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２０１9年３月卒・修了 ３年次・大学院１年次生集合！

山形国際交流プラザ

山形ビッグウイング
（第１・第２集会展示場）

TEL 023-635-3100
〒990-0076 山形市平久保100番地

工学部・農学部から直通無料バス運行！

開催時間／１１：００～１７：００（10：0０受付開始）

JR羽前千歳駅から徒歩約15分

●千歳小学校
●千歳コミュニティ
　センター

●山形市総合
　スポーツセンター

羽前千歳駅

山形ビッグウイング

山形駅、小白川キャンパスから会場専用シャトルバスを運行！

３月13日　・14日火 水

３月１3日　　企業名（５０音順）火 ３月１4日　　企業名（５０音順）水
公務員講演コーナー企業
仙台市役所
山形県警察

ブース企業
アース環境サービス株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アイジー工業株式会社
青葉化成株式会社
アグロ カネショウ株式会社
旭硝子株式会社
株式会社朝日測量設計事務所
旭ファイバーグラス株式会社
株式会社アドフォース
安全自動車株式会社
アンテスグループ(日研ザイル株式会社、株式会社ゼンケン、
　　　  株式会社健康体力研究所、ライオン菓子株式会社)
イオンリテール株式会社
株式会社伊藤園
株式会社岩手日報社
永大小名浜株式会社
ASEジャパン株式会社
株式会社ＮＴＴ東日本‐東北
株式会社エム・エス・アイ
遠藤商事株式会社
岡田商事株式会社
沖電気工業株式会社
小野薬品工業株式会社
オビサン株式会社
株式会社ガイアート
KYCOMホールディングス株式会社
カルソニックカンセイ株式会社
関東化学株式会社
KISCO株式会社
岐阜プラスチック工業株式会社
一般社団法人共同通信社
共和ハーモテック株式会社
金属技研株式会社
株式会社クレオ
興和株式会社
株式会社興和
株式会社コメリ
株式会社小森マシナリー
株式会社コヤマ
株式会社細胞科学研究所
佐藤株式会社
サンケン電気株式会社
三幸製菓株式会社
株式会社シード
JNC株式会社
株式会社シェルター
株式会社商工組合中央金庫
株式会社荘内銀行
新日鐵住金株式会社
新日本無線株式会社
株式会社スガサワ
Spiber株式会社
株式会社住田光学ガラス
株式会社青南商事
株式会社セゾンファクトリー
全国健康保険協会
株式会社セントラルリース
ソーダニッカ株式会社
第一貨物株式会社
太子食品工業株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社竹内製作所
田島ルーフィング株式会社
中越合金鋳工株式会社
月島食品工業株式会社
株式会社ツルハ
【ＤＮＰグループ】株式会社ＤＮＰ情報システム/
　　　　　　株式会社ＤＮＰデジタルソリューションズ
ＤＣＭホーマック株式会社
株式会社ＤＪＫ
テクノ・マインド株式会社

東亜レジン株式会社
東京エレクトロングループ
東京エレクトロン デバイス株式会社
株式会社東京めいらく
株式会社東邦銀行
東北インフォメーション・システムズ株式会社
　　　　　　　　　　　(東北電力企業グループ)
東北化学薬品株式会社
東北電化工業株式会社
東北電力株式会社
東北パイオニア株式会社
東北パイオニアＥＧ株式会社
株式会社東北博報堂
東北労働金庫
東洋刃物株式会社
東和薬品株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社トプコン
株式会社トプコン山形
新潟県警察本部
ニクニグループ　(株式会社ニクニ、株式会社ニクニ白鷹、
   株式会社ニクニアサヒ、株式会社最上川環境技術研究所)
株式会社日本アクセス
日本銀行
日本年金機構
株式会社ニフコ
日本たばこ産業株式会社（JT）
日本ファインセラミックス株式会社
株式会社日本旅行東北
株式会社ニューメディア
農林中央金庫
野村證券株式会社
株式会社ハイマックス
橋本産業株式会社
株式会社ハッピージャパン
株式会社日立国際電気
株式会社日立ソリューションズ東日本
フジクラ電装株式会社
富士通株式会社
フジテック株式会社
伏見蒲鉾株式会社
フルテック株式会社
ベーリンガーインゲルハイム製薬株式会社
株式会社北洲
マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社
前田製管株式会社
株式会社マクロミル
マニー株式会社
丸木医科器械株式会社
株式会社ミクロスソフトウエア
三井住友海上火災保険株式会社
三菱伸銅株式会社
三菱電機特機システム株式会社
ミドリオートレザー株式会社
ミネベアミツミ株式会社
ムネカタ株式会社
明治コンサルタント株式会社
株式会社メディサイエンスプラニング
株式会社メディセオ
モガミフーズ株式会社
株式会社ヤガイ
山形ガス株式会社
株式会社山形環境エンジニアリング
山形サンケン株式会社／福島サンケン株式会社
山形酸素株式会社
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
株式会社ヤマコー
株式会社ヤマコン
山崎製パン株式会社
株式会社山本製作所
株式会社ヨークベニマル
株式会社ヨネイ
リンナイ株式会社
レンゴー株式会社

公務員講演コーナー企業
人事院東北事務局（国家公務員採用試験）
山形県庁

ブース企業
アークランドサカモト株式会社（ホームセンタームサシ）
アイリスオーヤマ株式会社
株式会社秋田銀行
株式会社アサカ理研
税理士法人あさひ会計
アマノ株式会社
株式会社ウエノ
宇部興産株式会社
株式会社ウンノハウス
株式会社NSGホールディングス（NSGグループ）
エヌ・デーソフトウェア株式会社
株式会社FBS
エムテックスマツムラ株式会社
オーデリック株式会社
株式会社ＯＫＩソフトウェア
オリエンタルモーター株式会社鶴岡中央事業所
科研製薬株式会社
加速器エンジニアリング株式会社
株式会社金沢村田製作所　仙台工場
株式会社鐘崎
カメイ株式会社
株式会社カワチ薬品
株式会社かわでん
株式会社きらやか銀行
株式会社金龍
クリナップ株式会社
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社
グンゼ株式会社
高級アルコール工業株式会社
株式会社高速
株式会社鴻池組
株式会社コガネイ
後藤電子株式会社
株式会社コロナ
コンドーテック株式会社
酒田共同火力発電株式会社
株式会社鷺宮製作所
佐藤製線グループ（①佐藤製線販売株式会社、
　   ②東北セラミック株式会社、③株式会社福島ビルテック）
株式会社ジーシー
株式会社ＣＤＧ
株式会社ジョインセレモニー
新晃工業株式会社
株式会社鈴木製作所
株式会社ステップ
スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社
セイコーＮＰＣ株式会社
セコム工業株式会社
株式会社セブン銀行
センコー株式会社
全国農業協同組合連合会山形県本部
全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
仙台小林製薬株式会社
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
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
第一精工株式会社
大学生活協同組合　東北事業連合
株式会社ダイキンアプライドシステムズ
大興電子通信株式会社
大正製薬グループ
大成建設株式会社
大同信号株式会社
ダイナパック株式会社
大和リース株式会社
株式会社タカハタ電子
通研電気工業株式会社
TIS東北株式会社
TPR株式会社
ＴＰＲ工業株式会社
株式会社ＤＳＢ情報システム（野村総合研究所グループ）

テスコ株式会社
株式会社寺岡システム（TERAOKAグループ）
東海澱粉株式会社
株式会社東京インテリア家具
東京海上日動火災保険株式会社
東ソー・クォーツ株式会社
東北NSソリューションズ株式会社
株式会社東北バンキングシステムズ
東洋ガラス株式会社
株式会社トーキン
トーヨーカネツ株式会社
株式会社巴川製紙所
トヨタカローラ山形株式会社
株式会社ナガオカ
株式会社にしむら
株式会社ニチレイフーズ　山形工場
日新製薬株式会社　
日信ソフトエンジニアリング株式会社
日世株式会社
日東ベスト株式会社
株式会社ＮＩＰＰＯ
日本シイエムケイ株式会社
株式会社日本政策金融公庫
日本放送協会（NHK）
日本管財株式会社
日本コンピューターサイエンス株式会社
日本食研ホールディングス株式会社
日本農産工業株式会社
日本プロセス株式会社
株式会社バイタルネット
ハイテクシステム株式会社
パナソニック　システムソリューションズ　ジャパン株式会社
株式会社パロマ
株式会社日立ハイテクソリューションズ
株式会社日立パワーソリューションズ
株式会社日比谷花壇
福島キヤノン株式会社
株式会社福島銀行
公立大学法人福島県立医科大学
扶桑電通株式会社
株式会社北都銀行
ホクレン農業協同組合連合会
保土谷化学工業株式会社
株式会社マイナビ
マックスバリュ東北株式会社
三井ホーム株式会社
株式会社ミツバ
三菱スペース・ソフトウエア株式会社
三菱マテリアルテクノ株式会社
株式会社南東北クボタ
みやぎ生活協同組合
株式会社宮城ニコンプレシジョン
【富士通グループ】株式会社モバイルテクノ
株式会社薬王堂
山形カシオ株式会社
株式会社山形銀行
山形建設株式会社
山形航空電子株式会社
山形證券株式会社
山形東亜ＤＫＫ株式会社
山形農業協同組合
山形労働局
株式会社ヤマザワ
株式会社ヤマザワ薬品
株式会社ヤマトテック
ヤマリョー株式会社
株式会社ユアテック
有機合成薬品工業株式会社
米沢信用金庫
ラピスセミコンダクタ宮城株式会社
理研食品株式会社
リコージャパン株式会社　山形支社
株式会社ＹＣＣ情報システム
わらべや日洋株式会社


