「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

業種／ＵＲＬ等

製造業
1 旭化成㈱

㈱ＩＴクリエ
2
イト

http://www.asahika
sei-kk.co.jp/

4 ㈱アスパーク

荒井会計事務
5
所

㈱アール
6
ディーシー

募集職種等

生産の効率化･省エネ化による発泡スチロールの可能性を追求し、独自技術に
よる新たな用途を提案することで、家電や建築の断熱部材や自動車部材など
多岐にわたる幅広い業種で当社製品が採用されています。
昨年2月に第50回グッドカンパニー大賞優秀企業賞を受賞、また本年3月に経
産省中小企業庁より、2018年『はばたく中小企業･小規模事業者300社』に選定
されました。

群馬県国民健
8 康保険団体連
合会

①は前橋市

2019
院･大･高専
年卒

②･③･④･⑤は前橋
市、伊勢崎市各工場

既卒 院･大･高専

http://www.asabiki
wakadori.co.jp/

2015年4月に神戸物産グループの「食の製販一体」の強化を目的と
して事業を開始した鶏肉の製造工場です。2018年3月には、自社の 募集職種 ①工場製造管理 4名 ②農場飼育管理 2名
新鮮な鶏肉を使用したソーセージ製造工場が完成し、稼動開始しま
した。
募集学科 ①②とも全学科
皆様も会社ともに成長しませんか。ブースにてお待ちしております。

①高崎市
②渋川市、高崎市

ＭＳＳステン
10 レスセンター
㈱

留学生採用

―

2019
院･大･短･高専･専
年卒

電気自動車の製作及 大手メーカーのプロジェクトに参加し、自身のスキルを磨いていくこと ①技術職 /全国350名 機械系エンジニア、電気電子系エンジニア、IT系エンジニア、 2019
院･大･短･高専･専
ができます。いずれは自社開発のプロジェクトメンバーになって頂け 化学系エンジニア
びアウトソーシング
年卒
る方を募集しております。
②総合職 /全国50名 人材コンサルタント、コーディネータ、人事 等
https://www.aspark 昨年、電気自動車「OWL」がドイツのフランクフルトのモーターショー [採用実績]
既卒 院･大･短･高専･専･高
に出展いたしました。今年はパリのモーターショーに出展予定！
①機械･電気電子･情報･化学･生物･環境･物理･数理･建築学科等 ②全学科
.co.jp/

専門士業
www.arai-office.jp

企業様の抱える経営課題の解決に向けてトータルサポートを行って
おります！税務･会計に留まらず、行政書士事務所を併設し、2018 募集職種 総合コンサルティング職 ２～３名
年6月には社会保険労務士の法人も設立しました。また、全国に先
駆けてクラウド会計ソフトを活用し、 先進的な会計サービスを展開し 募集学科 全学科
ています。結果として全国から多くの引き合いをいただいています。

前橋市天川原町

2019
院･大･短･高専･専
年卒

①店舗スタッフ ②店長候補
③本部スタッフ候補(商品部･企画部･人事総務部）
①②③合計で60名募集
[募集学科]①②③全学科対象（学部・学科は問いません。研修制度が
充実していますので調理経験のない方も、ご安心下さい。）

幼児～高校生対象の学習塾を経営しています。アクティブラーニン
グを積極的に行い、PISA型学力の定着を目指します。
新入社員用の社宅を毎年ご用意しています。入社前から研修を行う
https://www.usuiga ので、塾講師経験や教員免許がない方でも安心して勤務ができま
す。年間休日も確保されており、離職率も圧倒的な低さです。
kuen.co.jp/

①教務マネジメント職：5名②インストラクター職：2名③事務職：1名④日本語教師：1名 2019 院･大
年卒
[募集学科]①②③全学科 ④大学で日本語教育を専攻・副専攻してる方
[勤務予定地]①②群馬県内各教室、埼玉県教室（熊谷、北浦和）※埼玉県の場合で
既卒 院･大
も群馬から通勤可能です。③高崎市④玉村町予定（2020年開講）

群馬･埼玉･栃木･東
京･千葉･神奈川･宮
城･愛知･大阪･兵庫
（希望勤務地考慮）

診療報酬等審査支 国民健康保険法第８３条に基づき、設立された公法人であり、診療
報酬や介護報酬の審査支払や保健事業等、保険者（市町村等）が
払業務

事務職/若干名 募集学科/全学科
行う国保事業に大きく貢献しています。
※既卒の方は平成5年4月2日～平成13年4月1日に生まれた 前橋市
http://www.gunmak 待遇については、概ね群馬県に準じており、とても働きやすい環境で 方
す。
okuho.or.jp
ＡＧＦ関東㈱は味の素ＡＧＦ㈱の生産関係会社として『お客様に安心と満足を与
え、そして優れた品質の製品を提供し続けること』を方針とし、常に進化し続け
る生産会社を目指します。
製造オペレーター 若干名 募集学科は不問
http://www.agf.co.jp/kanr 事業内容はレギュラーコーヒー･インスタントコーヒー･スティックコーヒー･ボトル
コーヒーなど様々なタイプのコーヒーを生産している会社です。
en/kanto/index.html

ステンレス鋼材等の
加工及び販売
http://www.mssstls.com/

"当社は三井物産㈱と日新製鋼㈱のグループ会社です。
皆さんの身近にあるフォーク、スプーン、台所シンクや自動車、住設機器等で
使われているステンレス製品の材料を加工し販売しています。又、ステンレスは
錆難く長寿命の上、高いリサイクル性を備えた金属であり、地球に優しいエコな
素材です。先ずは話だけでも聞きに来てみて下さい。"

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

太田市

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

―

留学生
採用可

既卒 院･大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生
採用可

―

既卒 院･大･短･高専･専･高
2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

①営業部･営業職(既存の顧客･仕入先を担当し、顧客からの受注や材料の発注、契 2019 大･短
年卒
約管理、加工会社への加工手配、営業活動等) 1名
②管理部･事務職(経理･総務･各種申告書作成･社会保険等手続き･与信管理等) 1名
[募集学科]①②ともに全学科 [勤務地]①②太田市①転勤の可能性有（東京、大阪） 既卒 ―

1 / 9 ページ

―

既卒 院･大･短･高専･専

グルメ回転寿司「がってん寿司」を初め、「かつはな亭」、「旬菜食健
ひな野」など41ブランドの飲食店を国内･海外に294店舗展開してお
ります。「手作りの美味しさ」と「手の届く贅沢」をキーワードに、外食
http://www.gatten.c 分野で店内調理にこだわったチェーン展開を実現。日本発･世界の
食ブランドを目指しております。
o.jp/

フードサービス業

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

飲料製造業

9 ＡＧＦ関東㈱

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

2019
システムエンジニア・プログラマー 2～3人
院･大･短･高専･専
お客様の要件に基づき、システムの設計、プログラミング、テストを
年卒
本社（前橋市）、幕張、
行い、リリースをサポートするお仕事です。また、リリース後のメンテ 【採用学科】
全学科（入社後、プログラミングの基礎研修やマンツーマン指 川崎
http://www.itcreate ナンスフォローも行います。
既卒 院･大･短･高専･専
導を行いますので、専門知識のない方でも大丈夫です。）
-inc.com

教育・学習支援業
7 ㈱うすい

①営業職(得意先へのルート営業、新規提案営業) ２人
②設計･開発 ２人
③生産技術(設備管理･保全) ２人
④生産管理(工程管理) ２人 ⑤品質管理 ２人
[募集学科]
①は全学科 ②③④⑤は理工系学科専攻者

勤務地等

ソフトウェア

食料品製造業
3 ㈱朝びき若鶏

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

11 太田物産㈱

㈱大西ライト
12
工業所

13 岡田工業㈱

㈱ＯＫＩアイ
14 ディエス
(ＯＫＩグループ)

関越電子情報
15
㈱

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

業種／ＵＲＬ等

企業ＰＲ・事業内容等
東日本ほぼ全地域のJAグループとお取引させて頂いており、通信販
総合商社
売、ノべルティグッズなど各種商品を取り扱っております。またWEB
ショップなでしこスタイルでの販売も行っております。様々な商品を企
http://www.ob-k.jp 画提案し暮らしに寄り添い笑顔を育む魅力ある商品をお届けしてま
す。社員教育もしっかり行います。まずは、話を聞きに来て下さい。

募集職種等

①営業職(飛び込み営業ではありません。得意先への企画提案型営業
です。)2人
①ルート営業
②営業職（WEBｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞなでしこスタイルでの企画販売）2人
③営業事務職 2人
②③渋川市
[募集学科・資格]①②全学科 資格（普通運転免許･ｴｸｾﾙ ﾜｰﾄﾞ）
③全学科 （簡単なエクセル・ワード）

プラスチック成形化
工業用プラスチック部品製造
工

①技術職(プラスチック成形作業) １～２名

http://www.onishilit す。
e.co.jp

募集学科：全学科（文系・理系は問いません）

自動車・産業機械・電機機械器具関係などの部品を製造していま

伊勢崎市

金属加工製造業(パ 当社は産業用パレット、ラックの開発から製造・販売･レンタル事業を ①[営業職](得意先への企画提案型営業) 2名
手がける物流総合メーカーです。70年以上の歴史の中で得られた信 ②[技術職](ＣＡＤによる開発･設計) 1名
レット、ラック)
用・信頼を大切にしながら、これからも総合搬送システムメーカーとし ③[生産管理}(生産計画等の管理業務) 1名

http://www.okada- て、時代に即した製品開発に努力し、物流の効率化に向けた新たな
[募集学科]①②③全学科
課題に役割を果たしていきます。
industry.co.jp/
ソフトウェア･ハード 当社はファームウェア開発・ハードウェア開発により、映像/音声/通
ウェアの開発設計 信、高速データ転送、産業用機器、医療用機器、自動運転支援等さ 開発エンジニア 若干名
http://www.okioids.jp/
情報通信
http://www.kanetsu-e.co.jp/

・ソフトウェア設計 ・回路設計 ・ＦＰＧＡ設計 ・機構設計
まざまな分野で製品開発をしている会社です。
XILINX PremierPartnerとしてFPGA国内最高水準の技術と当社ノウ 募集学科：理工系学科
ハウにより先進的なサービスを提供しています。
官公庁や自治体向け「広域イーサネット」や病院向け「院内LANシス
①営業職（得意先への提案型ルート営業) 若干名
テム」、消防向け指令システム等、その他支社などを持つ大企業向
②技術職 若干名
け「IPセントレックス」といった通信システム全般の販売・構築・施工・
保守管理を行っています。
学部、学科等問いません。理工系の方歓迎します！
実力主義の自由な社風で、社員のやる気を育てます。
当社は創業６４年を迎え、群馬県・埼玉県を拠点に展開をしている業 ※採用予定人数

16 関東食品㈱

関東いすゞ自
17
動車㈱

http://www.kanshoku.jp

関東建設工業
19
㈱

卸業者の中では県内トップの売上高を誇ります。
売上高 平成２９年度 ７５億円 従業員数 ２００名
拠点 高崎本社・埼玉支店・館林営業所・秩父営業所

①太田市(本社)、東京
都千代田区(東京営業
所)
②③太田市(本社)

高崎市

高崎市

用車ディーラーです。大型から小型トラックまで扱っており、お客様の

http://kantounyu.co.jp/
総合建設工業
http://www.kantok.co.jp

①総合職（営業推進部･管理本部･センター事業部･輸送事業
部等、様々な部署を経験して頂き、弊社のビジネスを理解し
前橋市
た上で将来の幹部候補生としてスキルアップしていただきた
いと考えております。） ５名 募集学科：全学科

当社は、創業以来常にチャレンジし続けており、業績も年々右肩上がりに伸び
ている会社です。地域に根付いた保育園･介護施設から東京オリンピックの会
場となる施設まで幅広く手掛け、若手社員も目標を持って活躍しています。
平成30年には大手設計会社の日建設計より豊洲市場管理棟施工において特
に品質･工期･安全面で表彰されました。

①技術職（建築施工管理、土木施工管理）若干名
②営業職（得意先への設計施工型営業）若干名
[募集学科・資格等]
①理工系学科希望但し、やる気があれば全学科可能 ②全学科
①建築施工管理技士･土木施工管理技士（資格取得支援制度あり）

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）
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2019
大･短･専
年卒

―

―

既卒 ―
2019
院･大
年卒

2019
院･大･短･高専･専
年卒

2019
大･短･高専･専
年卒

―

―

本社（高崎市）

―

既卒 大･短･高専･専･高

2019
院･大
年卒

―

―

既卒 院･大

①・②とも群馬本社（太 2019 院･大･短･高専･専
田市）・東京支店・さい 年卒
たま支店（希望勤務地
既卒 院･大･短･高専･専･高
考慮）

卸売業
20 菊屋㈱

2019
大･短･高専･専
年卒

2019
院･大･短･高専･専
①②群馬県・埼玉県内 年卒
の各拠点
既卒 院･大･短･高専･専･高

食品流通に特化した全国展開している物流会社です。幹線輸送・保
管・加工・入出庫・配送まで全てを一元化し、安全高品質を保つ技術
を駆使した物流事業を提供しております。今後更に拠点を増設して
いくプロジェクトを遂行中です。

①全国に支店を持つ、設立約70年の老舗生活用品卸売業者です。
②取扱いの商品は身近にある家庭用品ばかりなので、親しみをもっ
て業務にのぞめると思います。
①営業職（主にルート営業）
http://www.kikuya- ③先輩の親切な指導に加え、ＯＪＴや社内研修も整備されており、安
心して業務を覚えることができます。
kk.com/

―

既卒 院･大･短･高専･専

既卒 院･大･短･高専･専

※勤務予定地 本社(高崎)･埼玉支店(鶴ヶ島) 秩父営業所･館林営業所
※募集学科・資格等 学部学科不問、自動車免許必須

http://www.kanto- ニーズにトータルでお応えできます。平成28年8月に創立70年を迎え [募集学科・資格等]①全学部全学科 ②整備士資格３級以
上
た当社は、これからも「運ぶ」を支え続けます。
isuzu.co.jp/

2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生採用

既卒 ―

５名

自動車小売及び卸 当社はいすゞ製トラックの販売をメインに行っている会社です。
①営業職 若干名 ②整備職 若干名
埼玉県・群馬県を販売エリアとし、シェアＮｏ.1を誇る地域密着型の商
売

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

既卒 大･短･高専･専

業務用食材卸売業 務用食品を取り扱う専門商社です。群馬県を本社とする業務用食品
※職種 ジョブローテションが基本 営業職は一度は必ず経験有り

総合物流業
18 関東運輸㈱

勤務地等

2019
大･短･高専･専
年卒
既卒 大･専

―

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

㈱キンセイ産
21
業

業種／ＵＲＬ等

プラントエンジニアリ
ング
http://www.kinseis.co.jp/

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等

募集職種等

高崎市で産業廃棄物処理プラントの製造を行っているメーカーです。技術の開
発から営業、設計、施工、アフターメンテナンスまで一貫して行っている日本で
も数少ない企業です。
技術職･営業職･事務職／計20名 募集学科：全学科
弊社の燃焼技術は世界各国で特許を取得しており、「乾溜ガス化燃焼」を使っ
た焼却装置は世界中でキンセイ産業でしか造れません。
平成29年に経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。

スーパーマーケット等の量販店向けの惣菜キットやカット野菜の製
造･卸売を手掛けています。
地域企業として、食を通じて地域へ貢献し、すべての人にとって食が
http://kurihara1993 楽しいものであるよう、常に提案していくことを心がけています。一緒
に「食卓を明るく豊かに」していきましょう。
.com/

食品製造業
22 ㈱クリハラ

サービス業(教育･ス ＜スポーツを通して「子ども達の未来を創造する力」や「地域の持つ
力」を育てたい＞という想いを持ち、幼児～小学生を対象としたス
㈱globeコーポ ポーツ)
23
ポーツ教室運営をしています。教室運営を通して、子ども達に「人間
レーション
https://globe関係の築き方」「努力することの大切さ」「社会に出るためのルール」
を伝え、子ども達の≪豊かな心≫を育てる活動をしています。
corp.jp/

24 ㈱グンエイ

25 グンダイ㈱

建設業（設備工事
業）
http://www.guneiweb.co.jp/

群馬県に本社を置き、関東一円を中心に商業施設や学校、病院等、
建物の用途に応じて必要となる水回りや空調、電気に関する設備等
を施工し、また、建物に設置される消防設備等の点検、保守を行っ
ています。当社は、やる気を重視し、若い社員にも責任ある仕事を任
せる風土があるので、学部を問わず、早いうちから活躍できます。

勤務地等

本社（高崎市）

㈱群馬県食肉
27
卸売市場

―

3名

群馬小型運送
28
㈱

群馬自動車燃
29
料販売㈱

群馬綜合ガー
30
ドシステム㈱

①教習指導員見習い 3名 ②営業 1名 ③事務職 1名
募集学科：全学部全学科
全職種教習指導員を取得していただきますが、社内教育制
度が整っております。

食肉の処理･加工･
①全国２８か所ある食肉卸売市場の１つ
卸売市場開設

①業務職 食肉の処理･加工 6名
②電気設備の維持･管理業務(電気主任技術者資格要) 2名

総合物流業
http://www.gku.gro
up/
小売業
http://www.gunjine
n.co.jp
警備業
http://www.galsok.co.jp

募集学科：①不問

当社の特徴は、取引全体の95％以上が荷主ﾒｰｶｰ様との直接取引で、様々な
輸送・保管需要に貢献し、効率的な物流を提案することにより信頼を得ていま
す。また、行政機関の委託業務等も行い地元群馬の発展に寄与しています。
竣工した第2物流ｾﾝﾀｰが今夏に稼働し、事業の拡大、若手人材の確保・育成
に力を入れ、“常に新しいことにチャレンジし続ける”を基本方針に更なる飛躍
を目指しています。

伊勢崎市

既卒 院･大･短･高専･専･高
2019
大･短･高専･専
年卒

前橋市、藤岡市

2019
院･大･短･高専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専

佐波郡玉村町

2019
大･短･高専･専
年卒

―

既卒 大･短･高専･専･高

①高崎市
②高崎市又は安中市

2019
院･大･短･高専･専
年卒
既卒 院･大･短･高専･専

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ LPGｽﾃｰｼｮﾝ(ｵｰﾄｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ) 群馬ﾍﾘﾎﾟｰﾄ給油所 石油製品の
販売、卸売 地下貯蔵ﾀﾝｸ及び地下埋設配管の検査 工業用潤滑油、食品機
械用潤滑油販売 車検のｺﾊﾞｯｸ、キズ・へこみ直しのﾋﾟｯｶｰｽﾞ 損害保険・生命
保険代理店 レンタカー事業(ﾆｺﾆｺﾚﾝﾀｶｰ) 車の買取、販売 JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱
供給電力小売代理店 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ事業(ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ)

石油製品の販売 募集学科：全学部全学科
①営業職（企業向けに工業用潤滑油の販売を通じて、お客さ
群馬県内
まへ生産性向上や経費削減などを提案する） 若干名
②給油所スタッフ 若干名

2019
大･短･高専･専
年卒

当社はALSOK１００％出資のグループ会社です。常にお客様から信
頼される警備の構築に勤しんでおり、やり甲斐のある職業です。当
社にしかできない安心の提供を共にしましょう。男性だけでなく女性
も活躍できる職場です。

①警備職（機械警備、常駐警備、警備輸送、ガードセンタ） １５名
②営業職 ５名 ③技術職 ３名 ④事務職 若干名
[募集学科]①②④全学科 ③理工系学科専攻者
[勤務予定地]群馬県内各営業所

2019
院･大･短･高専･専
年卒
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―

既卒 大･短･高専･専･高

②電気関係の学科･学部卒

①総合職：若干名 （営業事務・管理事務）
②専門職：若干名 （ドライバー・倉庫作業員)

2019
院･大･短･高専･専
年卒

募集学科：①②ともに学科不問

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

①施工管理職(機械設備工事の施工現場での管理業務) 5人
②営業職(ゼネコンからの設備工事の受注営業等) 3人
③事務職(総務又は資材) 各1人
[募集学科]①②③共に全学部全学科
[勤務予定地]①②は群馬県太田市又は埼玉県さいたま市、川口市（希望勤務地考慮）
③は群馬県太田市

前橋市関根町にて「前橋自動車教習所」と藤岡市立石にて「かぶら自動車教習
所」の自動車教習所を2ケ所と前橋市関根町にてゴルフ練習場を運営しており
ます。
近年では自動車教習所だけでなく「安全」をテーマとした運転免許既得者教育
http://www.maebashi- にも力を入れております。若手社員も多く社内教育制度も充実しております。一
drivingschool.co.jp/
緒に教習指導員を目指しませんか。

②対米・対ＥＵ等への牛肉輸出を取扱う認定施設

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

アルミダイカストの金型の設計製造、鋳造・加工・含浸までの一貫生
①生産技術 3名 ②技能工
産を行っている会社です。
http://www.gundai.c 平均年齢も32歳と若く活気のある職場です。働く意欲のある人を歓 募集学科：①②ともに全学科
迎します。

http://www.gunmas ③食肉卸売市場として豚肉の処理頭数は全国１位の規模
yokuniku.co.jp/

―

◆運営指導員◆10名 サッカーまたはチアダンスの指導員として、生徒の指導・管理に携わって頂
2019
きます。指導員として実績を残した後は、クラブのマネジメントに注力して頂き、管理業務、企画業
院･大･短･高専･専
年卒
務に携わって頂きます。
★学部・学科、スポーツの経験不問！子ども・教育・スポーツに興味がある方であれば、どなたでも
ご応募可能です！
既卒 院･大･短･高専･専･高
[勤務予定地]群馬･栃木･茨城･長野･新潟･山梨･富山･石川･福井(希望勤務地考慮)

o.jp
㈱ぐんま安全
26
教育センター

2019
院･大･短
年卒

留学生採用

既卒 ―

①製造(野菜の加工～出荷作業) 5名 ②事務(一般事務作業) 1名
③開発(新規キット商品の開発) 1名 ④営業(得意先へのルート営業) 1名
⑤品質管理(製品の品質管理) 1名
[採用学科]不問 野菜が好きな方歓迎 [予定勤務地]すべて本社勤務（伊勢崎市）

アルミダイカスト製
造業

サービス

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

―

―

既卒 大･短･高専･専･高

既卒 院･大･短･高専･専･高

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

㈱群馬第一興
31
商

群馬トヨペッ
32
ト㈱

33 ㈱群馬バス

ケービックス
34
㈱

35 コーエィ㈱

36 コガックス㈱

業種／ＵＲＬ等

業務用カラオケの
リース・販売
―
専門商社（自動車
販売業）
https://www.gtoyopet.jp

①営業職（カラオケ機器等の販売、集金、メンテナンス等）
②店舗職（接客、アルバイトスタッフ管理、売上管理等）
③事務職
募集人数はすべて若干名

・新車販売（トヨタ・レクサス） ・中古車販売、買取
・車両の修理、点検、整備 ・生命、損害保険代理店業務
・リース業務 ・携帯電話販売(au)
人・車が好きな人は、ぜひブースへお越しください。
お待ちしております。

新卒 ①営業職 ②サービスエンジニア(整備士) ③ショールームスタッフ
既卒 ①営業職 ②サービスエンジニア(整備士)
各募集人数…若干名
[募集学科]①全学部全学科、自動車普通免許（MT) ②整備専門学校、自動車整備士２級、自動
車普通免許（MT) ③全学部全学科、自動車普通免許（AT）
[勤務予定地]群馬県内(自宅から通勤可能な各店舗)

http://www.gunbus. の皆様に愛されるバス会社を目指して日々業務に励んでおります。 [募集学科・資格]･職種により大学・短大･専門学校の応募資
当社に興味のある方は、是非お立ち寄りください。
格の別有り ･自動車免許必須 ･その他求人票によります
co.jp
総合ビルメンテナン
ス、アウトソーシング

http://kbix.co.jp

ケービックスは「ヒト」が創る新たな価値を追い求めて、人材リソース
のアウトソーシングビジネスを基盤に地域社会と企業の活性化に貢
献します。また社員が、当社のことを『人生を送る本舞台』と認め、能
力向上と目標達成という張り合いの中で過ごせる企業体を目指して
います！

レンタルリース･イベントプ ≪お客様の「欲しい！」「やりたい！」はコーエィが叶えます！≫
ロデュース･環境関連工事 当社は建機レンタル・イベントプロデュース・環境機器の設備・重機,車輌のメン
テナンスと業種の違う4つの部署を保有しています。重機の小さなネジ1本の販
https://www.koei- 売から、動員人数2万人を超えるイベントの企画まで。あなたのやる気と発想力
でお客様の「希望」を叶える仕事をしてみませんか。
corp.jp/

輸送用機械器具製
造業
http://www.kogax.c
o.jp/

https://www.kojima
tekko.co.jp

坂本工業㈱
39 ＳＲＤホール
ディングス㈱

自動車部品製造
http://www.sakamo
tonet.co.jp/
卸・小売業

40 ㈱サンワ

http://www.sunwa.co.jp/

①前橋市／太田市
②群馬県内全域
③前橋市

現状、高崎市、本庄市

2019
院･大･短･高専･専
年卒

2019
院･大･短･高専･専
年卒

伊勢崎工場（今井町）

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

―

既卒 院･大･短･高専･専
2019
院･大
年卒

―

既卒 院･大

高崎市本社工場

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 高専･専･高

前橋市

2019
大･短･高専･専
年卒

―

既卒 大･短･高専･専･高

太田市別所町292

エネルギーの総合商社として「安心な暮らしと、ワクワクする未来を
～サンワブランド２０２０」をビジョンに掲げ、従業員一同お客様満足 営業職・販売職 １０人
の徹底追及、地域貢献に努めています。

群馬県、埼玉県、神奈
川県
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―

既卒 院･大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

募集学科：全学科

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

①総合職[8名程度] ○営業、現場管理のお仕事です
・建機レンタル部・ｲﾍﾞﾝﾄ事業部 ・環境設備事業部
②専門職【若干名】 ○事務のお仕事がメインです 募集部門は上記と同様
※①②共に配属部署は希望に沿います。勤務地希望に関しても最大限考慮します。
※総合職、専門職ともに学部学科不問

・豆腐･厚揚げ･油揚げの製造職 50名
・受注業務 若干名
・総務･経理等の事務職 若干名
募集学科：すべての職種全学科

留学生採用

既卒 院･大･短･高専･専･高

数多くある自動車部品の中でも、吸排気系･燃料系と呼ばれる製品を開発し製
造します。具体的には、エキゾーストパイプ･マフラー･樹脂製燃料タンクといっ 理系技術職(製品設計･研究実験･生産技術･品質保証)
若干名
た機能部品です。自社で実験設備を構え、各種認証試験を繰り返しながら、お
客様の要求や厳しい法規に対応しております。
ＳＲＤホールディングス㈱においては、2017年に経済産業省より「地域未来牽引 募集学科：機械工学・電気電子・情報・化学系
企業」に選定されました。

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

2019
院･大･短･高専･専
年卒

当社は大型の油圧プレス機械の設計・製造・販売を行なっており、東京・名古屋
①機械設計 ３名 ②営業職 ３名
証券取引所への上場企業です。
創業から２０９年の歴史の中で受け継がれた技術とノウハウで、世界中のお客
様に満足していただける製品を作っています。最近では東京スカイツリーのゲ 募集学科：①理工系学科専攻者 ②全学科
イン塔と呼ばれる部分の製作に当社製品が携わりました。

豆腐業界のトップメーカーです。
日本の伝統的な食材である「とうふ」を未来へ導いていくことが、当
社の使命です。
http://www.sagamiy 「おいしさ」を軸に革新的な取り組みを展開し、圧倒的なスピードで成
長しています。
a-kk.co.jp

勤務地等

①提案営業・若干名 ②事業管理・若干名
③クリーンクルー・若干名 ④設備点検管理者・若干名
①②④前橋市、
③は渋川・高崎等、希
[必要資格]普通自動車第一種免許
[採用学科]①大卒以上全学科 ②専門卒以上全学科 ③④高 望による
卒以上全学科

切削生産現場における生産性向上･工程能力向上･コストダウンは今後も激化
する価格競争に打ち勝つためには必要不可欠です。ものづくりの現場で生産 [募集職種]メカトロニクス技術者 １名
技術力を向上させ世界に打ち勝つ品質とコスト競争力を付けなければなりませ （省力化ライン、加工治具、専用機の設計・製作）
ん。世界に冠たる日本のものづくりを推進したいと考えています。
[募集学科]機械工学・材料工学・電気系学科
平成28年には、ものづくり部門で「群馬県優良企業表彰」を受賞しました。

食料品製造業
38 相模屋食料㈱

募集職種等

一般旅客自動車運 当社は社名の通り、バス事業を主体としたバス会社です。公共交通 ①総合職 10名 ②観光バスガイド 5名
送事業
機関として地域住民の皆様の力になりたい、そんな思いから、地元 ③整備工場整備士(養成あり) 5名 ④運転士(養成あり) 5名

機械製造業
37 ㈱小島鐵工所

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等
「もっと音楽を世に もっと サービスを世に」
当社はカラオケを中核として音楽文化の振興と楽しいコミュニケー
ションの場を提供しています。業界トップの系列会社として実績を伸
ばしている会社です。社員の平均年齢も若く、実力次第で役職にも
登用可能です。

2019
院･大
年卒

留学生
採用可

既卒 院･大
2019
大･短･高専･専
年卒
既卒 大･短･高専･専

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

㈱サンコー電
41
子

㈱サンテック
42
ス

サンデンホー
43 ルディングス
㈱

上毎印刷工業
44
㈱

しげるテック
45
㈱

46 ㈱信交

企業ＰＲ・事業内容等
募集職種等
エレクトロニクスの総合商社として、電子機器に関わる研究開発から
商社 兼 メーカー
設計・製造・販売に至るまで一貫したサービスを法人企業様へ提供 ①営業職（法人企業へのﾙｰﾄｾｰﾙｽ） ②生産管理
しております。アットホームな社風から社員一人一人の意見や個性 ③製造 ④物流 ⑤研究開発職 ※各職種とも若干名
http://www.sanko.c を大事にし、積極的に社員の意見を取り入れながらやりがいのある 募集学科：①②③④全学科 ⑤理工系学科専攻者
仕事をどんどん任せます。
o.jp/

金属部品製造
http://www.santechs.com/
機械製造業
http://www.sanden.
co.jp/
印刷業
http://jomai.jp/

http://shigerutec.com/

税理士法人
49 古賀会計合同
事務所

専門サービス業

ダイケンテク
50
ノ㈱

①技術職(研究開発･開発設計･生産技術･品質保証等)10名 勤務地:群馬県内事業所 2019
院･大･高専
年卒
②施工管理職 5名 勤務地：全国事業所
③流通システム事業における営業職 若干名 勤務地：東京、群馬、その他
既卒 院･大･高専
募集学科:①電気電子・情報工学系 ②理工系学科 ③文理問わず、全学部・全学科

【事業内容】ポスター、カタログ、学校案内など商業印刷の企画製
造。およびホームページ、ＡＲ制作。動画・写真撮影、編集。
【ＰＲ】「挑戦こそが未来の上毎」を合言葉に、お客様に喜んでいただ
ける仕事を行っていきます。

①営業職(得意先への企画提案型営業)
②ＤＴＰ(企画･デザイン･組版)
③製造（印刷・製本）
募集人数：①②③若干名
[募集学科・資格等]不問

れぞれの製品のトップメーカーとして、お客様から高い評価をいただ
募集学科：全学科（社内外の研修制度あり）
いております。

梁用防護柵を含めた防護柵）及び景観や環境に配慮した製品を取り

小売業
―

http://www.daikent
echno.com

前橋市

「立木を斧で切り開いて進む」という創業精神。いつの時代でも新し
い食文化の創造と社会への貢献のために新商品や新技術の開発に ①製造職（生産ラインでの製造、機械操作等）若干名
挑戦し続けています。
企業理念は「伝統と革新」新進は自らの可能性に向けて積極的に
募集学科：全学科
チャレンジする社員を応援する企業です。

太田市

高崎市

2019
院･大･短･専
年卒

2019
大
年卒

2019
大･短･高専･専
年卒

前橋市

2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生
採用可

―

―

―

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

みどり市 他

2019
短･専
年卒

資格等：①自動車運転免許（普通・準中型）

既卒 短･専･高

①補助税理士／若干名 ②巡回監査担当者／2名
③財務･労務･経営コンサルタント／若干名
桐生市
募集学科：全学科
資格等：①科目合格者 ②③日商簿記2級以上（入社後8ヶ月
までには取得してください）

2019
院･大･短･高専･専
年卒
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―

既卒 院･大･短･高専･専･高

既卒 大･短･高専･専･高

当社は、昭和46年に設立以来、交通安全施設事業を主体として、群馬県内及 ①営業職（役所・コンサル・建設業者等への提案型営業）４人
び近県で営業活動を行っております。このほか、不動産事業として分譲住宅の
②工事管理職（現場監督として受注案件の施工管理）４人
設計・建築及び販売、太陽光発電による売電など、事業の多角化を常に図って
前橋市（本社）
おります。未経験から始めた先輩も多数活躍しております。興味のある方は是
募集学科：全学科
非お話を聞きに来てみてください。

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

―

既卒 大･高

①営業・配送 若干名

生活に不可欠なライフライン（ＬＰガス・飲料水・電気）に関する事業
を柱とする、地域密着型企業です。

2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生採用

既卒 院･大･短･専･高

募集学科：①全学科 ②全学科(特に土木系)

当事務所は、経営に密着し、企業経営者とその社員のために企業
の防衛・安定・成長・発展に貢献する事務所です。今後はＡＩの導入
など業界が大きく変化することで、ますますコンサルティング業務が
http://www.tkcnf.co 主な仕事になるでしょう。私たちと共に時代の変化に機敏に対応し中
小企業の成長発展に貢献していきましょう。
m/koga/

建設業（交通安全
施設事業）

2019
①太田市
院･大･短･高専･専
②④太田市又はみどり 年卒
市
既卒 院･大･短･高専･専･高
③⑤みどり市

カーエアコン用コンプレッサー･缶飲料自販機の世界シェアトップクラス！
群馬で創業し、今では世界23ヶ国54拠点に事業展開。「冷やす･暖める･電子」
のコア技術で、カーエアコンシステム・自動販売機・冷凍冷蔵ショーケース・無線
通信モデム等、多業界に進出する独立系企業です。
群馬県で腰を据えて働きたい方、ぜひチャレンジしてみてください！

http://www.shinko- 扱っております。
県民の安心・安全及び環境を守り社会に貢献している会社です。
traffic.co.jp

㈱スナガビジ
48 ネスソリュー
ション

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

①機械技術職（ＣＡＭ等を使い製造機械の加工方法・条件を検討し金属部品加工の段取及び加工
を行う。） ②生産・品質管理（製品の進捗管理・品質管理を行う。）
募集学科：全学科（社内での教育制度が整っていますので、特に前向きでやる気があれば問題あ
りません。）
勤務地：安中市上間仁田208-1

建設業(交通安全施 当社は、官公庁、群馬県警察本部を中心に取引させていただいてお ①営業職(得意先へのルート営業) ２人
ります。事業内容は交通安全施設工事（道路区画線、道路標識、橋
設業)
②施工管理職 ２人

http://www.shinshin.co.jp/

勤務地等

医療･通信･産業機器･半導体製造装置等の金属部品を高度なＮＣ機械を用い
て製造しています。
ISO9000･1400を取得しており管理力は世界基準にあります。
若手の社員さんが多く、みな明るく元気でイキイキと働いており、家族的な雰囲
気もあります。また、有給が取り易い仕組みもあり、社員さんファーストの会社
です。

自動車部品等製造 当社は、昭和３２年の創業以来、バス、鉄道用シートのほか、自動車
①品質管理1人 ②生産技術1人 ③製造１人 ④生産管理１人
業
内装部品、マッサージチェアの製造を中心とした経営方針の下、そ

食料品製造販売
47 ㈱新進

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

業種／ＵＲＬ等

―

―

既卒 院･大･短･高専
2019
大･短･高専･専
年卒
既卒 大･短･高専･専･高

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

業種／ＵＲＬ等

金属製品製造
51 大旺工業㈱

タマムラデリ
52
カ㈱

http://www.taiyokg.co.jp/

募集職種等

社会のニーズが、より多様化･高品質化していく中で、ノウハウの開
拓と蓄積、新技術への挑戦、
そして高度情報化に対応するシステム管理の推進を通して「モノづく
り」の質的向上を続けております。

当社は大手コンビニの麺類のお弁当やお惣菜を作っている食品工
場です。北関東３県に工場を持ち、毎日たくさんの美味しい商品をた
くさんの人へお届けしております。
http://tamadeli.com 美味しいものづくりに興味がある方はぜひ当社のブースへお越しくだ
さい！
/

食品製造業

電設資材商社
53 ㈱デンセン

www.densen.co.jp

トヨタ部品群
54
馬共販㈱

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等

①生産管理事務(受注処理から生産情報処理) 2名
②製造 2名
③技術開発(製品開発及びCAD/CAM) 2名
募集学科：①②全学科 ③情報・理工系

太田市内

卸売

①総合職 若干名

募集学科：全学科

富岡営業所
富岡市妙義町下高田
24-3

高崎市本社
または群馬県内いず
れかの店舗

kyohan.co.jp/
㈱ドンレミー
55
榛名工場

コンビニやスーパーから消費者様にスイーツを提供している企業に
なります。
社員の平均年齢は30.7歳と非常に若く、スイーツの企画から営業、 ①製造ライン管理 若干名
http://www.domrem 販売または製造まで若い方々が様々なアイデアを出し合いながら、
おいしくて安全で安心なお菓子づくりに励んでいます。
y.com

食品製造業

募集学科：全学部・全学科

・高崎市保渡田町
・前橋市新堀町
（希望勤務地考慮）

①ものづくりエンジニア(プレス加工技術者) 2人
②ものづくりエンジニア（マシニング加工技術者) 2人
ものづくりエンジニアに興味があれば初心者でもマンツーマンで指導
③生産管理 1人 ④企画営業 1人
太田市の本社工場
http://www.nakaga しますので、工業系学校でなくても問題はありませんので、ご気軽に [募集学科]①②③④とも全学科（OJT、社内教育が整ってい
ブースにお立ち寄りください。
るので、専門知識のない方でも大歓迎)
wa-group.jp

自動車部品製造業 試作車部品及び電気機器試作部品の製造を行っています。
56 ㈱仲川工業所

物流事業
57 日本運輸㈱

日本アイ･エ
58
ス･ケイ㈱

www.nipponunyu.co.jp
製造業（歯科治療用
機器・耐火金庫等）

http://www.kingind.co.jp/

①事務職…当社の事務職は、営業所勤務の場合は、運行管
当社は、関東に本社を持つ物流業者としてトップクラスの売上を誇り 理･商品管理･労務管理･経理等事務全般を担当。事業管理
ます。運輸、倉庫、梱包の３事業を中心に総合物流の業務をおこ
部門の場合は、総務･経理等専門の仕事となります。
なっております。
②現業職…倉庫内での入出庫や検査、梱包等を行って頂き
ます。 募集学科：①②不問

■設立50年以上
当社は財務・税務分野に特化し、自社オリジナルシステムの開発か
ら導入・サポートまで一貫して提供。ソフトウェアだけでなくパソコン
https://www.icsics. やサーバといったハードも提案・販売。導入実績は全国の会計事務
所１万社以上、その先の顧問先企業40万社以上。
co.jp/

59 日本ＩＣＳ㈱

日本アクアリ
フォーミング
60
システムズ合
同会社

当社は、世界唯一の液管理特許技術でﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの高付加価

2019
院･大･短･高専･専
年卒

2019
大･短･高専･専
年卒

2019
大･短
年卒

2019
大･短･高専･専
年卒
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前橋市

―

―

―

既卒 大･短･高専･専･高
2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

学歴不問

―

既卒 ―

切削液の研究・分析

営体を有し幅広いｻｰﾋﾞｽ体制を構築しています。生産環境を改善す の機器を活用して行う。

―

既卒 大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

http://www.nars.wo ることで、人・地球・生産効率を改善できる技術は近い将来、生産環 ・分析報告書の作成 ・3D解析 ・自社商品の治具開発
境の新しいｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞになると考えています。
・顧客工場等の現地対応（切削液のサンプリング）
rk

留学生採用

既卒 院･大･短･高専･専･高

テクニカルサポート 1人 募集学科：全学部全学科
システム導入後のハードウェアの保守・修理・ネットワーク構
高崎市
築などのアフターフォローを担います。新しいモノ好き、好奇
心、人とのコミュニケーションが好きな方に向いています。

コンサルティング業 値なｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを実施しています。また、高い市場性と高効率な経 自社商品納品先の切削液の分析を、群馬工業高等専門学校

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

2019
院･大･短･高専･専
年卒

太田市、大泉町、館林 2019 院･大･短･高専･専
市、伊勢崎市。(埼玉･ 年卒
静岡･滋賀勤務は基本
既卒 院･大･短･高専･専･高
管理職昇進後)

・オリジナル商品からオーダーメイド商品まで、お客様のご要望にき
①営業職(セールスエンジニア) 2名／伊勢崎市
め細かなモノづくりでお応えする「開発主導型」のジャスダック上場
②開発職 2名／吾妻郡中之条町
メーカーです。
・歯科治療用機器、耐火金庫等のメーカーとして、私たちの生活に安
募集学科：①全学部・全学科 ②電気電子、機械工学系専攻者が望ましい
心・安全・暮らしのゆとりを提供しています。

ソフトウェア業

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

既卒 院･大･短･高専･専･高

①製造管理(製麺、トッピング、仕分、加工のいずれかに配属)
②資材管理(原材料の調達、管理)
③品質管理(従業員の衛生管理や各種検査など)
佐波郡玉村町
④商品開発 ⑤設備
採用人数 合計10名程度
募集学科：不問、素直で明るく、前向きに仕事に取り組める方は大歓迎
です！

デンセンは電気を核とした商品、サービス、並びに技術の提供によって快適な
社会環境の創造を目指す総合商社です。照明器具からエネルギー関連商材ま
で膨大な商品アイテムを取り扱い、お客様の「明日の暮らしのお手伝い」を展開 営業（ルートセールス）若干名 募集学科は不問
しています。電設資材(照明器具、配線器具、空調機器、受配電設備、電線
等)、FA機器、住宅設備機器(太陽光、エネルギー関連商材)の販売。

トヨタ自動車と県内トヨタ販売店の共同出資により設立された会社
で、トヨタ車のメンテナンスや修理に必要な部品を管理・供給してい
http://www.gunma- る会社です。

勤務地等

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

既卒 院･大･短･高専･専

留学生
採用可

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

日本ハイコム
61
㈱

業種／ＵＲＬ等

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等

募集職種等

生産設備設計･製作、
①自動車生産技術ｴﾝｼﾞﾆｱ 1名
生産技術ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 当社は、大手自動車ﾒｰｶｰも認めるﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ集団です。自分が設 ②生産設備の設計･製作ｴﾝｼﾞﾆｱ 1名
計した設備で生産された車を街で見かける度に、ﾜｸﾜｸ出来るやりが ③生産設備の電気設計ｴﾝｼﾞﾆｱ 1名
http://www.highco いのある自動車生産技術ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞを提供する会社です。
[募集学科]機械工学科系・電気工学科系・情報工学科系
mm.co.jp/
パナソニックグループのエンジニアリング会社として、主に空調設

パナソニック
62
関東設備㈱

富士ゴム工業
63
㈱

64 ㈱冨士製作所

富士ゼロック
65
ス群馬㈱
富士薬局グ
ループ
66
(㈲富士薬局･
㈱フラント）
富士油圧精機
67
㈱

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）
2019
院･大
年卒

2019
院･大･短･高専･専
年卒

募集している施工管理の仕事は現場の管理を行い、安全で品質よく

既卒 院･大･短･高専･専･高

自動車用ゴム･樹脂 当社は自動車用ゴム・樹脂部品の専門メーカーです。昭和40年に株
式会社SUBARUの協力工場として設立以来、自動車メーカーへ50年 ①材料開発・製品開発 1人 募集学科：化学系
部品の製造

2019
院･大
年卒

http://fujigomu.co.jp/
製麺プラントの製
造・販売
http://www.fujimfg.jp

の納入実績があります。
②設計 １人 募集学科：機械系
長年にわたり培ったゴム技術を基盤に、自動車メーカーに最適設計 ③生産技術 1人 募集学科：電気電子系・機械系
の提案を行い、短期間での商品化を実現しています。

私たち冨士製作所は、即席麺の生産ライン、スナックや菓子の搬送･包装等、
食品関連の機器を中心とした製品をオーダーメイドでお客様に提供させて頂い ①機械設計職 １人
ている企業です。
②電気設計職 １人
当社の即席麺製造プラントの世界シェアは、約50％以上です。
③製造職(組立) １人
2014年には経済産業省『グローバルニッチトップ企業100選』に選出されまし
た。

います。

③ＳＥ(システムエンジニア) 1人

群馬県内外に20店舗を構え、調剤薬局の運営、在宅医療に取り組
んでおります。
明るい笑顔で元気に、地域医療に貢献しています。
http://www.fujiph.c 医療の知識がなくても、分かるまで経験豊富な先輩が丁寧に教えま
す。
om/

―

―

―

既卒 院･大

藤岡市篠塚15

http://www.fujixero 当社では地域に根ざした仕事を通して人間的成長を果たしたい人、 募集学科：①②③とも全学部全学科（充実した社内研修制度
向上心と前向きさを備えた方が活躍しています。
のため、専門知識の無い方でも歓迎）
x.co.jp/gmx/
調剤薬局

太田市

募集学科：①②③全学科

商社(事務機器･ＯＡ 私たち富士ゼロックス群馬は、富士ゼロックス商品・サービスの提供 ①ソリューション営業(営業職） 5人
を通してお客様の事業力強化のお手伝いをしたいという志をもって ②ＣＥ(カストマーエンジニア) 1人
関連)

留学生採用

既卒 大

https://panasonic.c 工期内に設備を完成させる仕事となります。興味がある方はぜひ当 [募集学科]全学科 [資格等]普通自動車運転免許
[勤務予定地]本社（前橋）ただし、現場の場所に応じて勤務地が変動します。
o.jp/ap/pkfe/
社ブースへお越しください。

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

高崎市･前橋市･太田
市･伊勢崎市･渋川市

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専

【募集職種】・総合職 ・医療事務(接客、受付、入力等)
※学部学科、資格不問！人物重視
【勤務地】群馬県内店舗(前橋市、伊勢崎市、太田市、大泉町)
※総合職は、県外店舗(長野県、千葉県、神奈川県、埼玉県)への転勤有

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 ―

①金属加工 2名 ②生産管理 2名（女性も歓迎いたします） ③機械組立 2名
2019
院･大･短･高専･専
年卒
量生産ではなく、お客様のニーズに合わせ、開発・設計・製造・販売
[募集学科]全学部全学科、資格等は特になし（社内教育が充実していますので、製造
する会社です。社員の平均年齢も42歳と、若い力を中心にチャレン
に興味があり、チャレンジ精神の旺盛な方を歓迎いたします。）
既卒 院･大･短･高専･専･高
ジを続け、世界のオンリーワン企業を目指します。
[勤務予定地]①～④前橋市本社工場

産業用機械製造業 製本・印刷関連を中心に、省力化を推進する一般産業用機械を、大 ④一般事務 2名
http://www.fujiy.co.jp/

68 ㈱福一

www.fukuichi.jp
製造業・建設業
http://www.bestmaterial.co.jp
設備工事業
70 細谷工業㈱

前橋市 本社

技術職（施工管理）2名

建設業（設備工事） 備・給排水衛生設備の工事とメンテナンスを行っております。

宿泊業

69 ベスト資材㈱

勤務地等

http://www.ehosoya.co.jp

「福一」、「奥伊香保 旅邸 諧暢楼」の2つの旅館において宿泊業、会
議、宴会、結婚式、披露宴、展示会、ディナーショー等を行っておりま
す。

総合職(フロント、予約、営業、スーパールーム、業務管理)
若干名

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）

募集学科：全学科

①営業（ルート営業） 若干名 ②施工管理 若干名
③メンテナンス 若干名
[募集学科･資格]①②③全学部全学科、普通自動車運転免
許（就職後、資格を取得して下さい １級管工事施工管理技
士他）
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2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生
採用可

既卒 院･大･短･高専･専･高

募集学科：全学部全学科

当社は、住宅用外装材とその関連部材の加工・製造・販売及び施工
をしております。取引先も安定しており、創業41年を迎えました。若い
社員を中心に、新しい事にも積極的に挑戦し、風通しの良い社風で ・生産管理／2名程度
す。ものづくりに興味のある方、住宅関係に興味のある方は、是非と
も当社ブースへお越し下さい。
総合設備業として快適環境の創造を目指し、技術向上に日々取り組
んでいます。また、研修や資格取得など人材育成にも力を入れ、人
を中心とした足腰の強い企業を目指し努力しています。
冷凍冷蔵・空調・給排水衛生設備の企画・設計・施工・メンテナンス、
建物の環境管理

本社(渋川市伊香保町
伊香保甲8番地)

―

太田市（本社）

2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

高崎市

2019
院･大･短･高専･専
年卒
既卒 院･大･短･高専･専･高

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

マチダコーポ
71
レーション㈱

業種／ＵＲＬ等

製造業
http://www.machid
acorp.co.jp/

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

企業ＰＲ・事業内容等

募集職種等

マチダコーポレーションは総合コンクリートブロックメーカーです。前橋市に前身 ①営業職(ルート営業) 2名
の製糸工場を創業し、コンクリートブロック製造業への転換を経て、100年以上
③製造職(ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ) 3名
にわたり群馬県を中心に製造業の中核を担っています。
歴史ある会社ですが、社長をはじめ社員もみなフレッシュ。エクステリア業界を
募集学科：①～④全学科
さらに発展させるためにも、当社で若いパワーを発揮してください。

豆腐等の大豆加工品・麺類各種・炊飯・蒟蒻類と素材となる伝統食
品から米飯加工品・煮物等の惣菜類まで幅広い食品を提供していま
http://www.macfoo す。伝統を守りながら新しい事にチャレンジしている製造メーカーで
す。

食品製造業
72 マック食品㈱

ds.co.jp

金融商品取引業
73 丸三証券㈱

http://marusansaiyo.com/

㈱森エンジニ
78
アリング

③は前橋市･東京都府
中市･東京都千代田区 既卒 院･大･短･高専･専･高
2019
大･短･高専･専
年卒

ミツバは二輪・四輪自動車用電装品の開発・製造・販売を行う「独立
系自動車部品メーカー」です。ワイパーシステムやスターターモー
ターなどのモーター製品を主軸として開発を行っています。
https://www.mitsub その他、産業機器や介護用電動ベッドなどの機器にもミツバのモー
ター・技術が使用されています。
a.co.jp/

【募集職種】技術系総合職（設計、実験、生産技術、研究、技術開発(樹脂･CAE)､品質 2019 院･大･短･高専
年卒
管理、生産企画、製造 他）
【募集学科】理工系専攻者
【勤務地】群馬県内、神奈川県横浜市、宮城県仙台市 他 ※初任地は群馬県内です 既卒 院･大･短･高専･高

～技術商社エンジニアリングカンパニーを目指して～
創業は明治30年。自動車、建設機械、航空機ｴﾝｼﾞﾝ製造ﾒｰｶｰ様な
http://www.mitokog どとお取引をしてます。大手製造ﾒｰｶｰ様と技術力のある中小製造
業様の橋渡し役として、さらに貢献させて頂けるよう日々活動中。

営業職（セールスエンジニア） 8名
募集学科：全学部全学科

冠婚葬祭サービス
業
https://memolead.n
et/recruit/

ウェディング、葬儀･･･人生最大ともいえるステージで、想いをカタチにすること。 【総合職/20名程度】
それが私たちの使命です。お客様の人生のさまざまな場面で、かけがえのない ①婚礼部門 ②衣裳部門 ③葬祭部門 ④営業部門
“きずなづくり”に貢献していきます。
常に変革に挑戦し、新しい価値の創造を目指してきた当社は、セレモニーの枠 【募集学科】
全学部全学科
を超え、豊かなライフステージを提案、プロデュースしています。

本社工場・第二工場
第三工場・第四工場
（全て伊勢崎市）

2019
大･短･高専･専
年卒

2019
東北、関東、中部、関 年卒 院･大･高専
西、九州など 全国27ヶ
所
既卒 院･大･短･高専･専･高

2019
院･大･短･高専･専
年卒

http://www.morieng.co.jp

②本社（桐生市）

既卒 院･大･短･高専･専･高

79 矢島工業㈱

www.syms.co.jp
化学製品卸売業
80 ㈱矢野

www.kkyano.co.jp

自動車、フォークリフト等の部品を製造しております。自動車部品は主に
SUBARU様、フォークリフト部品はコマツ様と取引しており、大手との関係がある
安定した会社と言えます。
①総合職（技術系） 2名 募集学科：理工系学科専攻者
今回は工場内の設備保全やラインの立ち上げなどを担当してくださる技術者を
募集致します。先述の企業の技術者と直接やり取りできる職種です。ぜひブー
スまでお越し下さい。

創業300年を超えた北関東を地盤とする産業資材と機械・設備の専 ①営業職 2人
門商社です。大きな変革期を迎えている物流業界において当社は、
募集学科：全学科(ＯＪＴ、社内教育が整っているので、専門
情報機能と物流機器を武器にあらゆる『需要』にお応えしておりま
知識のない方でも歓迎)
す。

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）
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―

―

―

留学生
採用可

―

2019
群馬、埼玉の各事業所 年卒 院･大･短･高専･専
留学生
※前橋、高崎、伊勢
採用可
崎、太田、桐生 など
既卒 院･大･短･高専･専･高
①本社（桐生市）又は
太田支店（太田市）

輸送用機器製造業

―

既卒 大･短･高専･専･高

建設コンサルタント 建設コンサルタント（設計、測量、調査、施工管理）のスペシャリスト ①土木技術職 2名 ②事務職 1名
を目指している技術集団の会社です。防衛省、群馬県・桐生市等の
各自治体、そしてNEXCO等より業務を受注し、地域のため日々公共
募集学科：①②全学科
インフラ整備に尽力し、安定成長を続けています。

留学生採用

既卒 ―

①製造職 １０名
②総合事務職 ３名（営業部･生産管理部･品質保証部)
募集学科：①②全学科（入社後、社内教育致しますので、文
系・理系・学部・学科問いません）

yo.co.jp/

77 ㈱メモリード

2019
院･大･短･高専･専
年卒

自動車部品を主に金属製品の加工をしております。
３次元ＣＡＤ・ＣＡＭを使用した金型設計・製作からプレス加工、各種
溶接、カチオン電着塗装仕上げまでを一貫製造ラインにて製造して
http://www.mnaka.c おります。プレス技術をコアに既存製品にとらわれず、独自製品の開
発にも取り組んでおります。
o.jp

技術商社
76 水戸工業㈱

①･②は前橋市

※学部学科不問 お客様第一を掲げる当社の理念に共感していただける方

輸送機器
75 ㈱ミツバ

①生産管理(食品の生産管理) 1人
②品質管理(製品の「物性･官能･微生物」検査) 1人
③営業(提案型営業) 1人
募集学科：①全学科 ②理系学科 ③全学科

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

2019
①前橋市・関東圏内
院･大･短･高専･専
年卒
②前橋市
③④伊勢崎市･埼玉県
既卒 院･大･短･高専･専･高
白岡市

「にんげん」証券をキャッチフレーズに、「にんげんの個性」を大切にする証券会 ・一般職営業職（勤務地限定職）
社です。当社の主なお客様は、個人のお客様。幅広い方々との取引をしていま 太田支店、伊勢崎支店、館林支店、沼田支店 各1～2名の採用予定
す。様々なタイプのお客様としっかり向き合うためには、様々なタイプの社員が ・総合職（全国勤務）も、若干名募集中
いた方がいい。当社で活躍する社員は実に多彩です。皆さんの良さをそのまま
活かして働ける、そんな会社です。

金属加工業
74 ㈱マルナカ

②研究開発 2名
④生産管理(ISO・JIS他) 1名

勤務地等

太田市

2019
大･短･高専･専
年卒

―

―

既卒 大･短･高専･専･高

本社（みどり市）

2019
大
年卒
既卒 院･大･高専･専･高

―

「群馬で就職！合同企業説明会」参加企業リスト

※参加企業等は変更となる場合があります。変更があり次第、下記リストを更新しますので、群馬県中小企業団体中央会の
下記ＨＰにて最新の情報確認をお願いします。

【日
時】20１８年８月８日（水）13：00～16：00（受付開始12：00～）
【開催場所】前橋市 ヤマダグリーンドーム前橋「サブイベントエリア」
№

企業名

81 ㈱やまひろ

http://www.chuokai-gunma.or.jp/jinzaikakuho/shinsotsu.htm

業種／ＵＲＬ等

企業ＰＲ・事業内容等
広島に本社を構え、群馬・静岡・広島に工場を持ち、アイスクリーム
食品製造及び卸
の製造と冷凍麺の製造販売を行なっています。
アイスクリームは大手メーカー各社から製造委託を受け、新商品の
http://www.yamahir 開発・製造をしています。
また冷凍麺メーカーとしても業務用を中心に全国展開しています。
o.co.jp/

募集職種等

勤務地等

生産職(製造管理・商品開発・品質管理） 4人
群馬工場（伊勢崎市）
学部学科不問

当社は伊香保温泉で旅館業を営んでおります。接客業ですので、資
格や能力よりも皆さんの「やる気」を必要としております。『お客様に
喜んでいただく』それを第一に多くの社員が若いうちから活躍してい 旅館サービス全般 若干名
http://www.yokotek ます。本館は国の登録有形文化財に指定されており、源泉掛け流し
の温泉、地産地消の和食と共にお客様に好評を得ております。
an.com

83 ㈱吉田鉄工所

㈱ライフシス
84
テム

㈱ヨコオデイ
85
リーフーズ

㈱早稲田学習
86
研究会

㈱ライムメン
87
バーズ

㈱日本テレ
88
メッセージ

製造業･建設業･販
売業
http://www.techroa
d.co.jp

1945年10月に創業し現在73年目を迎えました。時代と共に事業展開し、機械加
工･板金加工･鉄骨加工及び工事、総合建設、製品開発、ドコモショップと多分
野で安定した経営を続けております。現在は更なる発展を目指し、至誠塾に力
を入れ人材育成に努めております。
2017年には経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。

群馬県で生まれ、育まれて半世紀、結婚式場「マリエール」、葬儀場
「日典ラサ」を展開！ 人生の節目となるセレモニーをトータルプロ
デュースしてきました。従業員の個性を尊重しつつ人材の育成に努
http://www.lifesyst め、働きがいある職場環境を整備。資格取得支援も積極的に行って
おります。少しでも興味がありましたらブースへお越しください。
em.co.jp

冠婚葬祭サービス

渋川市伊香保町

年間100万人のお客様にご来場頂く体験型工場見学施設『こんにゃくパーク』を ③ファクトリーチェッカー職10名（高卒～大卒／全学科）
運営、社員教育や商品開発に活かしています。
④生産管理総合1名
2017年12月に経済産業省より「地域未来牽引企業」に認定されました。
⑤一般事務1名
募集学科：①～⑤全学科

当社は、小・中学生、高校生を対象とする学習塾「Ｗ早稲田ゼミ」を
運営しています。群馬・栃木・埼玉に校舎を展開し、生徒数は1万
7,000名を超え、地域トップクラスの信頼と実績を誇ります。現在、「日
https://www.wased 本一の塾」＆「株式上場」を目指した成長戦略を推進中。たくさんの
新しい仲間を求めています。
azemi.com

教育、学習支援業

高崎市･前橋市・太田市･
伊勢崎市のいずれか
本人の適性、居住地、希
望、人事の状況を見て配
属します。

学習塾教師 5人
募集学科：全学部・全学科
※教職課程専攻･教員免許の有無は問いません。
(万全の研修制度を整備)

甘楽郡甘楽町

群馬県･栃木県･埼玉
県内各校舎
※社宅制度完備

①ウェディングプランナー(結婚式をお考えのお二人への提案･接客)
人生最大のセレモニーである結婚式や葬儀のお手伝いをさせていた
②ウェディングスタイリスト(ドレス、タキシード、列席者衣裳などの接客･スタイリング)
だく企業である当社は人との出会いを大切にし、感動・幸せ・安心を
③葬祭プランナー(ご遺族･故人様の希望する葬儀の提案･接客)
与えられる人間味あふれる人材を求めています。全社員の顔が見え
http://www.limeme
④営業リーダー(営業アドバイザーをまとめる･イベント企画及び運営)
るアットホームな会社です。
各職種 若干名 募集学科は全学科、資格不問
mbers.com/

http://nittere.net/

全国でも選ばれた代理店しかなることが出来ない【優良オーナー】に
選ばれさらなる拡大を目指し、日々精進しております。店舗を運営し
ていくにあたり『人』はとても重要と考えており、スタッフ一人ひとりが ①販売職（SoftBankショップ受付）：5名 募集学科：全学科
やりがいを感じ、全員同じ志を持ち、同じベクトルに向かって成長し
ていくことを常に意識しています。

[変更事項]№43募集職種追加（7/13） №49「募集職種等」欄変更(7/17) №88追加参加（7/17）
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―

2019
院･大･短･専
年卒

―

―

既卒 大
2019
院･大･短･高専･専
年卒

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

冠婚葬祭

情報通信

2019
院･大･短･高専･専
年卒

2019
①製品開発(機械装置等) ②CAD設計(建築鉄骨) ③販売(ドコモショップ窓口業務)
院･大･短･高専･専
④機械オペレータ(自動車部品等) ⑤金属加工(板金、建築鉄骨) ⑥営業(建設関連) 年卒
上記各職種(２名程度) 勤務地は前橋市
既卒 院･大･短･高専･専･高
[募集学科]①②(理工系専攻者又は経験者) ③④⑤⑥は全学部
総合職
・ウェディングプランナー ・ブライダルコーディネーター
・葬祭ディレクター ・セレモニーアテンダント 各若干名
[募集学科]全学部全学科

―

既卒 院･大･短･高専･専･高

こんにゃく食品製造販 国内トップクラスの生産規模を誇るこんにゃく食品メーカー、工場は食品安全国 ①こんにゃくパーク スタッフ10名（高卒～大卒／全学科）
②ファクトリーオペレーター10名（高卒～大卒／全学科）
売･こんにゃくﾊﾟｰｸ運営 際規格「FSSC22000」取得しています。

http://www.yokoonet.co.jp/

2019
院･大･短･高専･専
年卒

留学生採用

既卒 院･大･短･高専･専

旅館業
82 ㈱横手館

２０１８年７月１７日変更
採用区分（採用対象者）

群馬県・埼玉県・千葉
県・愛知県・福岡県
熊本県

2019
院･大
年卒

―

既卒 院･大
2019
大･短･専
年卒

―

既卒 大･短･専
2019
院･大･短･高専･専
年卒
既卒 大･短･専･高

―

