
岩手大学主催 

合同就職説明会 
2019年 3月 1日(金)～3月 3日(日) 

参加事業所一覧 

 

※日程毎に参加事業所名をまとめた第一報です 

※業種や当日のブース番号が記載された資料が整い次第、本資料と差し替えいたします 

 

 

 

合同就職説明会に参加する際は、事前エントリーをお願いします。 

右の QRコードを読み取りエントリー後、 

訪問カードを準備してください。 

https://www.iwate.u-coop.or.jp/frm/career/entry/?cat_id=55 

 

 

（2019年 1月 22日発行） 
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事業所名 事業所名
(株)ＩＨＩ (株)タンガロイ
(株)ISIDインターテクノロジー (株)長府製作所
(株)アイシーエス 通研電気工業(株)
(株)アイディーエス (株)ツガワ　花巻工場
(株)アジテック (株)津田商店
(株)イーアールアイ ＤＮＰグループ（(株)ＤＮＰ情報システム、(株)ＤＮＰデジタルソリューションズ）

(株)イーエムエス 東京コンピュータサービス(株)
イオンスーパーセンター(株) (株)東北佐竹製作所
イオンリテール(株) 東北精密(株)
(株)一測設計 東北容器工業(株)
岩手医科大学 東北労働金庫
(株)岩手銀行 東洋水産(株)
岩手県信用保証協会 ときめきファーム(株)
岩手県土地改良事業団体連合会(水土里ネットいわて） トヨタ紡織東北(株)
岩手県北自動車(株)（岩手県北バス） (株)ニッキ
(株)岩手芝浦電子 日本ケミコン(株)
(株)岩手日報社 (株)日本政策金融公庫
(株)エヌティーコンサルタント (株)ニュートン
ＮＴＴファシリティーズグループ 花巻農業協同組合
小野食品(株) 東日本機電開発(株)
(株)オヤマ (株)日立国際電気
北日本銀行 (株)日立ソリューションズ東日本
共和ハーモテック(株) (株)ベルジョイス
金属技研(株) マネージメントサービスグループ
京浜光膜工業(株)岩手工場 (株)ミクニ
医療法人社団敬和会 (株)ミスズ工業
(株)鴻池組 三井住友海上火災保険(株)
(株)コメリ 美和ロック(株)
(株)十文字チキンカンパニー モルデック(株)　宮古工場
新興プランテック(株) ヤマト運輸(株)
(株)新鉛温泉 ヨシモトポール(株)
全国農業協同組合連合会 岩手県本部 ラムリサーチ(株)
(株)大昌電子 岩手工場 (株)リードコナン
大和証券(株) リコーインダストリアルソリューションズ(株)　花巻事業所
高砂熱学工業(株) 菱和建設(株)

2019年3月1日(金)　参加事業所一覧

午前の部



事業所名 事業所名
アース環境サービス(株) (株)デンソー北海道
あいおいニッセイ同和損害保険(株) (株)テンポスホールディングス
ＩＧＲいわて銀河鉄道(株) 東芝テック(株)
曙ブレーキ工業(株) 東北NSソリューションズ(株)
イオンペット(株) 東北化学薬品(株)
伊藤ハムデイリー(株) (株)トーキン
岩手県信用農業協同組合連合会（ＪＡ岩手県信連） ニチコン(株)
いわて生活協同組合 (株)ＮＩＰＰＯ
(株)エジソン 日本銀行
ＳＭＣ(株) 日本ハム東販売(株)
(株)エムシーエス生涯学習センター 日本放送協会（NHK）
(株)及精鋳造所 日本電設工業(株)
(株)ガイアート 東日本コンクリート(株)
川嶋印刷(株) (株)ビジネス情報テクニカルシステムズ
(株)小森マシナリー (株)日立パワーソリューションズ
コンドーテック(株) フィード・ワン(株)
三甲(株) 富国生命保険相互会社
JT（日本たばこ産業(株)） (株)復建技術コンサルタント
ジオスター(株) (株)フリーデン
柴田工事調査(株) 古河機械金属(株)
昭和パックス(株) (株)ホーマックニコット
新岩手農業協同組合（JA新いわて） (株)前川製作所
新日鐵住金(株) 丸木医科器械(株)
スズキ(株) 三井金属鉱業(株)
住友生命保険相互会社　仙台すみれい営業センター 三井精機工業(株)
生活協同組合連合会 三菱伸銅(株)
センコー(株) 三菱電機インフォメーションネットワーク(株)
(株)ソフトクリエイトホールディングス 盛岡セイコー工業(株)
大成建設(株) 山人-yamado―
大豊工業(株) (株)やまびこ
(株)タカヤ (株)ユアテック
(株)竹中土木 横河電子機器(株)
地熱エンジニアリング(株) 理研食品(株)
(株)デンソー (株)ワイズマン
(株)デンソー岩手 ワダカン(株)

2019年3月1日(金)　参加事業所一覧

午後の部



事業所名 事業所名
(株)IHIアグリテック 損害保険ジャパン日本興亜(株)
アイシン・コムクルーズ(株) 第一建設工業(株)
アズビル金門(株) 大成エンジニアリング(株)
(株)アドバネクス 大日精化工業(株)
(株)アライズ (株)多加良製作所
ＡＬＳＯＫ岩手(株) 有限会社タニムラフードサービス
アルバック東北(株) (株)寺岡システム
(株)ヰセキ東北 (株)デンロコーポレーション　東北工場
岩手缶詰(株) 東芝メモリ岩手(株)
岩手鋳機工業(株) 東北電機製造(株)
有限会社栄光商会 東洋合成工業(株)
(株)エスイーシー 東洋製罐(株)
ＮＥＣソリューションイノベータ(株) (株)トープラ
NOK(株) (株)巴川製紙所
(株)エフビー 西松建設(株)
大井電気(株) ニチレキ(株)
ＯＬＥＤ青森(株) 日販コンピュータテクノロジイ(株)
有限会社オーツー (株)ニフコ
(株)オカムラ ニプロ(株)
オリエンタル白石(株) 東北支店 日本食研ホールディングス(株)
(株)カガヤ (株)ネクスコ・メンテナンス東北
(株)角館芝浦電子 パワーテックテクノロジー秋田(株)
川口印刷工業(株) (株)ピーシーデポコーポレーション
(株)川徳 東日本旅客鉄道(株)　盛岡支社
ザマ・ジャパン(株) 富士ゼロックス岩手(株)
三光化成(株) フジタ道路(株)
(株)サンライズ・エー・イー 富士電機(株)
(株)すずのき (株)ホクエツ東北　岩手営業所
住友重機械モダン(株) (株)北都銀行
(株)青南商事 北良(株)
積水メディカル(株) マックスバリュ東北(株)
(株)錢高組 (株)薬王堂
全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会） 山形カシオ(株)
(株)ソフトテックス よつ葉乳業(株)

2019年3月2日(土)　参加事業所一覧

午前の部



事業所名 事業所名
(株)アーク ソフトウエア技術(株)
(株)アイオー精密 太平電業(株)
(株)アイソプラ 太陽誘電(株)
(株)アイビーシー岩手放送 ダイワボウ情報システム(株)
アズビル(株) 中越合金鋳工(株)
アドソル日進(株) 千田工業(株)
(株)アルチザネットワークス DACグループ（(株)デイリー・インフォメーション東北支社）
(株)アルトナー (株)テクノ菱和
アルパイン(株) 東芝エレベータ(株)
(株)アルプス技研 東北電力(株)
アルプス電気(株) 東北ヒロセ電機(株)
一関ヒロセ電機(株) 東洋製罐グループホールディングス(株)
いなば食品(株) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)
岩手製鉄(株) (株)南部医理科
(株)岩手ファーム 日産部品岩手販売(株)
(株)岩手ホテルアンドリゾート 日本データスキル(株)
インクリメントＰ(株) 一般社団法人 日本海事検定協会
エクナ(株) 日本工営(株)
ＮＥＣネットイノベーション(株) (株)ネクスト
エプソンアトミックス(株) パイオネット・ソフト(株)
大森クローム工業(株) 橋本総業ホールディングス(株)
(株)科学飼料研究所 (株)ＢＭＬフード・サイエンス
(株)かんぽ生命保険 日立金属(株)
(株)キッツ (株)日立ハイテクソリューションズ
(株)キンレイ (株)平野組
(株)ケディカ ヒロセ電機(株)
(株)サーマル (株)不動テトラ
サンポット(株) ホーチキ(株)
(株)ジェイ・クリエイション (株)三田商店
JFE条鋼(株) 三菱電機(株)
(株)ジェイデバイス 三菱電機ビルテクノサービス(株)
シチズンマシナリー(株) 宮城建設(株)
(株)島津アクセス (株)メディサイエンスプラニング
(株)進学会（東北大進学会） (株)ユニバース
セコム工業(株) (株)リネックス
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部（ＪＡ共済連岩手） 菱明三菱電機機器販売(株)
全国農業協同組合連合会　福島県本部

2019年3月2日(土)　参加事業所一覧

午後の部



事業所名 事業所名
(株)アイオス テスコ(株)（ウイン・パートナーズグループ）
(株)ＩＢＣソフトアルファ (株)テノックス
アイフォーコム(株) (株)東奥日報社
(株)アイレックス 東海澱粉(株)
青葉化成(株) 東京エレクトロングループ
旭サナック(株) 学校法人東北医科薬科大学
イー・アンド・エム(株) (株)東北銀行
ＥＭデバイス(株) 東北発電工業(株)【東北電力企業グループ】
今治造船(株) (株)東和コンピュータマネジメント
社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 トーテックアメニティ(株)
(株)いんべクリーニング 西尾レントオール(株)
(株)NTTデータ東北 ニダック(株)
(株)NTTドコモ 日世(株)
(株)えむ・わい・けい 日鉄住金テックスエンジ(株)
オーバスネイチメディカル(株) 日本通運㈱　仙台支店
(株)オノヤ 日本住宅(株)
(株)木津屋本店 日本総合システム(株)
(株)共栄薬品（カーブス事業部） (株)日本旅行東北
(株)キリウ ハイテクシステム(株)
(株)興盛工業所 パシフィックゴルフマネージメント(株)
斎久工業(株) 東日本興業(株)
三建設備工業(株) 東北支店 東日本電気エンジニアリング(株)
三進金属工業(株)　福島工場 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ(株)
新川電機(株) プライフーズ(株)
仙台小林製薬(株) (株)北洲
(株)仙台進学プラザ 前澤工業(株)
第一精工(株)　東京事業所 (株)ミクロスソフトウエア
太子食品工業(株) みちのくコカ・コーラボトリング(株)
大和ハウス工業(株) (株)明電エンジニアリング
千代田テクノエース(株) ヤンマーアグリジャパン(株)
(株)ティーアンドティー (株)ヨークベニマル
DCMホーマック(株) (株)吉田産業
(株)ＴＴＫ (株)吉田測量設計
(株)テクノル ＹＫＫグループ（ＹＫＫ㈱・ＹＫＫ ＡＰ㈱）
(株)デジアイズ

2019年3月3日(日)　参加事業所一覧

午前の部



事業所名 事業所名
(株)アート不動産 東京システムズ(株)
(株)アイカムス・ラボ 東光電気工事(株)
アイジー工業(株) 東テク(株)
秋田基準寝具(株) 東プレ(株)　本社
(株)アテック 東北銀ソフトウェアサービス(株)
アンリツ(株) 東北自然エネルギー(株)
岩手スバル自動車(株) トーヨーカネツ(株)
岩手ダイハツ販売(株) (株)ドコモCS東北
ウチダエスコ(株) トヨタ自動車東日本(株)
(株)エイト日本技術開発　東京本社 トランスコスモス(株)
NTT東日本-東北 長田広告(株)
エム・エス・ケー農業機械(株) 日本ケーブル(株)
片倉コープアグリ(株) 日本端子(株)
カメイ(株) 日本電営(株)
(株)キタカミデリカ 日本ファインセラミックス(株)
(株)共立メンテナンス (株)ネオシステム
興和(株) ビップシステムズ(株)
国分東北(株) (株)福山コンサルタント
(株)コハタ 藤倉化成(株)
(株)シード (株)富士通ソフトウェアテクノロジーズ
JR東日本ビルテック(株) プライムアースＥＶエナジー(株)
ＪＦＥプラントエンジ(株) フルテック(株)
(株)シグマソリューションズ (株)ベネッセスタイルケア
志戸平温泉(株) ホクレン農業協同組合連合会
昭和コンクリート工業（株）東北支店 (株)マーキュリー
図研テック(株) (株)マースエンジニアリング
(株)スズキ自販岩手 (株)マイナビ
(株)ステップ (株)マイヤ
住友電装(株) 三菱電機特機システム(株)
世紀東急工業(株) ミネベアミツミ(株)
大和冷機工業(株) (株)妙徳
(株)DSB情報システム (株)ヤマザワ薬品
ＴＰＲ工業(株) (株)ユードム
(株)デンコードー（ケーズデンキ） 六興電気(株)
東京エレクトロンデバイス(株)

2019年3月3日(日)　参加事業所一覧

午後の部


