
シリンダライナメーカー
●住所／山形県寒河江市中央工業団地1番地
●従業員数／434名（男性388名、女性46名）
●事業所／所在地に同じ
●山形大学 OB・OG の数／37名（2021.4月現在）

会社 PR

世界トップクラスのシリンダライナメーカーとして、シリンダ
ライナを通して世界中の地球環境保全に役立ち、国内外の幅広い
お客様から信頼を得ております。これからの更なる発展を目指
し、国内外のお客様のニーズに対応しております。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私が就職活動において重視したのは「職場の雰囲気」です。特に工場見学や会社説明会で
の社員の方同士が話をしている様子や仕事に取り組む様子から、とても良い雰囲気を感じら
れたことが大きな決め手でした。現在は生産技術部の一員として、製造部門の方とも日々の
コミュニケーションを大切にしながら担当業務に取り組んでいます。

入社して実感した会社の魅力
私は就職するにあたっては、あえて大学の専攻とは全く異なる分野で就職しました。実際に
働いてみると、これまで知ることのなかった新しい分野を発見することができたことで、そこ

髙 田 咲 樹

大学院理工学研究科
バイオ化学工学専攻修了

で行う仕事についても新鮮味ややりがい、達成感を感じられるため常に前向きな姿勢で仕事に
取り組めています。

生産技術部 生産技術グループ
2018年入社

会社見学

TEL：0237-86-4131 e-mail：tpk_t-matsuda@tpkk.co.jp
担当：業務部総務グループ 松田貴文
いつでも可能です。随時メールにてご相談ください。

OB・OG 訪問

日程に応じて対応可能です。随時メールにてご相談ください。

企業連絡先
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▼会社ホームページ

事業概要 〉
〉
〉オーダーメイドの自動化生産設備の設計・製造・販売

からの
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リ
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キ
イント
お薦めポ

50名以上の OB・OG が
各職場で活躍しています！
https://www.denso-fy.co.jp/

確かな技術力

明るい雰囲気の職場

社屋風景

当社製作の将棋ロボット「電王手桜将」 多くの OB・OG が活躍

山形から 世界へ
オーダーメイドの自動化生産設備で
お客様のモノづくりを支える企業です
●住所／山形県天童市石鳥居2丁目1-57
●従業員数／330名（男性250名、女性80名）
●事業所／本社 ( 山形県天童市 )
●山形大学 OB・OG の数／52名（2021.4月現在）

世界のモノづくりを支える当社の生産設備

OB・OGに聞きました。

会社 PR

自動車関連メーカーを中心に、山形から全世界へ高品質・高性
能の自動化生産設備を供給しています。豊富な経験と知識を持っ
た「プロの技術者集団」が、お客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。

この会社を選んだ理由【志望動機】
会社説明会で工場見学した際に、数十メートルもの設備が動いているのを見て感動しまし
た。モノづくりに携わった仕事をしたいと考えていましたが、私が作りたいのはこれだと強
く感じました。オーダーメイドで毎回違った設備を作るので、常に新しいことに挑戦し学ぶ
ことのできるこの会社でなら、私の社会人としてのスキルを伸ばしていけると確信しました。

入社して実感した会社の魅力
自分が積極的になることで、任せてもらえる仕事がたくさんあることです。
入社前は、工場見学で見たような設備にすぐ携わることはできないだろうと考えていまし

佐 藤 大 海

工学部
応用生命システム工学科卒業

たが、自分のやる気を評価してもらい、設備の重要な部分の業務に携わることができました。
上司や先輩社員の丁寧な指導を受け、最後までやり遂げることができ、自信とやりがいにつ
ながりました。

営業技術室 技術三課
2015年入社

企業連絡先
会社見学
OB・OG 訪問

▼会社ホームページ▼

▼公式 Instagram ▼

TEL：023-655-5477 e-mail：dnfy_jinji@jpgr.denso.com
担当：総務室 総務人事課 兵藤
いつでも可能です。
対応可能です。上記連絡先までご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉半導体製造装置・フラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置事業
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イント
お薦めポ

東京エレクトロン株式会社

風通しの良い職場
充実した福利厚生

https://www.tel.co.jp/

開発機が並ぶクリーンルーム

航空写真【写真は、東京エレクトロン ( 株 ) の製品の１つ「プラズマエッチング装置」の開発製造拠点である
東京エレクトロン宮城 ( 株 ) です。
】

東京エレクトロンは、半導体をつくる装置を
つくる会社です。
●住所／〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂 Biz タワー
●従業員数／14,668名 ( グループ連結 ) 2021年4月 時点
●事業所／赤坂、府中、札幌、岩手、宮城、山梨、熊本など
（18の国と地域 76拠点）
●山形大学 OB・OG の数／129名（2021.4月現在）

エンジニア業務風景

オフィスエリア

東京エレクトロンは、国内1位、世界トップクラスの売上を誇
る半導体製造装置のリーディングカンパニーです。最先端のエレ
クトロニクス産業の中で、革新的な技術開発と製品の創出に日々
挑戦しています。

食堂

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
はじめは会社名も知りませんでしたが、卒業した先輩方の就職先としてよく見かけたのが
きっかけで興味をもちました。大学の合同説明会で会社の説明を聞くと業績もよく、グロー
バルにシェアを広げていてとても魅力的な会社だと感じました。また、『最先端の技術と確
かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します』という基本理念に共感し、私たちの生
活を豊かにする半導体の技術革新に関わりたいと思いました。

入社して実感した会社の魅力
熊 谷 圭 恵
工学部
物質科学工学科卒

先端プロセス開発室
2018年入社

いたよりも風通しが良く働きやすい職場でした。また、挑戦する姿勢を尊重して周りが応援
してくれる社風があり、努力次第で若手のうちから成果を残すことができます。開発費が十
分にあるので、最先端の技術開発がスピーディに進んでいることを実感しています。

企業連絡先

TEL：0120-770-074

会社見学

誠に申し訳ありませんが、当面の間ご来訪をご遠慮いただいております。

OB・OG 訪問
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上司や先輩と仕事からプライベートな内容まで気軽に話すことができ、入社前に想像して

e-mail：tmlpdsaiyo@tel.com

担当：人事部 齋藤

オンラインでの OB・OG 交流が可能です。お気軽にお問い合わせください。
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事業概要 〉
〉
〉損害保険業

東京海上日動火災保険株式会社

日本で一番人が育つ会社
を目指しています！

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

オフィス・窓口

会社外観

一緒なら、世界は変えられる。

代理店担当者同士の打合せの様子

●住所／（本店）東京都千代田区丸の内1-2-1（支店）山形県山形市松波1-1-5
●従業員数／17,176名（男性8,261名、女性8,915名）
●事業所／国内127営業部・支店、海外46の国・地域
●山形大学 OB・OG の数／15名（2021.10月現在）

会社 PR

当社は創業以来140年余り、社会課題の解決を通じて、社会の
進化・進歩、より良い未来の発展への貢献に取り組んで参りまし
た。これからもお客様に安心と安全をお届けし、お客様の“いざ”
をお守りするために日々挑戦を続けていきます。

保険商品パンフレット

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
損害保険は様々な業界の発展に深くかかわっており、入社後も多くの業界の方とかかわる
ことができる点に魅力を感じ、損害保険業界を中心に就職活動を行いました。また地域企業
の発展にかかわることで地元である山形に貢献できる仕事がしたいと考えたこと、そして就
活イベントに参加した際、先輩社員の目標達成に向けた主体的な姿勢に強く憧れを抱き私自
身もそのような姿を目指したいと思ったことから当社を志望いたしました。

入社して実感した会社の魅力
今野真理子
人文学部
法経政策学科卒業
山形支社
2019年入社

若手社員でも重要な担当を任せてもらえるため、責任感を持って目標達成に向けた主体的
な仕事ができる点が魅力です。お客様にとって一番良い保険のご提案は何かを考える仕事は
難しく感じることもあります。しかし、上司や先輩社員からアドバイスをもらい乗り越えら
れた瞬間の喜びは大変大きく、自身の成長を日々実感することができる会社です。

企業連絡先

TEL：023-632-3636 e-mail：お電話にてお問合せください。担当：山形支店 業務グループ 菊地・吉田

会社見学

対応不可（オフィス見学につ
いては OB・OG 訪問欄記載の
通りとさせていただきます。）

OB・OG 訪問

対応可能。同大学で5名以上の参加者を募って頂いた上で上記
電話番号までご連絡ください。（昨今の状況を鑑み、リモート
で実施する場合がございますことを予めご了承ください。）
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事業概要 〉
〉
〉情報処理サービス業

東北インフォメーション・システムズ株式会社

在宅勤務、時間休暇など
多様な働き方を実現！

https://www.toinx.co.jp/

オフィス

オフィス

ＩＴで、感動を、ともに。

新入社員研修風景

●住所／〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番10号
●従業員数／720名（男性561名、女性159名）
●事業所／仙台市内、青森営業所、
東北６県 + 新潟の県庁所在地にサポートセンター
●山形大学 OB・OG の数／46名（2021.4月現在）

セントレ東北ビル

会社 PR

当社は東北電力グループの一員として、東北電力・グループ企
業をはじめ、自治体・官公庁や地場企業の情報化推進のため、シ
ステム構築とその運用・保守を通じて、総合的な情報サービスを
提供しています。

新入社員研修風景

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
もともと IT 業界を視野に入れた就職活動を行っており、あって当たり前の社会基盤であ
る“電気”を IT の面から支えることができる企業という部分に魅力を感じました。また、IT
企業の多くは関東を拠点とする企業が多い中、弊社は地元である東北に根ざした IT 企業で
あり、地元に暮らしながら地元に大きく貢献できる企業であったことも志望理由の１つです。

入社して実感した会社の魅力
畑 中 佑 斗
理学部

数理科学科卒業

開発運用本部
システム開発２部 営業開発１課
2018年入社
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業務内容です。IT と聞くと多くの人が画面と向き合って仕事をする姿を想像しがちです
が、そのイメージとは真逆の業務内容でした。お客さまの求めるシステムを作るために、お
客さまとの会話は勿論、課内での意識合わせの会話が常に飛び交っています。画面よりも人
と向き合う仕事だったことが入社前のイメージとのギャップであり魅力だと思います。

企業連絡先

TEL：070-6956-6762

会社見学

不可

e-mail：saiyou@toinx.co.jp

OB・OG 訪問

担当：人事労務課 渡辺直子

就業時間外の対応となります。上記連絡先にご一報ください。

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

事業概要 〉
〉
〉電気機械器具製造業

長期休暇取得制度で
プライベートも充実
https://www.epson.jp/company/tohokuepson/

個々の活躍とチームの力で
「わくわくする会社」に。
●住所／山形県酒田市十里塚字村東山166-3
●従業員数／2,158名（男性1,632名、女性526名）
●事業所／上記のとおり
●山形大学 OB・OG の数／54名（2021.4月現在）

会社 PR

当社は、エプソングループのキーデバイス開発・製造拠点とし
て、独創的なものづくりを構築するため、一人一人が志を持ち、
自らの強みを磨きながら更なる高みを目指し未来に挑戦している
会社です。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
メーカーでシステムエンジニアとしての仕事がしたいと考えていました。
説明会や見学に参加し、自動化ラインを構成する装置やロボットを見て、システム開発と
関連付けることで IoT を活用した仕事に取り組みたいと思いました。また、社内でシステム
開発を進めるということで様々な仕事にチャレンジでき、経験を積めるところにも魅力を感
じました。
現在は製造支援のためのシステム開発を任され、やりがいを感じて取り組んでいます。

入社して実感した会社の魅力
伊藤森太朗
工学部
情報科学科卒業

事業管理グループ
2018年入社

部門間で連携し協力することで会社全体としてものづくりを強化しようという姿勢がある
会社です。社内教育や OJT の内容も充実しており、成長の機会だけでなくスピードも意識
した工夫がされていると感じます。やりがいのある仕事に取り組むことができプライベート
の時間も確保しやすいため充実した会社生活を送ることができています。

企業連絡先

TEL：0120-468-469 e-mail：mailto:te.somu@exc.eposn.co.jp 担当：事業管理グループ 中條・野口

会社見学

WEB 対応可能、上記連絡先までお問い合わせください。

OB・OG 訪問

WEB 対応可能、上記連絡先までお問い合わせください。
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事業概要 〉
〉
〉スピーカーの企画・設計、製造、販売
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文系・理系問わず
多くの先輩社員が
活躍しています！

http://pioneer.jp/topec/

スピーカー製品

無響室

仕事風景（スピーカー測定）
天童本社

進化を導く発想と具現化するものづくり力で
お客様へ新たな感動を届けます！
●住所／〒994-8585 山形県天童市大字久野本字日光1105
●従業員数／407名（男性315名、女性92名）
●事業所／山形県天童市（本社）、米沢市（米沢事業所）
●山形大学 OB・OG の数／86名（2021.4月現在）

新入社員

社員研修の様子

仕事風景（車載調査）

OB・OGに聞きました。

会社 PR

当社は、社名が表す通り「パイオニア（開拓者）精神」をもと
に、常に新しいものづくりにチャレンジしています。自社にしか
できない技術や品質、コストを実現し、人のこころを動かす製品
の提供をしていきます。

この会社を選んだ理由【志望動機】
地元山形でモノづくりに携わりたいという思いのもと、就職活動に取り組んでいました。
また小さいころから、音楽が好きだったということもあり、スピーカーのイメージがあった、
東北パイオニアの採用活動への参加を決めました。面接や社内見学で、会社の雰囲気を肌で
感じることができた事も、入社を決めるポイントになったと感じています。

入社して実感した会社の魅力
井 澤 良 太

大学院有機材料システム研究科
有機材料システム専攻修了
サウンド事業統括部
スピーカー開発部 要素開発課
2021年入社

新入社員研修で学び、業務に関する専門知識は、日々先輩方に教わることで、成長できてい
ると実感しています。

企業連絡先

TEL：023-654-9105

会社見学

工場見学は、事前に上記連絡先へご連絡下さい。

OB・OG 訪問
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入社前は、専門が異なることを不安に思っていましたが、スピーカーに関する基礎知識は、

e-mail：jinji.www_tpc@post.pioneer.co.jp

担当：人事室 吉田

OB・OG訪問は、事前に上記連絡先へご連絡下さい。
（オンライン対応がメインとなります。）
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事業概要 〉
〉
〉ジェネリック医薬品の製造・販売

東和薬品株式会社

多くの先輩が様々な
部門で活躍しています

https://www.towayakuhin.co.jp/

注射剤原料溶解確認

原薬開発

山形工場

MR 活動

くすりのあしたを考える。
●住所／大阪府門真市新橋町2番11号
●従業員数／3,308名（男性1,961名、女性1,347名）
●事業所／本社（大阪）、支社（東京）、工場（山形、大阪、岡山）、
研究所（大阪、京都、兵庫）、営業所（山形ほか全国71拠点）
●山形大学 OB・OG の数／46名（2021.10月現在）

製品開発

会社 PR

総合ジェネリック医薬品メーカーとして、
「安定供給」
「品質確保」
「情報提供」を充実していくだけでなく、患者さんや医療関係者が
「飲みやすく、扱いやすい」医薬品づくりに注力しています。

製品ラインナップ

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私がこの会社を志望した理由は２つあります。１つ目は、製品総合力 No.1を目標に
「RACTAB（ラクタブ）技術」をはじめとした高い製剤技術力を活かし、飲みやすく、扱い
やすい製品づくりに魅力を感じたことです。2つ目は、「人々の健康に貢献する」という企
業理念のもと、これまでの医薬品事業に加え介護やヘルスケア産業といった健康関連事業に
も進出し、幅広く健康増進に貢献する企業としての姿勢に魅力を感じました。

入社して実感した会社の魅力
菅 原 龍 人

大学院理工学研究科
理学専攻修了
生産本部 山形工場
製造第二部 固形製剤第三課
2020年入社

社員一人ひとりが、医薬品製造に携わる者としての高い意識と自覚を持って業務に励んで
おり、その一員として働いていることに誇りと魅力を感じます。また、工場では最新の設備
やシステムを導入して人為的ミスを最小限にし、高品質の医薬品を安定的に供給できる仕組
みを構築しており、自分達が製造した薬を家族や友人に胸を張って勧められます。

企業連絡先

TEL：06-6900-9110

e-mail：saiyo@towayakuhin.co.jp

会社見学

対応可能です。
上記連絡先までお問い合わせください。

OB・OG 訪問

担当：人事部 津熊悠佑

対応可能です。
上記連絡先までお問い合わせください。
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事業概要 〉
〉
〉眼科用医療機器・測量機器・産業用光計測装置製造
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株式会社トプコン山形

世界シェア No.1の
医療機器・測量機器を
生産しています

https://www.topcon-yamagata.co.jp/

70年以上積み重ねてきた光学系精密機器の生産技術

本社外観

さまざまな世界トップシェア製品を
生産しています

最先端の医療機器・測量機器で、
世界中の豊かな社会づくりに貢献します

眼科医療に欠かせない
最先端の医療機器

●住所／〒990-2196 山形県山形市大字漆山字石田547番地
●従業員数／348名（男性241名、女性107名）
・西工場（山形市漆山）
・白河工場（福島県）
●事業所／本社工場（上記住所）
●山形大学 OB・OG の数／27名（2021.10月現在）

会社 PR

トプコングループのメイン生産拠点として、眼科用医療機器や測
量機器などの光学系精密機器を生産し、世界中の眼科医療や社会イ
ンフラ整備の領域に貢献している企業です。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
家族の病気を経験して、高校の頃からずっと地元山形で医療機器に関わる仕事がしたいと
考えていました。その中で注目していたのが最先端の眼科医療機器を生産していたトプコン
山形です。大学3年時から毎年、会社説明会に参加して情報を集め、ここでなら大学で学ん
だことを活かしつつ、山形で長く医療機器に関わる仕事ができると思い、トプコン山形に決
めました。

入社して実感した会社の魅力
医療機器メーカーということもあってもっと堅いイメージがありましたが、人間関係はか

布 宮 颯 人

なりフランクです（大家族的な雰囲気です）
。そんな環境で先輩たちから教育や手厚いサポー

大学院理工学研究科
応用生命システム工学専攻修了
アイケア製造部
EC 製造技術課 EC 製造技術係
2020年入社

量のある仕事を任せてくれるため（現在は組立工程の自動化にチャレンジ中です）、やりが
いのある毎日を過ごしています。

企業連絡先

TEL：023-686-3987

会社見学

平日

OB・OG 訪問
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トをしてもらったため、スムーズに会社や業務に馴染めました。また、若手にもどんどん裁

e-mail：topcon.yamagata-somu@topcon.co.jp

9:00～16:00可能（オンライン対応可）

可能（上記まで事前連絡の上で日程調整します）

担当：総務課

松尾

事業概要 〉
〉
〉
（1）産業用ポンプ、ポンプ応用装置、環境関連装置等の製造
（2）半導体・液晶露光装置等、精密部品の機械加工・表面処理・組立
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ニクニグループ

手厚い福利厚生と
休日数の多さが魅力！

( 株式会社ニクニ白鷹、株式会社ニクニアサヒ )

株式会社ニクニ白鷹：https://nikuni-shirataka.co.jp/
株式会社ニクニアサヒ：https://www.nikuni-asahi.co.jp/

ニクニ白鷹作業風景
ニクニ白鷹外観

ニクニアサヒ社屋

地球環境をまもり、世界の産業発展を支える企業
～ニクニグループ～

ニクニアサヒ作業風景

●住所／株式会社ニクニ白鷹：〒992-0772 山形県西置賜郡白鷹町横田尻1367
株式会社ニクニアサヒ：〒990-1442 山形県西村山郡朝日町宮宿1930
●従業員数／株式会社ニクニ白鷹：105名（男性92名、女性13名）
株式会社ニクニアサヒ：98名（男性83名、女性15名）
●事業所／株式会社ニクニ白鷹：山形県白鷹町
株式会社ニクニアサヒ：山形県朝日町
●山形大学 OB・OG の数／22名（2021.4月現在）

会社 PR

ニクニアサヒ製品

ニクニドームやまがた
ニクニ白鷹作業風景

OB・OGに聞きました。

ニクニグループは、産業用ポンプと精密加工技術で、日本の、
そして世界の産業を支えています。創業以来、年度末決算では一
度も赤字を出したことがなく、経営的にも安定しています。グ
ループ会社２社の社長は山形大学卒業生が務めています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
地元で働きたい！という希望があったため県内の企業を探していました。その中でニクニ
白鷹は「高い加工技術力」と「自分たちのやっている仕事に情熱を持っている」と感じたた
め入社を決めました。
大学では化学を専攻しており、工場見学前は機械加工の会社に不安もありましたが、疑問
点は質問しやすく、雰囲気も自分に合っていると感じたのも決め手の一つです。

入社して実感した会社の魅力
当社の魅力は風通しの良い点です！

渡 邉 孟 徳

疑問点や不安な点は周囲の人に聞きやすく、また意見要望に対しては真正面から対応して

大学院理工学研究科
理学専攻修了

くれます。

第1製造部 技術課
2019年入社

うのも魅力の一つだと思います。

他にも、一人で出来るまでマンツーマンで指導してくれるため、安心して入社できるとい

企業連絡先

TEL：0238-85-5811 e-mail：info@nikuni-shirataka.co.jp
担当：ニクニ白鷹：総務課 木村 ニクニアサヒ：総務課 平田

会社見学

各社随時対応可能
（事前にご連絡ください）

OB・OG 訪問

対応可能
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事業概要 〉
〉
〉冷凍食品・レトルト食品の製造・開発

株式会社ニチレイフーズ

山形工場

http://www.nichireifoods.co.jp/

安定した経営
充実の福利厚生
多様な職種

工場外観
レトルト食品の
充填工程

まごころ込めて生産している商品の一例

企業コンセプト くらしに 笑顔を
開発グループ：
試作品の検食

●住所／山形県天童市北目三丁目3-35
●従業員数／285名（男性156名、女性129名）
●事業所／ニチレイフーズの自営工場：山形工場のほか全国8工場
●山形大学 OB・OG の数／13名（2021.4月現在）

技術グループ：新ラインの設置

当工場はニチレイフーズの生産工場として多様な商品を生産し
ております。創立60年以上の長い歴史を持ち、伝統と独自のノ
ウハウを活かした味わい深い商品を提供する一方、新たな分野の
開拓にもチャレンジしています。

事務所：商談風景

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
第一に社風です。採用担当者や先輩社員とお話する中で、フレンドリーで風通しの良さを
感じました。選考で工場に伺った際にも社員さんから気持ちの良い挨拶をして頂き、ホッと
しました。第二に入社後の柔軟なキャリアプランです。食に関する知識は皆無でしたが社内
外の教育が充実していて、多岐にわたる業務から希望の部署を選ぶことができると聞いて、
不安なく志望しました。地域密着で生まれ育った山形に恩返しをしたかったです。

入社して実感した会社の魅力
門 間

望

人文学部
人間文化学科卒業
製造グループ
2020年入社

キャリアを積んでいます。改善活動が盛んで私も積極的にチャレンジしています。改善を通
して様々な年代・部署の方と協力することで、コミュニケーション力の向上や人間の幅の広
がりを感じています。スキル面・人間力ともに成長できることが嬉しいです。

企業連絡先

TEL：023-653-3341

会社見学

企業訪問、工場見学は日程調整の上、可能な限りお受けします。お問い合わせください。

OB・OG 訪問
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先輩が親切に指導してくださり大変助かりました。入社後は希望していた製造グループで

e-mail：kadohamak@nichirei.co.jp

担当：総務グループ

企業訪問の際、スケジュールが合えば先輩社員から同席してもらうことは可能です。

角濱こずえ
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事業概要 〉
〉
〉ジェネリック医薬品の開発・製造

日新製薬株式会社

充実した福利厚生！
山形でずっと働ける
環境！

https://www.yg-nissin.co.jp/

荒谷工場

日新製薬本社工場

「その笑顔、いつまでも。」
●住所／山形県天童市清池東２丁目３番１号
●従業員数／1,037名（男性536名、女性501名）
●事業所／本社工場、荒谷工場、川越工場、東京事務所
●山形大学 OB・OG の数／85名（2021.10月現在）

仕事風景

仕事風景

強力な光をパルス照射する「パルス光滅菌」を世界で初めて医
薬品に応用し、加熱滅菌の難しいポリエチレンボトル注射剤の非
加熱滅菌を実現しました。また、事業所内保育所を開設しており、
社員のワークライフバランスにおいて育休の取得率も高く安心し
て働ける職場です。

PB ボトル

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
私は、仕事を通じて人々の生活を豊かにしたいと考えており、社会貢献度の高い事業であ
る医薬品の製造販売を行い、地元山形の発展に貢献している日新製薬に強い魅力を感じまし
た。
「医薬品を使う側の立場になり、喜んでもらえる医薬品を一生懸命につくり、提供してい
く企業」を目指す日新製薬で、ジェネリック医薬品市場の成長を牽引できるような技術者と
して活躍し、社会貢献したいと考えたからです。

入社して実感した会社の魅力
原 田

亘

大学院理工学研究科
物質生命化学専攻修了
企画開発部 研究開発課
2016年入社

入社前は医薬品の開発というと、一つの製品に少人数で長い時間をかけて研究するという
堅苦しいイメージがありました。しかし実際には、若い世代の社員が多く活気に満ちており、
同時に様々な製品の開発を課内で意見を出し合って方針を決め、様々な部署と連携しながら
作業を進めていくことが、とてもやりがいであり、魅力と感じております。

企業連絡先

TEL：023-676-6464

e-mail：saiyou@yg-nissin.co.jp

会社見学

対応可能、上記連絡先までご一報ください。

OB・OG 訪問

担当：総務課

鈴木康永

対応可能、上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉調理済冷凍食品・チルド食品・レトルト食品・缶詰・日配食品の製造販売
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日東ベスト株式会社

仕事とプライベートの
両立に自信あり

http://www.nittobest.co.jp

本社社屋

山形から全国へ！美味しい食事をお届けします
当社主力商品のとんかつ

卵・乳・小麦不使用の「アレルギー対応クレープ」

食を通して世の中のニーズに応えます！
●住所／〒991-8610 山形県寒河江市幸町4-27
●従業員数／1,465名（男性739名、女性726名）
●事業所／山形県及び千葉県ほか全国６ヶ所
●山形大学 OB・OG の数／59名（2021.4月現在）

「寒河江神輿の祭典」に毎年参加 11. ３（祝）は総合文化祭開催
（Ｒ２～３年は開催中止）
（Ｒ２～３年は代替企画の実施）

OB・OGに聞きました。

会社 PR

業務用冷凍食品の業界において、トップクラスのシェアを占めて
いる当社。また、食肉関連商品やデザートの開発・製造を得意とし
ており、“肉とデザートのベスト”とも呼ばれています。世の中の
ニーズに応え、世の中を変えていく役割を一人一人が担っています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学では化学系を専攻していたので、大学で学んでいない食品分野の仕事をやってみたい
と思いました。そんな時、就職活動で当社と出会いました。説明会等を通して感じた雰囲気
がとても良く、楽しく仕事ができる会社だと思いました。
また、当社には噛む力が弱くなった方向けの柔らか食、アレルギーを持つ子供のためのフ
レンズスイーツなど、多くの商品があることを知り、食を通して多くのお客さまに笑顔を届
けたいと思い当社を選びました。

入社して実感した会社の魅力
佐川菜々絵

大学院理工学研究科
バイオ化学工学専攻修了
研究部
2012年入社

34

当社は、仕事と家庭の両立支援に力を入れていて誰もが働きやすい会社です。例えば３歳
到達まで利用可能な育児休業、最大10年以内であれば育児のために一時的に離職できる再
雇用制度、社内保育所もあるなど、充実した制度が整っています。
また、適材適所を見抜き、自分がやりたいことをやらせてくれるのも当社の魅力です。

企業連絡先

TEL：0237-86-2100

e-mail：infojj@nittobest.co.jp

会社見学

ご希望の方は上記までご連絡ください｡

OB・OG 訪問

担当：総務人事部 人事課 堀野・内田

対応可能です｡ ご希望の方は上記までご連絡ください｡

事業概要 〉
〉
〉銀行業務全般（JA バンク・JF マリンバンクの全国組織）
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農林中央金庫 山形支店

手厚い福利厚生！
充実した研修制度！

https://www.nochubank.or.jp/

農林水産業と食と地域のくらしを支える
リーディングバンク
●住所／山形県山形市七日町3-1-16山形県 JA ビル
●従業員数／78名（男性56名、女性22名）
●事業所／（本店（東京）ほか国内19拠点、海外支店・事務所5拠点
●山形大学 OB・OG の数／14名（2021.4月現在）

会社 PR

農林中央金庫は、JA（農業協同組合）・JF（漁業協同組合）・JForest
などの協同組合組織を基盤とし、日本の農林水産業の発展のために設立
された公共性の高い民間金融機関です。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
実家が専業農家ということもあり、農業の力になる仕事がしたいと思い、農業関係で就職
活動をしていました。その中で農林中央金庫は、全国だけでなく世界に目を向けた仕事をし
ている会社というのが第一印象でした。金庫での採用試験等を受けるなかで人事担当の方の
対応がとても親切だったこと、面接でも親身に話をきいていただいたことから、「この会社
で働きたい」と強く思い入庫しました。

入社して実感した会社の魅力
木村奈奈実
人文学部
法経政策学科卒業

総括班（事務・人材育成）
2010年入社

企業連絡先
会社見学

農業だけでなく、水産や林業も含めた農林水産業に貢献できる仕事であること、ワークラ
イフバランスもしっかり確保できるところが魅力です。おかげさまで私も産休・育休をしっ
かり活用し、子育てをしながら働いています。最近では、男性の育児休暇取得推進や在宅勤
務、時差勤務等さらに働きやすい環境になってきています。

TEL：023-641-6271 e-mail：yamagata-soumu@nochubank.or.jp
担当：コーポレートサービス班（総務） 佐藤（真）・若林
OB・OG 訪問

OB・OG 訪問の際に支店内をご案内いたします。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉縫製機械、一般産業機械・装置製造業

株式会社ハッピージャパン

産業の礎となる
FA 装置の開発実績は
1,800種類以上 ！！

https://www.happyjpn.com/

ハッピージャパン新ブランドミシン mycrie（ミクリエ）

山形市立谷川工業団地内に本社工場があります。

各部署で若手社員が活躍中です！

“Technology and Beyond”
先進技術のその先に、世界の人々の幸せを。
●住所／山形市立谷川三丁目3515番地
●従業員数／287名（男性239名、女性48名）
●事業所／山形本社、東京オフィス、台湾工場、タイ工場他
●山形大学 OB・OG の数／40名（2021.4月現在）

明るい雰囲気の
組立工場

OB・OGに聞きました。

会社 PR

家庭用ミシンの製造から始まり、今では多様な分野の FA 装置
（自動化装置）なども作る、機械メーカーへと成長しました。設
計開発から製造、販売、アフターサービスまで、一貫した責任あ
るものづくりを行っています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私が入社を決めた理由は地元の山形で就職できること、多様な製品を取り扱っていて社内
で開発から出荷まで一貫して行っているため、様々な技術を身につけられると思ったからで
す。この会社はミシン、刺繍機、ハンドラー、FA 装置（カスタム品）、食品機械など様々な
製品を取り扱っていて、更に新製品の開発にも力を入れています。幅広い品目、新しいこと
に挑戦する気持ちがある点にも魅力を感じました。

入社して実感した会社の魅力
原 田 佳 宜

大学院理工学研究科
電気電子工学専攻修了
FA 事業部 カスタムグループ
2017年入社
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ミシンなどの量産品から FA 装置などの1品ものまで幅広い製品を設計からデバッグまで
一貫して行っているので高い技術力があります。また、福利厚生として、社員限定のメン
バーズカードが作れたり、娯楽施設のチケット等を安く購入できたり、社内の自販機が無料
開放されるなど、仕事面だけでなく生活面の補助も充実しているのが魅力だと思います！

企業連絡先

TEL：023-686-2272

e-mail：hpj.saiyo@happyjpn.com

会社見学

随時対応可能です。事前にご連絡お願い致します。 OB・OG 訪問

担当：総務企画部 総務課 菅井冴織

随時対応可能です。上記連絡先までご連絡下さい。

事業概要 〉
〉
〉システムエンジニアリングサービス・ソフトウェアエンジニアリングサービス

からの
センター
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イント
お薦めポ

標準勤務形態が
「在宅勤務」の社員が
約50％

https://www.hitachi-solutions-east.co.jp/

本社受付

ゆるぎない自主技術と日立の総合技術により、
北海道・東北から世界へ
●住所／宮城県仙台市青葉区本町二丁目16番10号
●従業員数／1,107名（男性949名、女性158名）
●事業所／仙台本社 ( 仙台市 )、東京事業所 ( 川崎市 )、
北海道事業所 ( 札幌市 )
●山形大学 OB・OG の数／111名（2021.4月現在）

会社 PR

当社は「自主技術へのこだわり」を経営理念に込め、独自の技
術を北海道・東北の地で醸成し、製品として国内および世界に提
供してきました。技術を伝承する「人を最大の財産として大切に
する風土」も当社の強みです。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
地元である東北地方のみならず、世界にも貢献できる企業であることに興味を惹かれまし
た。また、説明会や会社見学の際も、質問や疑問点に丁寧に答えてもらい、この会社なら安
心して入社できる、と感じることができました。私は情報系の学部出身ではなかったのです
が、日立グループの充実した研修プログラムを通して、コンピュータやプログラミングの知
識を修得できることも、入社の決め手となりました。

入社して実感した会社の魅力
石森健太朗
大学院理工学研究科
地球環境学専攻修了

ビジネスソリューション本部
2017年入社

企業連絡先
会社見学

温かい人が多い会社だと思います。仕事を始めたときは何もわからない状態でしたが、常
に先輩が優しく教えてくれました。お客様はもちろん、同僚や先輩、後輩に対しても温かい
気持ちで接する風土が、脈々と受け継がれていると感じます。働き方改革やリモートワーク
への対応も迅速で、公私ともに充実した生活を送れる会社だと思います。

e-mail：hse-saiyou@hitachi-solutions.com
担当：人事部 大内 綾子（070-3889-5662）・戸由
OB・OG 訪問

和佳子（070-8698-5803）

現在、社内見学・直接の訪問は受け付けておりません。
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事業概要 〉
〉
〉自動車用ワイヤハーネス・車載電装部品の製造販売

等
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お薦めポ

フジクラ電装株式会社

新車購入奨励金制度、
紹介制度あり♪

https://fujikuradenso.fujikura.com/

FAVL（ベトナム拠点）

本社外観
自動車用ワイヤハーネス

車載電装部品

“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく
●住所／〒992-1128 山形県米沢市八幡原一丁目1番3号
●従業員数／334名（男性263名、女性71名）
●事業所／米沢東事業所、海外（中国、タイ、ベトナム）
●山形大学 OB・OG の数／31名（2021.4月現在）

フジクラ電装株式会社は、株式会社フジクラ（東京都）の自動
車電装事業を担う自動車カンパニーのアジア地区統括会社とし
て、海外の生産拠点を拡大するなどグローバル企業として成長し
ております。

はたらく様子1

はたらく様子2

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
会社説明会の話を聞いて、様々な国の技術者と交流しながら仕事を進めていくことは大変そ
うだと感じた以上に、面白そうだと思いました。また自動車ハーネス製造という業務内容にも
興味がありましたが、ひととひと、モノとモノを“つなぐ技術”に、会社自体が誇りを持ち、
経営に取り入れていることに強い魅力を感じたこともこの会社を選んだ理由の一つです。

入社して実感した会社の魅力
田 口

まもる

護

工学部
物質化学工学科卒業
ハーネス事業部製品技術部
技術支援課
2015年入社

修生が訪れ、共に業務を行います。その中で言葉の壁や、文化（国民性 / 思想）の違いも多々
ありますが、“伝える”熱意と“理解しようとする”熱意が至る所で感じられ、とても活気
のある職場環境です。これも弊社の魅力の一つだと思います。

企業連絡先

TEL：0238-28-9211

会社見学

会社説明会と同時開催予定（マイナビにて受付）。その他の日程についても可能な限り対応いたしますので、ご相談ください。

OB・OG 訪問
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国際色豊かな事務所と、明るい雰囲気が特に印象的でした。定期的に海外の事業所より研

e-mail：fjd.somu@jp.fujikura.com

可能な限り対応いたしますので、ご相談ください。

担当：総務部総務課 五十嵐・外山
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事業概要 〉
〉
〉建設業

山形県建設業の中で
一番歴史のある
大きい会社です！
http://www.masukawa.co.jp

建築部社員

山形大学がん研究センター

大切なもの、人、夢、自然…。

ネッツタワー

●住所／山形県西村山郡河北町谷地甲1083
●従業員数／163名（男性149名、女性14名）
●事業所／山形本店、東京支店、宮城営業所、福島営業所、他
●山形大学 OB・OG の数／5名（2021.4月現在）

会社 PR

当社は土木・舗装・建築の３つの事業を手掛け、橋・道路・ダ
ム・学校等の公共事業から、工場・店舗・個人住宅まで幅広く営
業展開をしています。安全でハイクオリティな施工技術で質の高
い建造物を提供しています。

南三陸・志津川道路

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
携わった仕事が何十年、何百年と地域のシンボルとなったり、人々の生活を支えていくと
いう点に魅力を感じ建設業に興味を持ちました。升川建設を選んだ理由は２つあります。１
つ目は説明会に参加した際、大学の先輩から色々な話を聞き、入社後のイメージをしやす
かったこと。２つ目は山形県内 No, １の完工高と長年の歴史を持ち、県内の同業他社には
ない魅力があったからです。

入社して実感した会社の魅力
石 田 将 大
人文学部
法経政策学科卒業
建築営業部
2016年入社

若手でも仕事を任せてもらえるので色々な事を経験でき、成長を実感できるところです。
任された分責任はありますが、困った時は上司や周りの先輩がしっかりサポートしてくれる
ので伸び伸びと働くことができます。また、会社が若手社員の成長を長い目で見てくれると
ころも魅力だと感じています。

企業連絡先

TEL：0237-73-2233

e-mail：saiyou@masukawa.co.jp

会社見学

現場見学・会社訪問 対応可能。
上記連絡先までご連絡ください。

OB・OG 訪問

担当：総務部

安達 香奈

対応可能。上記連絡先までご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉医療機器商社（あるいは、医療機器の販売業）

丸木医科器械株式会社
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当社は東北の医療機器
商社で売上ナンバー１を
誇ります！

http://maruki-ms.co.jp/

お客様やメーカーさんとの
商談。まずは雑談から楽し
く入ろうかな。

電話でのお問い合わせにも
対応します。

倉庫で真剣に在庫確認中。

ipad や資料を使って
分かりやすくご提案します。
仙台市にある本社の様子

地域医療を支えるプロフェッショナル
命に関わる責任とやりがい
社内での情報共有は
欠かせません。

車で病院様に納品します。

●住所／宮城県仙台市太白区西中田3丁目20番7号
●従業員数／360名（男性240名、女性120名）2021.12月現在
●事業所／計７ヶ所 仙台市（本社）、山形市、酒田市、矢巾町、奥州市、横手市、八戸市
●山形大学 OB・OG の数／7名（2021.12月現在）

会社 PR

人の命に携わることができ、やりがい・誇りの大きな仕事です。医療現場で奮闘するプロフェッショナルの方々
と日々コミュニケーションを取り、医療機器を通じてサポートしています。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
医療業界の一員として働きたいという気持ちがありました。医療現場での仕事はとても大
変だと想像出できましたが、それ以上に現場の方々に感謝された時のやりがいを味わってみ
たいと思いました。

入社して実感した会社の魅力
どんどん成長していくことができる環境が魅力だと思います。丸木の強みは一人一人の営

大 谷 有 平

大学院理工学研究科
バイオ化学工学専攻修了

業社員の力だと考えています。尊敬できる先輩からたくさんのことを盗むことができ、私自
身も先輩から教えていただいたことを後輩へと教えています。この流れがあるので、着実に
成長することができ、同業他社にはない丸木の強みができているのだと思います。

メンテナンス営業 G
2016年入社

企業連絡先

TEL：022-242-3331

会社見学

申し訳ございませんが対応できません。

OB・OG 訪問
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e-mail：Suzuki-m@maruki-ms.co.jp

担当：管理部 鈴木将智

申し訳ございませんが対応不可です。何かご質問がある場合は、上記メールアドレスへお気軽にご連絡下さい。

事業概要 〉
〉
〉心なし研削盤（センタレスグラインダ）及び内面研削盤（インターナル
からの
グラインダ）とその周辺装置の開発、設計、製造、販売、サービス
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

ミクロン精密株式会社

心なし研削盤でトップ
シェアを誇るグローバル
ニッチ企業

http://www.micron-grinder.co.jp/index.html

主力製品の心なし研削盤（MPC-450II-GS 型機）

蔵王から世界へ

技術を言語に世界と渡り合える企業が
山形にあります
●住所／山形県山形市蔵王上野578-2
●社員数／235名（男性204名、女性31名）
●事業所／本社工場（上記住所）、みはらし工場、R&D センター、
東京営業所、名古屋営業所、アメリカ、タイ
●山形大学 OB・OG の数／36名（2022.1月現在）

技能五輪全国大会への挑戦

受け継がれる技術

心なし研削盤の国内シェア4割を誇るトップメーカーで30カ
国以上に7000台を超える納入実績があり、お客様からは製品や
サービスに対し高い評価と満足を頂いています。近年では医療機
器の研究開発に力を入れています。

先輩から後輩へ

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
初めは企業説明会での「心なし研削盤市場でシェア No.1の開発型工作機械メーカー」
というパワーフレーズに惹かれました。工場見学会では、ものづくりへの真摯な姿勢、
MICRON ブランドへの誇り、革新的技術を開発するという熱意が伝わってきました。気が
つけば「自分も先輩たちのように、プライドを持ちかっこよく仕事がしたい！」と思うよう
になり志望しました。実際入社してみると、当初感じた以上にエネルギーを持った熱い会社
です。

入社して実感した会社の魅力
五 十 嵐

司

私は有機デバイスを専攻していましたが、機械組立、部品加工、機械設計を経験して現在

大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻修了

は開発設計課で製品開発の仕事をしています。希望する職種で能力が発揮できるように一人

設計部 設計開発課
2016年入社

功体験をさせてくれる社風があり、自分が成長していることを実感できる会社です。

ひとりに合ったキャリアプランを考えてくれます。また、一つ上の仕事への挑戦を通して成

企業連絡先

TEL：023-688-8112

e-mail：careers@micron-grinder.co.jp

会社見学

1名からでも対応可能です。

OB・OG 訪問

担当：管理部 総務課 伊藤

対応可能です。担当までご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉
・カーシート用高級皮革の製造・販売
・家具用高級皮革の製造・販売
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ミドリオートレザー株式会社

子育てサポート企業に認定
されており、ワークライフ
バランスにも注力しています。

https://www.midori-alg.com

管理棟展示場①

山形本社工場

『天然素材を科学する』を企業コンセプトとし、熟練の技
と最新技術の融合、厳しい品質基準のもと、優れた本革製
品を国内外の自動車メーカー様に提供しています。

管理棟展示場②

●住所／山形県山形市三社57-1
●従業員数／435名（男性300名、女性135名）
●事業所／山形本社工場、東京本部、支店ほか全国4カ所
中国2カ所、ブラジル、海外拠点ほか3カ所
●山形大学 OB・OG の数／26名（2021.4月現在）

試作革確認

物性試験中

OB・OGに聞きました。

会社 PR

日本トップ、世界第3位のカーシート用レザーメーカーです。山
形本社工場を拠点とし、海外拠点と合わせて6極体制で国内外の自
動車メーカー様の世界戦略に貢献しています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
工場見学、面接を通して日本一の皮革メーカーであることへの自負を感じました。また現
状に満足することなく、海外のメーカーと積極的に競争し、より大きな目標を達成しようと
する社風に感化され、この会社で働きたいと思いました。加えて専門外の分野からきた自分
にも丁寧に工場内の設備や皮革について説明してくださり、入社後にどのような仕事をする
のかまで話してくださった面倒見のよさも決め手の一つです。

入社して実感した会社の魅力
東海林翔太
人文学部
法経政策学科卒業
技術部
2020年入社
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常日頃から「ここを変えればもっと良くなるよね」
、
「次はこうした方がいいと思う」とい
う話をしています。悪い部分、もっと良くできる部分は常に改善しようとする雰囲気があり、
年齢や役職、時には部署の壁を超えて意見を言えるため、高いモチベーションを持って仕事
に取り組むことができます。

企業連絡先

TEL：023-684-4311 e-mail：jinji-saiyo-new@midori-alg.com 担当：総務部 部長 鹿野和浩

会社見学

対応可能です。上記連絡先までご連絡ください。 OB・OG 訪問

対応可能です。上記連絡先までご連絡ください。
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ャ
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イント
お薦めポ

事業概要 〉
〉
〉冷凍食品製造

モガミフーズ株式会社

従業員同士の
コミュニケーション補助は
手厚いですよ！

http://y-mogamifoods.co.jp/

食に情熱。ひとに思いやり。
●住所／山形県西村山郡河北町谷地字鉾江96
●従業員数／302名（男性95名、女性207名）
●事業所／本社・工場とも上記住所
●山形大学 OB・OG の数／６名（2021.10月現在）

会社 PR

当社は創業から54年の企業で、今はニッスイブランドの市販
用冷凍食品を製造しています。市販用冷凍食品カテゴリの中でも
自然解凍品のパイオニアとして、日々皆様の食卓に笑顔があふれ
るような美味しい食品を作っています。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
働くのなら自身の好きなことに携わり、社会貢献したいと考え、食品企業に決めました。
また、食品に対して安心・安全を特に大切にしており、私の考える製品づくりと合っている
と感じました。
それに加えて、説明会や面接の際に私の考えを聞いていただき、丁寧な説明がいただけ、
信頼できる企業だと思えたことが大きな決め手となりました。

入社して実感した会社の魅力
坂 井 花 穂

農学部
食料生命環境学科卒業
製造第２課
2018年入社

若手社員が安心して成長できる環境が整っている点です。そのように感じたのは、長期に
わたる研修制度や周囲の方からの丁寧な指導をいただけた経験によるものです。２か月間の
工場内での実務研修がある他、部署配属後も指導担当の先輩社員を中心に指導していただき
ました。不安や疑問を受け止めてもらえ、安心してチャレンジできます。

企業連絡先

TEL：0237-73-2225

会社見学

コロナ禍が未終息のため、現時点ではお断りさせていただきます。

OB・OG 訪問

e-mail：takashi_saitou@mogamifoods.co.jp

担当：業務部

齋藤 隆

上記同様のためお断りさせていただきます。
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事業概要 〉
〉
〉カシオ製品の製造および、精密金型／プラスチック成形品の開発・製造
からの
カシオグループ海外拠点の生産・技術支援
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

山形カシオ株式会社

OB・OG 70名以上活躍 !!
時間単位での
有給休暇取得可能 !!

https://www.yamagata-casio.co.jp/

山形カシオが携わるカシオ製品の数々

時計専用新工場

カシオグループ国内唯一の生産拠点であり、
また海外拠点を指導するマザー工場

スマートウォッチ液晶パネル取付装置の開発風景

●住所／山形県東根市大字東根甲5400-1
●従業員数／594名（男性341名、女性253名）
●事業所／山梨事業所
●山形大学 OB・OG の数／71名（2021.11月現在）

会社 PR

『創造貢献』の経営理念の基、これまでに無い新しい商品を世
の中に送り出してきた CASIO。そのものづくりを支えてきたのが
当社です。福利厚生も⼤変充実しており、有休も取りやすく時間
外労働もしっかり管理。⼤変働きやすい会社です !!

新入社員参加の打合せ風景

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
私は地元で働きたいという想いで就職活動を進めていました。その中で県内企業をいくつ
か見学し、他社と比較検討したうえで一番面白そうだな、と興味を引かれたのが山形カシオ
です。自身が愛用していた“カシオ製品”その製造に関わることができるというところに惹
かれました。これからのカシオ商品の展開や生産に携わってみたい！という想いと、自身の
ものづくりが好きという気持ちがマッチしていると感じたからです。

入社して実感した会社の魅力
小 玉 颯 太

工学部
機能高分子工学科卒業
時計向けを主力に新機能 /
新構造部品の開発
（要素開発課）
2018年入社
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主に時計生産に関して「時計部品の製造、開発設計から完成品までを一貫生産」できる程
の⾼い技術⼒があり“技術者として幅広い分野で活躍できるチャンスのある会社だな”と強
く感じています。さらに、福利厚生も非常に充実しており「ワークライフバランスが整って
いる」という点も魅⼒の１つだと思います。

企業連絡先

TEL：0237-43-5111

e-mail：recruit@joipm.yc.casio.co.jp

会社見学

対応可能、上記連絡先までご一報ください。 OB・OG 訪問

担当：総務部人事課 安孫子・岸

対応可能、上記連絡先までご一報ください。

事業概要 〉
〉
〉上・下水道処理施設の維持管理、電気保安業務、
施設の運転管理、機械設備のメンテナンス など

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

株式会社 山形環境エンジニアリング

男性も育休が取れる
働きやすい職場です

http://www.yama-kan.com

貯水槽点検

水質検査

一歩先行くメンテナンスで、
お客様に安心・安全を提供
水質検査

●住所／山形県寒河江市高田三丁目110番地の1
●従業員数／108名（男性95名、女性13名）
●事業所／日田事業所、天童事業所、村山営業所、最上営業所
●山形大学 OB・OG の数／6名（2021.4月現在）

電気設備管理

機械設備管理

今年で創業47年。電気・機械の設備メンテナンスや上・下水処
理施設などの公共インフラ設備の維持管理が事業主体です。グルー
プ会社では再生可能エネルギーによる発電事業や IoT を活用した設
備監視も行っています。

中央監視

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学で学んだ化学関係の分野を活かせる仕事をしたいという動機から、この会社で働いて
みたいと思いました。薬品や器具に触れる機会が多く、幅広い分析業務を行えることに魅力
を感じたからです。また、地域の人々の暮らしに欠かせない施設の維持管理を担う一員と
なって、社会貢献がしたいと思ったのも理由です。

入社して実感した会社の魅力
志 賀 範 彰

工学部
物質化学工学科卒業
下水道管理部
天童事業所 水質担当
2014年入社

若い社員が多い事です。入社前に想像していたよりも若手社員の育成に力を入れているこ
とが分かり、新しい風を取り入れるという社風に魅力を感じています。また、仕事をする中
で気が合う仲間たちと話し合ったり、助け合える事はとても心強いと思っています。先輩た
ちも親切に教えてくれるので、とても働きやすい環境です。

企業連絡先

TEL：0237-86-4380

e-mail：info@yama-kan.com

会社見学

いつでも何名でも可能です。

OB・OG 訪問

担当：総務部長 奥山喜一

対応可能です。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉普通銀行業

全国初！
プラチナくるみん
認定企業

http://www.yamagatabank.co.jp/

●住所／山形県山形市七日町三丁目1番2号
●従業員数／1,961名（男性893名、女性1,068名）
●事業所／山形県内70カ店、
山形県外11カ店
（秋田、宮城、福島、栃木、埼玉、東京）
●山形大学 OB・OG の数／229名
（2021.4月現在）

会社 PR

山形県に本店・本部を置く唯一の銀行として、
「地域とともに成長発展する」という理念のもと、
山形県経済を力強くリードし続けることが当行の
使命です。将来の「やまがた」を一緒に描きませ
んか？みなさんのチャレンジを心からお待ちして
います。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
自分がこれまで成長できたのは周りの環境に恵まれたおかげ。その想いが常にあり、地域
に貢献できる仕事がしたいと考えていました。他業種と迷いましたが、地域経済の活性化の
お手伝いが地域貢献に繋がる、という銀行業務のスケールの大きさに魅力を感じ、山形銀行
を志望するようになりました。また、仕事を通して様々なお客さまや業界に触れ、知識の幅
を広げながら自己成長できる点も入行を決意した理由のひとつです。

入社して実感した会社の魅力
安藤彰之助
大学院理工学研究科
数理科学専攻修了

会社見学
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まのために何ができるか」を自分で考え、行動することが大切だと感じます。良い提案を行
うには勉強も不可欠ですが、自分の成長を日々実感できるのも銀行の魅力のひとつです。お
客さまからの「ありがとう」の言葉が何よりもやりがいを感じる瞬間です。

金融市場部
2013年入社

企業連絡先

銀行は仕事内容も雰囲気も堅いイメージがありましたが、実際に仕事を経験し、「お客さ

TEL：023-623-1221 e-mail：jinji@yamagatabank.co.jp
担当：人事総務部 採用担当 鈴木翼・鈴木愛海
OB・OG 訪問

支店訪問や OB・OG 訪問をご希望の方は、上記連絡先までご連絡ください。

からの
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事業概要 〉
〉
〉コネクタの製造・販売

OB・OG は29名
ものづくりの最前線
で活躍中！

山形航空電子株式会社
http://www.yae.jae.co.jp/

製品分析作業の様子

社屋外観
英語研修も実施！

技能検定講習会の実施

山大 OB・OG も大活躍！

保健師が常駐！健康相談可

WLB に関する知事表彰・認定！

プレス金型メンテナンス

OB・OGに聞きました。

私たちは確かなものづくりで、
世界を新しい時代へとつないでいきます。
●住所／山形県新庄市大字泉田字高台新田4102－6
●従業員数／405名（男性369名、女性36名）
●事業所／本社工場：山形県新庄市
●山形大学 OB・OG の数／29名（2021.4月現在）

会社 PR

日本航空電子工業株式会社（東証一部上場）のグループ会社とし
て、スマートフォンやタブレット・自動車など様々な分野に使われ
ているコネクタを製造しています。世界中の人々が持続的で豊かな
暮らしができるよう、私たちは確かなものづくりで世界を新しい時
代へとつないでいきます。

この会社を選んだ理由【志望動機】
山大合同企業説明会でコネクタという精密部品を製造していることを知り、技術力の高さ
と生産設備の種類に興味を持ちました。また、工場見学に参加した時の分かり易い説明と仕
事に対するやりがいを熱心に語っていただけたこともあり、さらに入社したい気持ちが強く
なり志望しました。

入社して実感した会社の魅力
門 脇 晃 大
工学部
電気電子工学科卒業
生産技術部
2018年入社

企業連絡先
会社見学
OB・OG 訪問

コネクタを生産する際に使用する社内生産設備に関連する業務を行っていますが、自分の
意見を反映できることや、設計から製作、生産稼働まで全ての業務に携わることができる環
境であることに対してやりがいを感じています。
また、業務に関連した資格取得奨励金制度や社員価格で利用できる社員食堂等の福利厚生
も高い水準にあり働きやすい職場です。

TEL：0233-24-1111

e-mail：soumu@yae.jae.co.jp

担当：総務部 高橋・杉原・新田

【対応可能】平日８時～16時45分にて１名から随時受付可能です。希望者は上記連絡先までお問い合わせください。
【対応可能】随時対応可能です。上記連絡先までお問い合わせください。
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事業概要 〉
〉
〉日刊新聞の発行、書籍出版など。地域文化事業（山形県縦断駅伝競走大会、
からの
山形県総合美術展覧会、最上川さくら回廊など）の主催
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ
地 方 新 聞 社 と し て 唯 一、
「健康経営優良法人」に
３年続けて認定されました

https://www.yamagata-np.jp

2020年1月に本格稼働した山形新聞印刷センター

山形とともに歩み145年。
地方紙の矜持と責任これからも――
●住所／山形県山形市旅篭町2-5-12
●従業員数／211名（男性181名、女性30名）
●事業所／本社（山形）、東京支社、大阪支社、仙台支社、山形県内12支社
●山形大学 OB・OG の数／39名（2021.4月現在）

情報発信の拠点・山形メディアタワー

OB・OGに聞きました。

会社 PR

山形新聞は社会正義の実現、言論即実践、地域密着、地域貢献
を社是に掲げ、さまざまな社会貢献活動を続けてきました。
現在も地方創生をテーマにした「１学級１新聞」などの事業を展
開しています。これらの活動はＳＤＧｓとも合致します。

この会社を選んだ理由【志望動機】
地元就職を考えている中で、生まれ育った山形の歴史や文化、出来事をもっと知りたいと
考えるようになりました。その上でさまざまな分野を取材し、読者に広く情報を発信できる
新聞記者に魅力を感じました。地方紙は地域に密着した新聞です。同級生を含む多くの若者
が県外に流出していく現状を少しでも変えたい。山形を盛り上げる記事を書きたいとの思い
から志望しました。

入社して実感した会社の魅力
小 形 尚 輝（山形市出身）

人文学部
人間文化学科卒業
酒田支社 編集部
2019年入社

48

スポーツや政治、事件、交通事故など多岐にわたる取材を通し、日々、専門的な知識が身
に付いていくことが魅力の一つです。自分の書いた記事が掲載された後、取材相手や家族、
友人から「読んだよ」と反応をもらった時はうれしく感じます。新聞は歴史を記録するツー
ルであり、その一端を担っているという責任と向きあいながら、より良い記者になるため頑
張っています。

企業連絡先

TEL：023-622-5272（総務部） e-mail：soumu@yamagata-np.jp

会社見学

可能
（事前に総務部に相談してください）

OB・OG 訪問

担当：菅野（かんの）

可能（事前に総務部に相談してください）

からの
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お薦めポ

事業概要 〉
〉
〉環境・プロセス分析機器 製造

山形東亜ＤＫＫ株式会社

★人との繋がり、環境保全や
モノづくりに興味を
お持ちの方大歓迎です！

http://www.y-dkk.com/
驚きのコンパクトボディ
YPMS シリーズ

新発想 パソコンを㏗計に
する YUSB シリーズ
社長
会社全景

「誠実・創造・挑戦」をモットーに
地球環境保全と豊かで人にやさしい社会環境
の実現に貢献します。
●住所／山形県新庄市大字福田字福田山711番地109
●従業員数／119名（男性71名、女性48名）
●事業所／上記のみ
●山形大学 OB・OG の数／8名（2021.4月現在）

会社 PR

バックボーンである東亜ディーケーケー株式会社の環境大気や
上下水質計測機器の生産拠点としてモノづくりのプロとして成長
をしてきました。オンリーワンのコア技術を基盤に生み出された
製品を一貫した生産管理と最良の技術力で、受注から出荷までお
客様にご満足いただける品質を提供していきます。

事務所

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学で人の作り出したものに触れる経験をしたことで、モノづくりに関わる仕事に興味を
抱くようになりました。当社は世界中に必要とされる製品を製造すると同時に、子会社なが
らも自社製品の開発に力を入れています。当社のモノづくりに対する姿勢や会社を訪問した
際の雰囲気の良さに惹かれ、入社を決意しました。

入社して実感した会社の魅力
社員同士が助け合い、長く働くための環境が整っている点が魅力です。入社直後の右も左

H . Y

も分からない頃から、どの方も進んで手助けしてくださったことがとてもありがたかったで

人文社会科学部
人文社会科学科卒業
業務部業務課
2021年入社

す。
新人でも有給休暇を取得しやすく、育児休暇も男女問わず歓迎される雰囲気があります。
また必要な資格は全額会社の支援を受け取得を目指すことができます。業務に専念するため
の土台がしっかりと備わっている会社だと感じています。

企業連絡先

TEL：0233-23-5011

e-mail：arakawa@toadkk.co.jp

会社見学

対応可能，上記連絡先までご一報ください。

OB・OG 訪問

担当：業務部業務課 荒川
対応可能，上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉卸売業（電化製品、情報関連機器、住宅設備、電設資材など）

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

山形パナソニック株式会社

チューター制度で
新入社員でも安心！

http://y-panasonic.co.jp/

本社

≪地域のみなさまに豊かな暮らしを≫

CS センター

●住所／山形県山形市平清水一丁目1-75
●従業員数／308名（男性231名、女性77名 )
●事業所／本社（山形市）、庄内営業所（酒田市）、米沢営業所（米沢市）、
新庄営業所（新庄市）、仙台営業所（仙台市若林区）
●山形大学 OB・OG の数／21名（2021.11月現在）

会社 PR

パナソニック製品を中心に様々な商材を取り扱う当社は、幅の
広い商品とサービスのご提案を行うことで、豊かな暮らし創造
や、地域インフラの整備にお役に立ちたいと考えています。地域
社会に貢献する企業として「真の豊かさ」が実感できる快適なく
らしの環境を、商品・システムを通じてお届けします。

メンテナンス作業

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
この会社を選んだ理由は、地域の方々の暮らしを支えることが出来ると感じたからです。
私は、就職活動の軸として「地元山形に地域貢献したい」という考えがありました。当社が
扱う商品は本当に幅広く、当社の商品やサービスが様々な場面で山形での暮らしを支えてい
ると強く感じたことから、入社を決意しました。

入社して実感した会社の魅力
佐 藤

陸

地域教育文化学部
地域教育文化学科卒業
CS・エンジニアリング事業部
エンジニアリングセンター 事業開発課
2021年入社

員からマンツーマンで指導して頂ける制度があります。職場の方々も温かくフォローして下さ
るので、スムーズに社会人生活へ馴染むことが出来ました。

企業連絡先

TEL：023-622-5402 e-mail：takahashi.hideaki02@jp.panasonic.com 担当：総務部 高橋英昭

会社見学

随時受け付けしております。事前に上記連絡先までご連絡をお願いします。

OB・OG 訪問
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新入社員に対する研修制度や職場の環境が整っている点です。入社後の4月には、全国のパ
ナソニックグループの同期と研修を受ける貴重な体験が出来ました。また、配属後には先輩社

対応可能です。事前に上記連絡先までご連絡をお願いします。

事業概要 〉
〉
〉放送法に基づく基幹放送（ラジオ・テレビ）
放送番組の制作・販売・催物、その他放送に関連する一切の事業

からの
センター
ア
リ
ャ
キ
イント
お薦めポ

県内で最も親しまれ
信頼されている
放送局です
http://www.ybc.co.jp/

山形県内テレビ視聴率28年連続年度三冠王、
ラジオ局別接触率全国1位！
●住所／山形県山形市旅篭町2-5-12 山形メディアタワー
●従業員数／125名（男性88名、女性37名）
●事業所／本社（山形市）
・東京・大阪・仙台・鶴岡・酒田・米沢・新庄
●山形大学 OB・OG の数／27名（2021.4月現在）

会社 PR

山形放送は開局以来、県内民間放送では唯一ラジオ・テレビ両方
の放送を行う会社として県民とともに歩んできました。テレビ視聴
率では14年連続年間・28年連続年度三冠を継続中です。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
学生時代に、弊社の「ピヨ卵ワイド」という番組でアシスタントのアルバイトを経験した
ことがきっかけです。山形で生まれ育ったにもかかわらず、山形の名所やグルメ、山形のた
めに活躍する人と出会い、知らなかった魅力が沢山ありました。そこから、私自身も「山形
を知る・発見するきっかけを与える仕事がしたい！」とテレビ局中心の就職活動を進め、地
元であり、アルバイトで職場の雰囲気にも馴染みがある弊社を選びました。

入社して実感した会社の魅力
深 瀬 理 子
人文学部
法経政策学科卒

報道制作局報道部
2020年入社

報道部所属の記者の仕事では、カメラを回し、原稿の作成、映像の編集まで、基本的に１
人で行います。情報を正しく伝えることには責任を感じますが、興味がある企画の取材に挑
戦することも出来て、やりがいを感じます。報道部に配属された時には、「休日にも呼ばれ
るのではないか」と不安を感じていましたが、大きな災害がない限り、休日は自由に過ごせ
ています。

企業連絡先

TEL：023-622-2020

e-mail：ybcsaiyo@ybc.co.jp

会社見学

対応可。上記連絡先までご一報ください。

担当：浅沼

OB・OG 訪問

対応可。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉食品スーパーマーケット

株式会社ヤマザワ

スキルアップを
サポートする
研修が充実♪

https://yamazawa.co.jp/

品質はもちろん、陳列にもこだわっています

近年、注目と需要が高まるお惣菜にも力を入れています

売場を美しく整えるのも大事な仕事の一つです

健康・元気！ヤマザワ♪
●住所／山形県山形市あこや町3-8-9
●従業員数／3,483名（男性1,030名、女性2,453名）
●事業所／本社、山形42店舗、宮城19店舗
●山形大学 OB・OG の数／54名（2021.4月現在）

代表取締役 古山利昭社長

緑の大地から大空へはばたく
鳥の翼をデザインしたロゴ
マーク

OB・OGに聞きました。

会社 PR

創業60年。山形・宮城で展開する食品スーパーマーケットです。
山形県内小売業売上 No.1！地域密着の企業です。
「食」を通じて地域貢献しませんか？

この会社を選んだ理由【志望動機】
もともと食に関心があり、食べ物に関わる仕事、ということで就職活動をしていました。
ヤマザワは生まれた頃から身近にあったこともあり、さらに調べてみると小売業としても地
域で No.1ということが分かり、魅力的でした。自分の好きなことをしながら、地域貢献も
できると思い、入社を決めました。

入社して実感した会社の魅力
會 田 雄 亮
人文学部
総合政策科学科卒業

入社前は厳しいイメージがあったので、正直ちょっとだけ怖かったです。でも、実際は人
がとても温かく、安心したことを覚えています。また、震災後はスーパーマーケットは食を
支えるライフラインなのだと気づかされ、自分の仕事の大切さを改めて実感しました。

人事教育部
2004年入社

企業連絡先

TEL：0120-154-655

会社見学

可能（新型コロナウイルスの状況により、中止の場合がございます）

OB・OG 訪問
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e-mail：SaiyoK@yamazawa-co.jp

可能 上記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

担当：人事教育部（課）金澤・鈴木
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事業概要 〉
〉
〉金属製品製造業（めっき加工）

各種保険、
企業年金制度も充実
https://yamato-elec.co.jp/yamato-tec/

明るく清潔感漂うオフィス

会社全景

若手・女性社員が活躍

上司との
コミュニケーション

“めっき”を極め、
日本のものづくりに貢献しよう！
●住所／山形県新庄市大字福田字福田山711番地108
●従業員数／145名（男性112名、女性33名）
●事業所／山形県新庄市
●山形大学 OB・OG の数／７名（2021.12月現在）

山大生との企業 PR 作り

理系の専門を活かす
職場もあります

会社 PR

当社のめっき加工技術は、スマートフォンなどの小型化には必須
の技術です。世界中の製品に当社のめっき製品が使われています。
新庄の地で、世界に貢献する製品を作っております。

OB・OGに聞きました。

この会社を選んだ理由【志望動機】
大学では、各プラスチックの材料の特性や、プラスチックの成形技術、成形品の性質につ
いて勉強しました。電子部品製造の優れた基盤技術を持つ当社に入社し、仕事を通して高品
質な“めっき”製品を送りだすことで、東北地方の電子部品産業に貢献したいと考えました。

入社して実感した会社の魅力
水 落

優

工学部
機能高分子工学科卒業

大学で学んだ物質工学の知識も活かせて、やりがいを感じております。幅広く仕事を任せ
てもらい、お客様との会議にも出席し、緊張感の中に充実感を感じています。研修制度も充
実しており自分自身がとても成長できる会社だと思いました。

技術部
2009年入社

企業連絡先

TEL：0233-22-6678

e-mail：tec-keiri@yamato-tec.co.jp

会社見学

いつでも、1人から可能です。

OB・OG 訪問

担当：総務部（課）沓澤宏樹

対応可能です。上記連絡先までご連絡ください。
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事業概要 〉
〉
〉農業機械や精米関連機械、環境関連機械の開発メーカー

株式会社山本製作所

主力製品の穀物
乾燥機は全国シェア
No.1の実績！

https://www.yamamoto-ss.co.jp/

会議風景

作業風景

会社外観

製品の開発から製造、販売、サービス
まで一貫して行っている機械メーカー
●住所／山形県東根市大字東根甲5800-1
●従業員数／295名（男性262名、女性33名）
●事業所／本社工場・東北営業所ほか全国8つの営業所
●山形大学 OB・OG の数／33名（2021.4月現在）

社内風景

穀物用乾燥機

コイン精米機「こめ太郎」

OB・OGに聞きました。

会社 PR

1918年、山形県天童市にて桑切り機製造から創業し今年で
104年。継承された固有の技術を活かした製品が、
「農業」
「精米」
「環境」各分野において、全国各地、そして海外でも数多く活躍
しています。

この会社を選んだ理由【志望動機】
就職活動の際、地元である山形で製品の設計・開発の仕事に就きたいと考えていました。
その中で、農業機械を主力商品として開発から販売までを行っている当社の存在を知り、ま
た自分自身が農村部の出身ということもあり、「農業機械を自分の手で開発してみたい」と
いう思いから入社を希望しました。

入社して実感した会社の魅力
自分の携わった製品が市場へ出て、ユーザーの方からお褒めの言葉をいただく時はとても

江 口 雅 也

工学部
機械システム工学科卒業
農機事業部 技術部
農機グループ
2016年入社
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嬉しい気持ちになります。皆さんが日常的に食べているお米が収穫されてから食卓に届くま
での間に、農業機械が活躍しています。私たちのつくる機械が日本の食糧生産を陰で支えて
いることが、技術者にとっての誇りでありやりがいです。

企業連絡先

TEL：0237-43-3411 e-mail：jinji@yamamoto-ss.co.jp
担当：経営企画部 総務・人事グループ 矢口・東海林・桔梗

会社見学

対応可能。上記連絡先までご一報ください。

OB・OG 訪問

対応可能。上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉建設業（総合設備工事業）

株式会社ユアテック

ライフラインを守る
公共性の高い仕事！

http://www.yurtec.co.jp/

打合せ風景（工事現場）

打合せ風景
（事務所）

ユアテック人財育成センター（研修施設）

日常の生活を支えるライフラインの
トータルサポーター
●住所／宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目1-1
●従業員数／3,747名（男性3,456名、女性291名）
●事業所／東北６県、新潟県、東京を拠点とする関東圏など81箇所
●山形大学 OB・OG の数／59名（2021.4月現在）

社会貢献活動

ユアテック本社ビル
海外事業

OB・OGに聞きました。

会社 PR

当社は電力流通設備の建設、維持、修繕をはじめ、社会の様々
な建物（学校・病院・ビル等）における電気、空調、給排水、情
報通信工事から土木・建築工事、再生可能エネルギー関連工事等
を行う総合設備エンジニアリング企業です。

この会社を選んだ理由【志望動機】
総合エンジニアリング企業としてライフラインや建物の設備等あらゆる面で活躍し地域の
発展に貢献している点に魅力を感じたからです。また、ユアテックは人財育成にも非常に力
を入れており、会社や地域のために貢献するとともに自分自身を成長させてくれる会社だと
思いこの会社を選びました。

入社して実感した会社の魅力
佐 藤 駿 太

工学部
電気電子工学科卒業
電気設備部 設計グループ
2020年入社

様々な人と協力しながら建築設備を作りその成果が地図に残るという点です。私は現在電気
技術者として施工管理や設計業務に従事しています。自分が携わった建物に電気が点灯する瞬
間はとても達成感を得ることができます。また、同じ建物というのは２つとないので毎回違っ
た経験をすることができ日々成長しながら仕事に励むことができます。

企業連絡先

TEL：022-296-2111 e-mail：saiyo@yurtec.co.jp 担当：人事労務部人事グループ

会社見学

上記連絡先までご一報ください。

OB・OG 訪問

髙波・三國

上記連絡先までご一報ください。
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事業概要 〉
〉
〉情報サービス業

プロジェクト
成功の達成感！
https://www.yamagata-ycc.co.jp/

SE の作業風景

山形本社は県庁の目の前！

地方だからできないなんて何もない！
Made in TOHOKU を全国に！

プロジェクト成功の達成感！

●住所／山形県山形市松波四丁目5-12
●従業員数／227名（男性166名、女性61名）
●事業所／山形本社、東京支社、仙台支社、庄内支社、名古屋事業所
●山形大学 OB・OG の数／37名（2021.4月現在）

当社は山形新聞・山形放送グループの情報サービス企業です。
創業からの主力事業である、公共団体、民間企業、医療機関向け
のシステム開発・運用に加え、クラウド、組込システム、ドロー
ンなど新たな技術への取り組みにも注力しています。

芋煮会、ビアガーデンなどイベントも盛りだくさん

OB・OGに聞きました。

会社 PR

この会社を選んだ理由【志望動機】
私がこの会社を選んだ理由は、私の出身である山形に本社があり地元に根ざした事業を
行っているからです。また、公共、産業、医療と幅広い分野を扱っており、様々なことを経
験できるのではと思い志望しました。医療システム部に配属され、まったく未経験の分野で
したが、今ではすっかり医療機関のシステムに詳しくなりました。日々新しいことに挑戦、
失敗を繰り返してスキルアップに繋がっていると思います。

入社して実感した会社の魅力
小和田貴教
理学部
数理科学科卒業
医療システム部
2012年入社
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若い方から上司まで風通しの良い会社だと思います。困ったことやわからないことは相談
しやすい環境だと思います。また、様々な会社とのつながりも非常に多く、同世代の方々と
触れ合うことは刺激になり仕事のモチベーションになります。ＩＴ分野の技術は日々進化し
ていきます。新しい技術を取り入れようと試みるチャレンジングなところも魅力だと思いま
す。

企業連絡先

TEL：023-641-4666

e-mail：recruit@yamagata-ycc.co.jp

会社見学

連絡先までお問合せ下さい。

OB・OG 訪問

担当：総務部 武田、若木

連絡先までお問合せ下さい。

企業メモのページ 2022年3月8日、9日、10日の山形大学合同企業説明会や個別の説明会参加時に、活用ください。
企業名

魅力に感じた点

疑問に思った点
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企業名
企業名

魅力に感じた点
魅力に感じた点

疑問に思った点
疑問に思った点

学学

アライアンスネッ
求人検索ナビを使って、アプローチしてみよう。
に求人検索ナビを使って、アプローチしてみよう。
アライアンスネットワーク企業
トワーク企業に
生の
生の

企業担当者が直接お答えします！
声
に 企業担当者が直接お答えします！
声に

まずは
まずは
求人検索
求人検索
NAVIに
NAVIに
ログイン
ログイン！
！
※アドレスを登録して
各種支援をご利用ください。
※アドレスを登録して
各種支援をご利用ください。
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例）
例） 会社見学

会社見学
したい
！
したい！

山形大学ホームページ→就職情報→求人検索NAVI
山形大学ホームページ→就職情報→求人検索NAVI

先輩と話
先輩と話
が
したい！
がしたい！ などなど。
などなど。

求人検索ナビ トップページからアクセス！
求人検索ナビ トップページからアクセス！

ユ ー ザ 名 ： y mg t ca r e e r
ユ ー ザ 名 ： y mg t ca r e e r
学籍番号：学生番号
学籍番号：学生番号
パ ス ワ ー ド ： 初 期 値 は 生 年 月 日 8ケ タ
パ ス ワ ー ド ： 初 期 値 は 生 年 月 日 8ケ タ
※ログイン済みの方は登録したパスワードです。 ※パスワードを忘れた方は学生・キャリア支援課 就職担当にお問合せください。
※ログイン済みの方は登録したパスワードです。 ※パスワードを忘れた方は学生・キャリア支援課 就職担当にお問合せください。

スマホの方は
スマホの方は ！
QRコードをどうぞ
QRコードをどうぞ！
発行年月：2022年2月
発行年月：2022年2月

東根市

新庄市
山形航空電子株式会社
山形東亜ＤＫＫ株式会社
株式会社ヤマトテック

鶴岡市
株式会社荘内銀行
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
山形テクノロジーセンター

天童市
エムテックスマツムラ株式会社
株式会社デンソーＦＡ山形
東北パイオニア株式会社
株式会社ニチレイフーズ山形工場
日新製薬株式会社

酒田市
東北エプソン株式会社
酒田市

【山形県】
新庄市

村山市

鶴岡市

株式会社コヤマ

村山市

河北町

河北町 東根市

升川建設株式会社
モガミフーズ株式会社

寒河江市
天童市
朝日町

寒河江市

山形市
白鷹町

株式会社スガサワ
ＴＰＲ工業株式会社
日東ベスト株式会社
株式会社山形環境エンジニアリング

アイジー工業株式会社
株式会社エースジャパン
山形カシオ株式会社
株式会社山本製作所

南陽市

上山市

高畠町

朝日町
株式会社ニクニアサヒ

米沢市

白鷹町
株式会社ニクニ白鷹

山形市
株式会社アサヒマーケティング
アリオンテック株式会社
株式会社エム・エス・アイ
遠藤商事株式会社
株式会社きらやか銀行
ＪＡグループ山形
（農業協同組合、
中央会・各連合会・関係団体）
株式会社シェルター
株式会社鈴木製作所
第一貨物株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社トプコン山形
農林中央金庫山形支店
株式会社ハッピージャパン
ミクロン精密株式会社
ミドリオートレザー株式会社
株式会社山形銀行
株式会社山形新聞社
山形パナソニック株式会社
山形放送株式会社
株式会社ヤマザワ
株式会社ＹＣＣ情報システム

南陽市
エヌ・デーソフトウェア株式会社
株式会社かわでん

上山市
東和薬品株式会社山形工場

米沢市
高畠町
ＡＳＥジャパン株式会社
株式会社小森マシナリー
株式会社セゾンファクトリー

フジクラ電装株式会社

大和町

仙台市

宮城県
東京エレクトロン宮城株式会社
東北インフォメーション・システムズ株式会社
株式会社日立ソリューションズ東日本
丸木医科器械株式会社
株式会社ユアテック

【宮城県】

小白川キャンパス キャリアサポートセンター
〒990-8560 山形市小白川町1-4-12
TEL：023-628-4128 FAX：023-628-4170
URL：http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/employment/
E-mail：gssyushi@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
令和４年２月発行

