
2/21AM A1
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会
社

情報処理・ソフトウ
エア

http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/saiyo/ 東京都

私たちの強みは、OS、ミドルウェアから、ネットワー
ク、センサーやビッグデータまで、国内随⼀の幅広い
アセットと、これまでの価値創造の実績を掛け合わ
せ、新しい仕組みを創り出す⼒です。

2/21AM A2
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会
社

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.persol-pt.co.jp/fresh/ 東京都

パーソルプロセス＆テクノロジーは⽣産性向上のプロ
フェッショナルとして社会の変化・課題に正⾯から向
き合い、社会にとってなくてはならない存在を⽬指す
会社です。

2/21AM A3 株式会社アグレックス
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.agrex.co.jp/ 東京都

当社はAI・RPA等の最新技術をはじめとしたITを活⽤し
て、1700社超のビジネスの現場に対し「デジタル化」
を推進している会社です。ヒト×テクノロジーによる
『ビジネス加速⼒』を提供しています。

2/21AM A4
株式会社オービックビジネスコンサルタ
ント

情報処理・ソフトウ
エア

https://www2.obc.co.jp/corporate/recruit/newgraduates/ 東京都

OBCの社⾵を⼀⾔で表すと、『チームOBC』。この⾔
葉の通りチームワークを⼤切にし、何と⽂系出⾝社員
が全社員の約7割を占める企業です。学⽣時代、IT未経
験者でも活躍できる秘密はセミナーにて…！

2/21AM A5 株式会社クレスコ
情報処理・ソフトウ
エア

https://recruit.cresco.co.jp/ 東京都

技術⾰新のトレンドをいち早く取り込み、イノベー
ションと価値創造を実現する複合IT企業。アプリケー
ション・プラットフォーム・組込み開発や、ＡＩ等の
先端技術など多様な技術領域を有しています。

2/21AM A6 東京コンピュータサービス株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.tcs-ipnet.co.jp/ 東京都

「幅広い事業分野」「連続⿊字の安定企業」「札幌勤
務・転勤なし」「研修制度充実」「経験不問」「卒業
⽣多数在籍」 １つでも気になるキーワードがある⽅
は東京コンピュータサービスの説明会にお越し下さ
い！

2/21AM A7 マスダプランニング株式会社 その他サービス http://www.j-mpe.com/ 北海道

『街をもっと楽しく。』と⾔うビジョンのもと、ブラ
イダルを基幹ビジネスにレストランの運営など、⾃分
たちだからこそ出来る“おもてなし”で、サービスの
フィールドをひろげていっています。

2/21AM A8 株式会社 北海道アルバイト情報社 その他サービス https://www.haj.co.jp/recruit/ 北海道

当社は創業より50年間、北海道で求⼈情報の配信・発
⾏を⾏っている会社です。当初は雑誌から、今ではフ
リーペーパー、パソコン、スマホなど、様々なメディ
アで「⼈材」という企業の最重要課題と向き合ってい
ます。

2/21AM A9 株式会社セノン その他サービス https://www.senon.co.jp/ 東京都

今年で創業54年。セキュリテイを中⼼とした総合安全
サービス企業です。⽻⽥・成⽥空港など全国35空港で
の「航空保安検査」や、官公庁・オフィスビル等の
「施設警備」を通し、⽇常の安全・安⼼をお届けしま
す。

2/21AM A10 株式会社ニトリパブリック その他サービス https://www.np-inc.jp/recruit/newgraduate/ 東京都

ニトリグループの⼀員としてニトリをはじめとした道
内の様々な企業・官公庁の広告宣伝及び成⻑戦略を⽀
えています。

2/21AM A11 株式会社コロナ 電⼦・電機 https://www.corona.co.jp/ 新潟県

コロナは⽯油暖房メーカーのリーディングカンパニー
として成⻑を続けてきました。近年は総合住宅設備機
器メーカーとして幅広い事業展開をしており、新たな
技術にも積極的に挑戦し続けています。

2/21AM A12 ⻑⽥電機⼯業株式会社
精密機器・医療⽤機
器

https://osada-group.jp/recruit/newgraduates/ 東京都

当社は⻭科、獣医科、医科の分野で活躍する医療機器
メーカーです。⾼付加価値であり、医療の現場にとっ
てオンリーワンの商品、サービスを提供することで
⼈々の健康、おいしい、笑顔を実現することを⽬指し
ています。

2/21AM A13 理研計器株式会社
精密機器・医療⽤機
器

https://www.rikenkeiki.co.jp/saiyo/index.html 東京都

産業⽤ガス検知警報器のリーディングカンパニー。国
内シェア70%を占め、更なる海外拡⼤を⽬標としていま
す。⼀緒に世界規模でガスによる事故を無くすことの
実現を⽬指しませんか。

2/21AM A14 株式会社ロイズコンフェクト ⽔産・⾷品 https://recruit.royce.com/ 北海道

商品づくりにおいて「品質」、「個性」、「価格」に
こだわり、お客様に喜んで頂ける⾼品質な商品をお届
けすることを⽬指しています。

2/21AM A15 株式会社伊藤園 ⽔産・⾷品 https://www.itoen.co.jp/ 東京都

「お〜いお茶」をはじめ、様々なカテゴリーの商品企
画から製造、販売までを⾏う総合飲料メーカーです。
「お客様第⼀主義」の経営理念をもとに、新たな可能
性の追求と挑戦を続けております。

2/21AM A16 ⽇本甜菜製糖株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.nitten.co.jp/ 北海道

私たち⽇本甜菜製糖は「開拓者精神を貫き、社会に貢
献しよう」の社是のもと、100年以上の歳⽉を北海道農
業の発展とともに歩み、持続的な農業の実現と、安⼼
安全な⾷料供給に貢献する国産糖のトップメーカーで
す。

2/21AM A17 株式会社ＫＶＫ
機械・プラントエン
ジニアリング

https://www.kvk.co.jp/ 岐⾩県

当社は、⽔栓⾦具、継⼿・排⽔⾦具、⽔栓部品の幅広
い商品を⼿掛けています。私たちは、商品の企画から
開発、設計、製造、販売、アフターサービスに⾄るま
で⼀貫して⾏い、品質の向上に努めています。
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2/21AM A18 あすか製薬株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.aska-pharma.co.jp/ 東京都

内科、産婦⼈科、泌尿器科に特化したスペシャリティ
ファーマです。MR・総合職は⼊社後の研修で専⾨的な
知識を学び、医師や薬剤師への情報提供を通して医療
に貢献します。医療や健康に興味がある⽅ご参加くだ
さい！

2/21AM A19 株式会社ホームロジスティクス 倉庫 https://www.homelogi.co.jp/recruit/ 北海道

「製造物流IT⼩売業」としてニトリグループの物流を担
う企業です。⼀貫物流としてニトリグループのスケー
ルメリットを活かした物流を展開し、国際物流事業か
ら幹線輸送事業、宅配事業までを⾏います。

2/21AM A20 ⽚桐企業グループ リース・レンタル http://www.katagiri-g.com/ 北海道

⽚桐企業グループは、シェアサービスを通じて建設・
イベント・福祉分野など幅広い企業を⽀える地域密着
の北海道企業です。北海道の街づくりや暮らしを⽀え
る仕事に⼀緒に挑戦しましょう！

2/21AM A21 丸⽔札幌中央⽔産（株） 商社（⽔産・⾷品） http://www.marusui-net.co.jp/ 北海道

産地の出荷者や商社から⽔産物を受け⼊れる会社で⽔
産物の安定供給を⻑年にわたり担ってきました。⽇本
全国・世界各国の産地より集荷された⽔産物を、適正
な価格で円滑に流通が維持されるよう⽇夜努めていま
す。

2/21AM A22 ⽇本ハムマーケティング株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.nipponham-marketing.co.jp/ 東京都

営業活動では最新の⾷のトレンドと触れる事ができ、
また、創り出すことも出来るエキサイティングな環境
です！⼀緒に⼈々の⾷べる喜びを創造しませんか？

2/21AM A23 株式会社あらた
商社（家具・インテ
リア・⽇⽤品）

https://www.arata-gr.jp/recruit/ 東京都

＜東証⼀部上場 ⽇⽤品卸売業界のリーディングカン
パニー＞当社は皆さんが毎⽇使⽤するシャンプー、化
粧品、洗剤から家庭⽤品にいたるまで10万アイテムを
超える商品を取り扱う業界最⼤級の⽇⽤品卸商社で
す。

2/21AM A24 北海道総合通信網株式会社 通信関連 https://www.hotnet.co.jp/recruit/ 北海道

北海道札幌市を拠点に⾃社の通信設備を保有し、ネッ
トワークからクラウド基盤・データセンター事業まで
ＩＣＴに関わる情報通信インフラを提供しています。
全道のみならず全国規模の案件にも携われるのが強み
です。

2/21AM A25 ⻘⼭商事グループ
専⾨店（ファッショ
ン関連）

https://www.aoyama-syouji.co.jp/recruit/new/#1 広島県

『働く⼈のために働こう』。私たちは、働く⼈を応援
する存在でありたい。働く⼈が笑顔で社会に⾶び出せ
る、これって最⾼の社会貢献だ。スーツという概念に
捉われない私たちの可能性はまだ始まったばかり。

2/21AM A26 ハミューレ株式会社 その他専⾨店 https://www.hamure.co.jp/recruit/ 北海道

仕事⽤品専⾨店「プロノ」をメインに店舗を展開して
います！店舗での販売だけではなく、商品の企画開発
やオリジナル広告の制作にも⼒をいれています。社員
の個性＝強みを⽣かして、新しい価値を⽣み出す会社
です！

2/21AM A27 （アークスグループ）株式会社ラルズ
コンビニエンス・
GMSストア

https://ralse-recruit.jp/ 北海道

アークスグループの⼦会社であるラルズは、札幌市を
中⼼に「スーパーアークス」「ビッグハウス」等の店
舗を展開しております。地域のライフラインとしてお
客様の「⾷」を⽀える仕事を⼀緒にやりませんか！

2/21AM A28 株式会社⼤塚商会
情報処理・ソフトウ
エア

https://jinzai.otsuka-shokai.co.jp/shinsotsu/ 東京都

たのめーるのイメージが強い⼤塚商会ですが、メイン
ビジネスは⽇本企業のIT化を⽀援すること。 働き⽅改
⾰の実現や⽣産性の向上といった、 企業が抱える課題
をITソリューションを駆使して解決しています。

2/21AM A29 エア・ウォーター北海道株式会社 エネルギー https://www.hokkaido-awi.co.jp/recruit/freshers/ 北海道

当社はガスを基軸に産業・医療・エネルギーといった
多⾓的な事業展開で北海道に貢献する会社です。また
それだけではなく、農業・⾷品事業、バイオガスプラ
ントなど、地域のニーズに応じた新事業も展開してい
ます。

2/21AM A30 ANA新千歳空港株式会社 運輸 http://www.ctsap.ana-g.com/ 北海道

北海道の⽞関⼝である新千歳空港にて、ANAをはじめ
LCC、海外航空会社の旅客ハンドリング、グランドハ
ンドリング、オペレーション業務等多岐にわたる業務
を⾏っています。

2/21AM A31 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 保険 https://www.saiyou.tokiomarine-nichido.co.jp/ 東京都

世界中に拡がるビジネスフィールドで、私たちと⼀緒
なら、⼀⼈ひとりの挑戦者と、誰かのために働くあな
たと、世界を変えていける。そう信じて、私たちは新
しい時代を⼀緒に創ることが出来る仲間を求めていま
す。

2/21AM A32 株式会社北海道銀⾏ 銀⾏ https://www.hokkaidobank.co.jp/ 北海道

北海道銀⾏は、道⺠の皆さんの声によって⽣まれた
「どさんこバンク」です。北海道のお客様に円滑で充
実した⾦融サービスの提供を⾏うことを通じ、北海道
経済の成⻑に貢献しています。

2/21AM A33 株式会社リクルート北海道じゃらん マスコミ https://www.recruit-hokkaido-jalan.jp/employment/ 北海道

北海道の魅⼒を発⾒・創造し、発信することでお出か
けを喚起する。21年連続閲読率NO1を誇る「北海道
じゃらん」や⽇本最⼤級の旅⾏予約サイト「じゃらん
net」を主軸に北海道観光の活性化に取り組む。

2/21PM B1
(⽇本IBMグループ)⽇本アイ・ビー・エ
ム デジタルサービス(株)

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.ibm.com/jp-ja/about/subsidiaries/ijds 東京都

幅広い分野のシステムに挑戦できる環境、⾼度な専⾨
スキルの習得、IT業界をリードする使命、お客様とのす
ばらしい体験の共有、それら全てを経験できるのが
IJDSの魅⼒です。
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2/21PM B2 SCSK北海道株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.scsk-hokkaido.co.jp/recruit/newgraduate/ 北海道

IT・DXで北海道に貢献！北海道地場企業と直接取引！
SCSKグループのネットワークを⽣かし全国でビジネ
ス！働き⽅改⾰実⾏中！北海学園OB・OG多数在籍！

2/21PM B3 株式会社エイチ・エル・シー
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.hlc.co.jp 北海道

HLCは、ソリューション提案から、システム設計・開
発、構築、運⽤、保守サービスまで、お客様のあらゆ
るニーズにお応えし社会に貢献しています。豊富な研
修制度を通じて、皆さんをサポートしていきます。

2/21PM B4 株式会社ソリューションジャパン
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.solution-japan.co.jp/ 東京都

東京、⼤阪に拠点を構える創業25年⽬のIT企業！ ⼤
⼿SI企業を顧客に持ち安定的な受注を継続。現場では当
社社員が3〜5名配属される『チーム化』を推進。安⼼
してお仕事を続けられる環境拡⼤を進めています。

2/21PM B5 株式会社データサービス
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.data-service.jp/ 北海道

データサービスは、ICT（情報技術）サービス業として
50年以上の歴史を持つ企業です。ワークライフバラン
スを推進しており、育休復帰率は100％！新⼊社員研修
やキャリアアップ制度についてもご説明します。

2/21PM B6 株式会社エネサンス北海道  エネルギー https://www.enessance.co.jp/hokkaido/ 北海道

出光興産、住友商事、コスモエネルギーホールディン
グス出資、エネサンスグループの1社である当社はLPガ
スを主軸とした幅広い事業でお客様に笑顔を提供いた
します。

2/21PM B7 鶴雅リゾート株式会社 ホテル・旅⾏ https://tsurugasp.com/recruit/ 北海道

北海道全域に13の温泉旅館とビュッフェレストランを
運営しております。会社の魅⼒の1つは、豊かな⾃然や
その⼟地の⽂化を⼤切に、地域に寄り添ったホテル作
りをしている点です！

2/21PM B8 ⽇清医療⾷品株式会社 フードサービス https://www.nifs.co.jp/recruit/ 東京都

1972年に⾷品商社として産声を上げ、今では少⼦⾼齢
化で逼迫する医療・福祉に特化したヘルスケアフード
サービス事業を⾏っています。当社の事業を通じて医
療・福祉を「⾷」で⽀えるリーディングカンパニーで
す。

2/21PM B9 エイジス北海道株式会社 その他サービス https://www.ajis-hokkaido.co.jp/recruit/ 北海道

流通⼩売業のインフラであり、パートナーである当社
は、流通⼩売業が店舗で抱える悩みや問題点を解決す
るため、実地棚卸や集中補充、改装時の商品陳列など
リテイルサポートサービスを展開しています。

2/21PM B10 リンナイ株式会社
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

https://www.rinnai.co.jp/recruit/graduates/index.html 愛知県

当社は、熱エネルギー機器のリーディングカンパニー
として、国内トップシェアのみならず、海外80カ国に
も製品を展開しています。⾼い技術⼒と品質を強み
に、世界中の⼈々の健全で⼼地よい暮らしに貢献して
います。

2/21PM B11 三甲株式会社 素材・化学 https://www.sanko-kk.co.jp/saiyo/ 岐⾩県

業界売上No.1、国内シェア60％を達成！お客様のニー
ズに応えるため、製品の企画・開発から販売までを⼀
貫して⾃社で⾏っています。製品を繰り返し使⽤する
仕組みを整え、環境負荷の低減にも貢献します。

2/21PM B12 株式会社桐井製作所 建設・住宅・不動産 https://www.kirii.co.jp/ 東京都

天井・壁・床の室内空間を作り上げる、内装建材。当
社はメーカーと商社の機能を持ち合わせ、内装建材の
総合サプライヤ―として⽇本全国の建物に貢献してい
ます。23卒では”札幌の営業職”を募集します！

2/21PM B13 株式会社桂和商事 建設・住宅・不動産 http://www.keiwabld.co.jp/com/ 北海道

私たちは、札幌中⼼部にビルを所有し、お客様にお貸
ししながら維持・管理を⾏っています。札幌で⽣まれ
育った企業として、これからも企業理念である「おも
てなしの⼼」を⼤切に、地域に貢献していきます。

2/21PM B14 住友林業株式会社 建設・住宅・不動産 https://sfc.jp/information/saiyou/employment/ 東京都

創業330年。⽇本の国⼟の約１／８００にも及ぶ社有林
を持つ住友林業は、⽊を植えて育てるという「⼭林経
営」を礎に、総合住⽣活関連事業をグローバルに展開
しています。

2/21PM B15 株式会社マキタ
機械・プラントエン
ジニアリング

https://www.makita.co.jp/recruit/index.html 愛知県

【⽂系積極採⽤】北海道では8ヶ所営業所を拠点に、地
域密着の営業活動を展開しております。電動⼯具シェ
アは国内１位、世界トップクラスです。当社は、充電
式園芸⽤機器の市場を開拓にチャレンジしています。

2/21PM B16 株式会社川本製作所
機械・プラントエン
ジニアリング

https://www.kawamoto.co.jp/ 愛知県

創業102年！⽔インフラの⼼臓部を⽀える社会貢献度の
⾼い仕事。１．過去102年間⾚字無し・無借⾦経営。
２．スカイツリーやあべのハルカス等の有名案件への
納品多数。３．⼊社３年以内定着率９０％以上。

2/21PM B17 トッパン・フォームズ株式会社 印刷・パッケージ https://www.toppan-f.co.jp/ 東京都

情報で、創造する。「情報」をキーに、紙や電⼦、IT等
を掛け合わせた多様なソリューションを提供していま
す。

2/21PM B18 株式会社トーモク 印刷・パッケージ http://www.tomoku.co.jp/ 東京都

飲料や⾷品など各種製品の包装・保護・輸送等、幅広
い⽤途で社会に不可⽋となる段ボールを全国で製造販
売しています（国内３位） 例えば通信販売のAmazon
様での個配⽤段ボールの３箱に１箱は当社製です。
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2/21PM B19 株式会社 富⼠薬品
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.fujiyakuhin.co.jp/ 埼⽟県

⾃社で医薬品を研究開発・製造しその良質な医薬品を
全国に展開する配置薬営業所、ドラッグストアセイム
スで販売しています。このように医薬品に幅広く携わ
ることで、新しい価値を創造する「複合型医薬品企
業」です。

2/21PM B20 持⽥製薬株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.mochida.co.jp 東京都

創業109年！循環器、産婦⼈科、消化器科、精神科の領
域を中⼼に、オリジナリティの⾼い医療⽤医薬品を研
究開発、製造および販売などをしている製薬会社で
す。

2/21PM B21 株式会社北陸銀⾏ 銀⾏ https://www.hokugin-jinji.com/2022/ 富⼭県

明治32年に北海道に初めて進出した地⽅銀⾏です。北
陸・北海道をはじめ国内12都道府県188拠点を有してい
ます。この広域店舗網は情報量・提案⼒に厚みを持た
せ、お客様への⾦融サービス提供に貢献しています。

2/21PM B22 株式会社三菱電機ライフネットワーク
商社（精密機器・医
療⽤機器）

https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/ln/ 神奈川県
三菱家電製品を全国の家電量販店に提供する卸販売で
す。営業の仕事は複数名で協⼒し合う体制です。

2/21PM B23 ダイハツ北海道販売株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.daihatsu-hokkaido.co.jp/ 北海道

「来店誘致型」の営業スタイルで効率的に！メーカー
直営で安定！お客様の⽣活に寄り添った提案を。タン
トやムーヴなど、ダイハツのコンパクトカーをメイン
に取り扱う⾃動⾞ディーラーです。

2/21PM B24
シャープマーケティングジャパン株式会
社

その他商社 https://smj.jp.sharp/recruiting/ ⼤阪府

国内市場の販売等を担当するシャープ(株)100%出資の
連結⼦会社として、シャープの事業ビジョン「8K＋5G
とAIoTで世界を変える」の実現に向け、様々なソ
リューションを提案しています。

2/21PM B25 株式会社マテック その他商社 https://www.matec-inc.co.jp/recruit/ 北海道

マテックは創業80年以上を迎えた北海道⼤⼿の総合リ
サイクル企業です。皆さんにとって不要なものを選別
や加⼯処理をして新たな資源を作っています！近年で
はじゅんかんコンビニ24に取り組んでいます。

2/21PM B26 渡辺パイプ株式会社 その他商社 https://recruit.sedia-system.co.jp/ 東京都

⼈が⽣きていく上で⽋かせない上下⽔道や電気、住宅
設備の【商社】として、また農業資機材の【メー
カー】として豊かで快適な⽣活を⽀えており、どちら
も業界トップクラスの売り上げ・シェアを誇っていま
す！

2/21PM B27 株式会社映像センター
専⾨・技術サービス
業

https://www.avc.co.jp/ 東京都

映像⾳響空間づくりのスペシャリスト集団。個⼈の強
み・持ち味を⼤切に「活かせる職場環境」。⼊社〜ビ
ジネスの基本基礎・本社研修・部⾨研修等丁寧な⼈材
育成・能⼒開発＆充実した研修制度。専⾨知識は不要
です。

2/21PM B28 アイリスオーヤマ株式会社 電⼦・電機 https://www.irisohyama.co.jp/kyujin1/newgraduates/ 宮城県

アイリスオーヤマはコロナ禍においても好調に業績を
伸ばしています！家電以外にもネット通販事業やIoT事
業など様々な分野で多事業展開しているからこそ、ど
んな時代でも成⻑していくことが出来る会社です。

2/21PM B29 ⽇本ハム⾷品株式会社 ⽔産・⾷品 https://nipponham-syokuhin.jp/recruit/ 三重県

ニッポンハムグループの1社として加⼯⾷品の開発・製
造を担当。⽇本最⼤級の⽣産技術・⽣産能⼒を活かし
て「本格的なプロの味」を実現し、全国各地へと「感
動のおいしさ」を提供します。

2/21PM B30 ⽇本⾷研ホールディングス株式会社 ⽔産・⾷品 http://www.nihonshokken.co.jp/ 千葉県

たれ出荷量⽇本⼀のブレンド調味料と加⼯調理⾷品の
企画・研究開発・製造・販売まで責任をもって⾏う製
販⼀貫体制のビジネスモデルを強みとし、業務⽤の⾷
品市場において、成⻑を続ける総合⾷品メーカーで
す。

2/21PM B31 ⼤和ハウス⼯業株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.daiwahouse.co.jp/recruit/student/index.html ⼤阪府

⼤和ハウス⼯業は「⼈・街・暮らしの価値共創グルー
プ」として、住宅や商業施設、物流施設などの建築に
加え、環境エネルギーなどの幅広い事業を展開。広⼤
なフィールドで働く醍醐味をお話しします。

2/21PM B32 株式会社ナシオ 商社（⽔産・⾷品） https://www.nasio.co.jp/ 北海道
創業から110年。これからの100年に向け、今⽇もお菓
⼦を通じて喜びを伝えます。

2/22AM C1 トーテックアメニティ株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

https://totec-recruit.com/fresh/ 東京都

当社の成⻑の原動⼒となっている⼈財。「⼈財育成こ
そが最⼤の投資」と捉え、社員がスキルアップを図れ
るよう⽀援しています。成⻑したいという熱い思いに
応えるため、⽣涯にわたり継続して学べる環境があり
ます。

2/22AM C2
キヤノンシステムアンドサポート株式会
社

情報・インターネッ
トサービス

https://www.canon-sas.co.jp/saiyou/index.html 東京都

私たちのミッションは、中⼩企業が抱える課題解決を
サポートして、進化に貢献することです。⼀⼈ひとり
がプロ意識を持ち、最⾼のチームワークを発揮するこ
とで、お客さまに最適なソリューションをお届けしま
す。

2/22AM C3 株式会社アドウェイズ
情報・インターネッ
トサービス

https://www.adways.net/adnavi/ 東京都

2001年設⽴、2020年東証⼀部上場のインターネット総
合広告代理店です。インターネット・テクノロジーを
駆使して、「なにこれすげーこんなのはじめて」と
⾔ってもらえるようなサービスやプロダクトを提供。
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2/22AM C4 株式会社帝国データバンク
調査・コンサルタン
ト

http://www.tdb.co.jp/recruit/index.html 東京都

帝国データバンクは、企業信⽤調査を基幹事業として
おり、業界シェア60％超を誇るリーディングカンパ
ニーです。データベース事業、コンサルティング＆
マーケティングなど、様々な形で企業をサポートして
います。

2/22AM C5 東武トップツアーズ株式会社 ホテル・旅⾏ https://www.tobutoptours.co.jp/ 東京都

旅を通して、笑顔を届ける！私たちはトラベルプロ
デューサーです。旅⾏の営業・企画・提案・添乗・ｺﾝ
ｼｪﾙｼﾞｭとして案内業務まで様々な仕事にチャレンジで
きます。元気でやる気のある⽅⼤募集しております！

2/22AM C6 ⽂化シヤッター株式会社
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

https://www.bunka-s.co.jp/ 東京都

創業６５年を超える歴史ある会社です。近年ではゲリ
ラ豪⾬による浸⽔被害に対応した製品や、⼤規模災害
に対応した製品の開発など社会貢献度の⾼い製品を
扱っています。

2/22AM C7 ナブコシステム株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.nabcosystem.co.jp/corporation/recruit/ 東京都

【国内シェアNo.1！『ナブコ』の⾃動ドア】⾒たこと
あるはず！「⾃動」の⻘いステッカー！当社は⾃動ド
アのリーディングカンパニーとしてあらゆる建物の
『顔』を創造している会社です。

2/22AM C8 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.meltec.co.jp/saiyou/top.html 東京都

＜業界NO.1！全国のエレベーターの約１／３を保守・
管理＞東京タワーや横浜ランドマークタワーのエレ
ベーター等、⽇本を代表するビルの実績が多く、ビル
⽤エアコン等空調冷熱設備も４２万台を管理していま
す。

2/22AM C9 積⽔ハウス株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.sekisuihouse.co.jp/ ⼤阪府

当社は業界最⾼⽔準の技術⼒と世界⼀の住宅建築実績
を誇り、業界をリードしてきました。現在は賃貸住宅
やホテル等の建築、街づくり、国内外の不動産開発と
事業領域を拡げ、様々な住関連ビジネスを展開してい
ます。

2/22AM C10 杏林製薬株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.kyorin-pharm.co.jp/newcareer/ 東京都

「キョーリンは⽣命を慈しむ⼼を貫き、⼈々の健康に
貢献する社会的使命を遂⾏します」。患者さんや医療
に携わる⽅々から信頼され、社会に存在意義を認めら
れる医薬品メーカーを⽬指します。

2/22AM C11
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構北海道東北グ
ループ

医療・福祉施設 https://hokuto.hosp.go.jp/ 宮城県

全国140病院を有する我が国最⼤規模の医療グループと
して、国⺠の健康を守るため、国をあげて取り組まな
ければならない医療に対し、全国的なネットワークを
⽣かした医療提供体制の充実を図っています。

2/22AM C12 ⽇本年⾦機構 官公庁・団体 https://www.nenkin.go.jp/ 東京都

この国に暮らすすべての⼈々のために安⼼という、か
けがえのない社会インフラを提供する。公的年⾦を通
じて⽇本社会を⽀え続ける。それが、私たち⽇本年⾦
機構のミッションです。

2/22AM C13 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 保険 https://www.aioinissaydowa-saiyou.com/ 東京都

国内損保シェアNO.1のMS&ADインシュアランスグルー
プ中核会社です。「先進性」「多様性」「地域密着」
を追求し、明るく元気な社員がお客さまを全⼒でサ
ポートする『特⾊ある個性豊かな会社』を⽬指しま
す。

2/22AM C14 全国労働者共済⽣活協同組合連合会 保険 https://www.zenrosai.coop/zenrosai/web-saiyou/ 東京都

新しい愛称を「こくみん共済 coop」と定めた全労済
は、共済事業をおこなう⽣活協同組合です。保険の仕
組みを⽤いた共済事業を通じて、⼈々の暮らしに安⼼
をお届けすることが私たちの使命です。

2/22AM C15 旭川信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.asahikawa-shinkin.co.jp 北海道

地域の資⾦循環を円滑にし、企業の資⾦需要に的確に
対応することで、⾦融の⾯から地域の活性化をサポー
トしています。北海道内で、資⾦量トップクラスの信
⽤⾦庫です！

2/22AM C16 株式会社ジャックス
信販・クレジット・
ファイナンス

https://www.jaccs.co.jp/corporate/recruit/student/ 東京都

MUFGの⼀員としてクレジット事業の中核を担う当社
は、育休制度やノー残業デーの推進等、社員が働きや
すい環境となるよう取り組み、「ホワイト500」や「プ
ラチナくるみん」の認定を取得しています。

2/22AM C17 岡三証券株式会社
証券・投信・投資顧
問

https://www.okasan.co.jp/recruit/ 東京都

証券営業は、ただ「モノ」を販売するのではなく、お
客さまとの信頼関係の上に成り⽴つ仕事です。ですか
ら、社員の知識はもちろん、⼀⼈ひとりの「⼈間⼒」
をも⾼める研修を⽤意し皆さんを全⼒でサポートいた
します。

2/22AM C18 株式会社⽇本政策⾦融公庫 その他⾦融 https://www.jfc.go.jp/n/recruit/index.html 東京都

個⼈事業を営む⽅から中⼩事業者、農林⽔産業者等、
幅広い分野にまたがるお客様のニーズに応える政策⾦
融機関です。「⾦融機関で働きたい」「融資を通じて
事業者への⽀援をしたい」という皆さん、ぜひご参加
下さい

2/22AM C19 北海道信⽤漁業協同組合連合会 その他⾦融 https://job.rikunabi.com/2023/company/r657140036/ 北海道

マリンバンク北海道信漁連は、「浜に⽣きる⼈たちの
幸せのために」を基本理念とする協同組合⾦融機関で
す。主に会員漁協、組合員のための⾦融業務、経営基
盤強化に向けた指導・⽀援業務を⾏っています。

2/22AM C20 ソニーコンスーマーセールス株式会社
商社（精密機器・医
療⽤機器）

https://www.sony.jp/CorporateCruise/CareerOpportunity/socs/ 東京都

⽇本国内のソニーコンスーマーエレクトロニクス製品
の営業や担当エリアの営業推進業務が主な業務です。
ソニー製品の販促を企画提案するクリエイティブな営
業職です。ソニーの⼀員として輝かしく働いてみませ
んか！
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2/22AM C21 株式会社⼭星屋 商社（⽔産・⾷品） https://www.arista.co.jp/ ⼤阪府

株式会社⼭星屋は総合商社丸紅のグループ企業であ
り、スーパーやコンビニ等の⼩売店にチョコレートや
スナックといった「お菓⼦」を販売する菓⼦専⾨商社
のリーディングカンパニーです！

2/22AM C22 ダンロップタイヤ北海道株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

北海道

住友ゴム⼯業株式会社100％出資の⼦会社です。北海道
全域が販売エリアで全道に卸、⼩売拠点を合わせて40
拠点を運営しています。⽐較的、安定している業界で
す。

2/22AM C23 株式会社PALTAC
商社（化学・医薬
品・化粧品）

http://www.paltac.co.jp/talent/ ⼤阪府

PALTACは売上⾼1兆円超の業界No.1企業です。当社に
しかできない付加価値を提供し、取引先の繁栄と消費
者の豊かで快適な⽣活の実現に貢献します！（当⽇は
北海道出⾝の⼈事が担当いたします！）

2/22AM C24 株式会社スズケン
商社（化学・医薬
品・化粧品）

https://www.suzuken.co.jp/ 愛知県

スズケンは医薬品卸の枠を超え、グループ会社と共
に、さまざまな事業を展開しています。医療から介護
まで「健康創造」という無限に広がる分野において、
医療と健康になくてはならない存在を⽬指します。

2/22AM C25 ワタキューセイモア株式会社 その他商社 https://www.watakyu.co.jp 京都府

10万⼈のグループ総合⼒を活かして医療・福祉施設を
サポート。リネンサプライ、院内売店運営、清掃・滅
菌業務等、複数業務を⽀援する事により効率化・⾼品
質化を実現、医療福祉施設経営の健全化に寄与しま
す。

2/22AM C26 ⽇本出版販売株式会社 その他商社 https://www.nippan-group.co.jp/ 東京都

⽇販は業界売上No.1の出版販売会社です。出版社と書
店の間に位置する商社として全国にあらゆる出版物を
届けています。近年では出版流通事業に限らず⽂具雑
貨事業やエンタメ事業など事業領域を拡⼤していま
す。

2/22AM C27 株式会社ファイバーゲート 通信関連 https://www.fibergate.co.jp/recruit/ 北海道

【WI-Fiの1-10までを⼿掛ける会社】ファイバーゲート
は通信機器の開発・製造から電気通信サービスまでを
⼀貫して⼿掛ける独⽴系WI-Fiソリューション企業で
す。

2/22AM C28 株式会社NTT東⽇本−北海道
情報・インターネッ
トサービス

https://www.ntt-east.co.jp/recruit/consulting/ 北海道

お客様の課題を解決し、地域の発展を⽬指します。
「新たな価値」を提供する「コンサルティング営業」
と、その仕事を技術⾯で⽀える「SE」を募集していま
す！地域に根差した活動で、共にチャレンジしましょ
う！

2/22AM C29 北海道セキスイハイム株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.hokkaido-heim.com/recruit/ 北海道

『⼯場⽣産』『ユニット⼯法』を武器に⾼品質・⾼性
能をお約束する”地域密着の家作り”を⾏っています。更
にお客様と⼀番近い営業が間取りの作成・ご提案がで
き、お客様に寄り添った理想のマイホームを実現しま
す。

2/22AM C30 タカラスタンダード株式会社
OA機器・家具・ス
ポーツ・玩具・その
他

https://www.takara-standard.co.jp/recruit/ ⼤阪府

創業から100年以上にわたり培ってきた技術⼒とノウハ
ウを活かし、「ホーロー」を中⼼とした住宅設備機器
の製造・販売を⾏っています。ホーローという独⾃素
材を武器に、⼈々の快適な⽣活を実現していきます。

2/22AM C31 株式会社AIRDO 運輸 https://www.airdo.jp/corporate/recruit/ 北海道

当社は、「北海道の翼」として、定期航空運送事業を
営む、北海道に根差した航空会社です。従業員数は
1,000名程度の企業で、社員⼀⼈ひとりの顔と名前が⼀
致し、コミュニケーションがよくとれる会社です。

2/22AM C32 株式会社北洋銀⾏ 銀⾏ https://www.hokuyobank.co.jp/recruit/fresh/index.html 北海道

北洋銀⾏は北海道を営業基盤とする地⽅銀⾏です！
「お客さま本位を徹底し、多様な課題解決に取り組
み、北海道の明⽇をきりひらく」という経営理念のも
と、北海道のお客さまのあらゆる課題解決を⾏なって
います！

2/22PM D1
株式会社アドヴアンスト・ソフト・エン
ジニアリング

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.ase.co.jp/ 北海道

ソフトウェア技術を通じて、社員・家族・お客様が幸
せになることをモットーに、モノづくりをしていま
す。28年連続⿊字の安定した経営と安⼼の6か⽉新⼈研
修で、伸び伸び成⻑できる環境があります。

2/22PM D2 株式会社ミクロスソフトウエア
情報処理・ソフトウ
エア

https://recruit.micros.co.jp/recruit/ 神奈川県

国内外の国家プロジェクトに参画、新⼈教育はマン
ツーマン指導、英会話スクール・各種講座・資格受験
料補助など教育にも⼒を注ぎ、世界に誇れるSEに育て
ています。外国籍社員も在籍でグローバルな環境、OB
も在籍

2/22PM D3 株式会社共⽴メンテナンス ホテル・旅⾏ https://www.kyoritsugroup.co.jp 東京都

当社は寮事業・ホテル事業・シニアライフ事業を軸と
した事業展開をしている東証⼀部上場企業です。共通
するのはマニュアルのない「おもてなしの⼼」。お客
様第⼀の想いを胸に、⾃ら考え動ける⼈を求めていま
す。

2/22PM D4 株式会社あいプラン その他サービス https://www.apg-aiplan.com/ 北海道

50年以上にわたって地元・北海道の冠婚葬祭に寄り
添ってきたあいプラン。冠婚葬祭のプロフェッショナ
ルとして、⼈⽣に愛と感謝を咲かせる会社です。

2/22PM D5 綜合警備保障株式会社 その他サービス https://www.alsok.co.jp/saiyo/ 東京都

ＡＬＳＯＫは1965年の設⽴から安全安⼼のインフラと
して成⻑を続けおり、綜合管理・防災、介護にも領域
を拡⼤中です。最先端技術（AI・4K・5G）を使った新
たなセキュリティ創出の研究開発も⾏っています。
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2/22PM D6 株式会社マースエンジニアリング 電⼦・電機 http://www.mars-eng.co.jp/saiyo/saiyo_fresh.html 東京都

当社はアミューズメント業界の「新しい当たり前」を
⽣み出しているBtoBのメーカーです。開発、製造、販
売、保守まで⼀貫して⾏っており、様々な社員が連携
し顧客の要望を吸い上げ、製品開発に反映していま
す。

2/22PM D7 ナカ⼯業株式会社
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

https://www.naka-kogyo.co.jp/ 東京都

創業90周年を迎える⽼舗の建材メーカーです。主にバ
リアフリー製品を扱っており、世の中の⼈々の安全・
安⼼な⽣活に建材を通して貢献しております。札幌に
事業所（⽀店・⼯場）があり、札幌勤務で考えており
ます。

2/22PM D8 株式会社マルゼン
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

http://www.maruzen-kitchen.co.jp/ 東京都

業務⽤厨房機器のトップブランドレストランや学校・
病院・福祉施設など当社の機器は全国の「⾷」を⽀え
る現場で活躍しています。「⾷」のフィールドは無限
⼤！！⼈々の⽣活を⽀える当社で活躍してみません
か。

2/22PM D9 ⼭崎製パン株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.yamazakipan.co.jp/recruit/universities/ 東京都

ヤマザキはパン・和洋菓⼦のリーディングカンパニー
です。お客様のニーズにお応えするため、1年に開発す
る新製品は3000アイテム以上にもなります。「新しい
価値」を創造し、主⾷を通じて⾷⽂化を⽀えません
か？

2/22PM D10 ゼリア新薬⼯業株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.zeria.co.jp/ 東京都

「コンドロイチン」「ヘパリーゼ」などのOTC医薬品
でおなじみの医薬品メーカーです。独創的なOTC医薬
品と消化器領域に特化した医療⽤医薬品を⼿掛け、
2021年度海外売上⾼⽐率は34％に伸びています。

2/22PM D11 マルホ株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.maruho.co.jp/recruit/ ⼤阪府

マルホは医療⽤医薬品の新薬創出企業として、⽪膚科
学・外⽤剤領域（塗り薬等）に特化した強みを持って
いる企業です。⽪膚疾患に悩む患者さんに、より“質の
⾼い貢献”をすることをモットーに挑戦し続けています!

2/22PM D12 科研製薬株式会社
医薬品・医療関連・
化粧品

https://www.kaken.co.jp/ 東京都

理化学研究所をルーツに設⽴し、現在では整形外科・
⽪膚科といった治療領域においてとくに強みを発揮し
ております。⽇本初、世界初となる医薬品の提供を通
して、「笑顔」を届け続ける会社でありたいと願って
います。

2/22PM D13 さくらCSホールディングス株式会社 医療・福祉施設 https://www.sakuracs-fresh.com/ 北海道

「健康延伸」というテーマを掲げる私たちは、新たな
発想と⾏動⼒によって、社会に必要とされるシステム
を構築、⼼⾝ともに「健康」な状態で⻑⽣きできる社
会を⽬指しています。あなたの想いを形にしてみませ
んか？

2/22PM D14
⽇本デイリーネット株式会社（ニッポン
ハムグループ）

倉庫 https://nipponham.saiyo.jp/2023/ 茨城県

ニッポンハムの物流を担う企業でありながら「運ぶ」
にとどまらない様々な機能があることが私たちの特徴
です！「物流」だからこそのアプローチで⾷品業界の
様々な課題に貢献しています！

2/22PM D15 商船三井フェリー株式会社 運輸 https://www.sunflower.co.jp/index.html 東京都

⾸都圏〜北海道間の旅客フェリー及び東京〜九州間の
貨物船を運航する国内⼤⼿の内航船社です。海上だけ
でなく陸上輸送も含めた総合的な物流サービスを提供
している企業です。来年は「さんふらわあ就航50周
年」。

2/22PM D16 ⼤地みらい信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.daichimirai.co.jp 北海道

従来の⾦融業から情報サービス業への転換を⽬指し、
深い相談業務に応じられる体制を整えているほか、根
室・釧路管内の豊かなしげにゃ個性を磨き上げ、地元
の価値向上に向けた取り組みを⾏っています。

2/22PM D17 英和株式会社
商社（精密機器・医
療⽤機器）

http://www.eiwa-net.co.jp/saiyo/ ⼤阪府

英和の強みは 1全国展開による顧客密着営業 2安定
した業績を 3豊富な取扱い商品です。ビジネスは少⼦
⾼齢化社会、脱炭素社会に不可⽋な分野で注⽬の業界
です。離職率は低く、社員の定着を実現しています。

2/22PM D18 株式会社マック
商社（精密機器・医
療⽤機器）

https://www.mac-inc.co.jp/recruit/ 北海道

セコムグループの医療機器専⾨商社として、医療機関
に向けて医療機器・消耗品のご提案をしています。健
康で豊かな社会の実現のため、医療現場を幅広くサ
ポートしています。

2/22PM D19
【パナソニックグループ】⽯垣電材株式
会社

その他商社 https://www.ishigakidenzai.co.jp/recruit/ 北海道

北海道で創業98年、パナソニックグループとして優れ
た製品⼒と経営基盤のもと、法⼈のお客様へ幅広い電
気設備を提供。建物の新築・改修に役⽴ち、業界の発
展と⼈々の安⼼で快適な暮らしを⽀えています。

2/22PM D20 三菱電機住環境システムズ株式会社 その他商社 https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/le/index.html 東京都

当社は、地球環境に配慮した三菱電機のエコ・省エ
ネ・創エネ製品をご提案し、家庭・オフィス・⼯場・
店舗・病院・ホテル等様々なシーンに快適で豊かな住
環境の創造をサポートする三菱電機の総合販売会社で
す。

2/22PM D21 株式会社近宣 マスコミ http://www.kinsen.co.jp/ ⼤阪府

◆⾃由平等・機会均等／実⼒主義／権限の委譲／公開
の原則／誠実な⼈間味◆社員は⼤切な資産！若い社員
の情熱に期待しています！若い社員は経営計画委員会
などに参加。企業経営への参画を積極的に進めていま
す。

2/22PM D22 エス･イー･シーエレベーター株式会社
専⾨・技術サービス
業

http://www.secev.co.jp/ 東京都

独⽴系エレベーター保守会社として業界トップクラス
※５万台を超えるエレベーターを管理北海道・東北・
⾸都圏・関⻄・名古屋・九州 全国１５０箇所以上の
サービス拠点※希望勤務地１００％（⾯接時確認）
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2/22PM D23 株式会社ジェイテック
専⾨・技術サービス
業

https://recruit.j-tec-cor.com/new_career/ 東京都

□⽇本のモノづくりに貢献したい□成⻑・挑戦ができ
る環境がある会社で働きたい□研修制度が充実してい
る会社で働きたい１つでもチェックが⼊った⽅、ぜひ
お待ちしております！

2/22PM D24 株式会社共成レンテム
専⾨・技術サービス
業

https://www.kyosei-rentemu.co.jp/ 北海道

地域密着企業である共成レンテムは社員の定着率が⾼
く、安⼼して働ける環境です。また、若⼿、中堅、ベ
テランの社員が分け隔てなく仲が良いことも魅⼒！居
⼼地がよく、腰を据えて永く働けます。

2/22PM D25 株式会社ドン・キホーテ その他専⾨店 http://www.donkigroup.jp/recruit/ 東京都

今、私たちの暮らしは新型コロナウィルスの影響で⼤
きな変化が起き、こうした状況に『挑戦』と『変化対
応⼒』を求められています。いつの時代も、世界中に
驚きを。その志のもと、私たちと歩んでいきません
か。

2/22PM D26
ＤＮＰグループ（ＤＮＰ情報システム、
ＤＮＰデジタルソリューションズ）

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.dnp.co.jp/group/dnp-johosystem/index.html 東京都

・柔軟な働き⽅を推奨（在宅勤務・フレックス勤務ほ
か）・完全週休２⽇制(⼟⽇)、祝祭⽇もお休み。・ＤＮ
Ｐ(⼤⽇本印刷)グループの制度や施設が利⽤可能・
2020年・2021年⼊社実績あり

2/22PM D27 パーソルキャリア株式会社 ⼈材紹介・⼈材派遣 https://www.persol-career.co.jp/recruit/newgraduate/ 東京都
「はたらいて、笑おう。」というビジョン実現に向
け、⼈と組織の課題解決を⾏う企業。

2/22PM D28 北海道漁業協同組合連合会 官公庁・団体 https://gyoren-saiyo.jp/ 北海道

私たちは「浜のために、浜とともに」という組織理念
のもと、北海道の漁業を⽀える⽣産者団体として⼤き
な使命を持ち、職員はその⼤きな使命を胸に、⼀⼈ひ
とりがやりがいを持って全⼒で仕事に取り組んでいま
す。

2/22PM D29 東⽇本フード株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://nfgroup.co.jp/eastfood/ 北海道

★北海道の⾷を⽀える会社です★当社はニッポンハム
グループが製造・輸⼊した⾷⾁製品を、北海道の企業
に卸販売している会社です。⾷品関係に興味がある
⽅、北海道で働きたい⽅、ぜひともお越しください！

2/22PM D30 株式会社セコマ
コンビニエンス・
GMSストア

https://www.secoma.co.jp/recruit/newgraduate/index.html 北海道

お客様が求める「⾼品質・お⼿ごろ価格な⾷品」をお
届けするため、コンビニの枠を超え、原材料の⽣産・
仕⼊から製造・加⼯、物流、販売までを⼿掛けるサプ
ライチェーンです。

3/1AM E1 SOC株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.socnet.jp/ 北海道

札幌を拠点に、⽣活の根幹となる通信・メディア・エ
ネルギーのインフラ系システムを開発している創業42
年⽬のIT企業です。北海学園・商科 卒業⽣43名 活躍
中、2022年4名⼊社予定です。

3/1AM E2 株式会社つうけんアドバンスシステムズ
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.tads.co.jp/ 北海道

企業・⾃治体向けソフトウェア開発から情報通信業界
向けソリューション、サーバやネットワークの運⽤・
監視・保守、ネットワークサービス事業など幅広い
サービスを提供し、北海道IT企業No.1を⽬指していま
す！

3/1AM E3 株式会社つうけん
情報・インターネッ
トサービス

https://www.tsuken.co.jp/careers/ 北海道

北海道の豊かなICT社会を実現し北海道のつながるを育
てる仕事です。通信建設業界は「通信が仕事や⽣活に
かかせない」⼈々の⽣活を⽀える業界です。ICTを活⽤
して安全・安⼼な未来の構想を現実にしています。

3/1AM E4 北海道エナジティック株式会社 エネルギー https://www.energetic.co.jp 北海道

１９４９年の会社設⽴から７０年以上にわたり、北海
道でＬＰガスや灯油・電気などの各種エネルギーを販
売供給している企業です。札幌市内および近郊に拠点
が多いのも特徴の⼀つです。（札幌市内約２０カ所）

3/1AM E5 アスクゲートグループ ⼈材紹介・⼈材派遣 https://www.ask-s.co.jp/ 北海道

アスクゲートは、「⼈の⼼に伝わる企業づくり」を
モットーとする総合⼈材サービス会社。⼈⼿不⾜に悩
む法⼈のお客様と働きたいスタッフさんを繋ぐ「架け
橋」となるお仕事です。

3/1AM E6 株式会社マイナビ ⼈材紹介・⼈材派遣 https://www.mynavi.jp/saiyou/ 東京都

≪ BtoB × 無形商材 × 課題解決≫私たちは、クライア
ントの課題解決を図るソリューション提案を⾏ってい
ます。使うマイナビから働くマイナビへ。是⾮話を聞
きに来てください。お待ちしております。

3/1AM E7 オカモトグループ その他サービス https://recruit.okamoto-group.co.jp/ 北海道

スポーツクラブ、ガソリンスタンド、リサイクル
ショップ、公共施設運営など多種多様な⼩売・サービ
ス業を40都道府県に600店舗以上展開しております。当
社の社⾵は「おもしろ・おかしく・元気よく」です！

3/1AM E8 株式会社ビッグ その他サービス http://www.kensakun.net/big/saiyou 北海道

当社は札幌を中⼼に不動産事業を展開する不動産企業
です！メイン事業は、お客様のご要望に合ったお部屋
をご提案する「賃貸仲介」、物件をオーナー様からお
預かりし維持管理を⾏なう「不動産管理」の2つです。

3/1AM E9 ⽇本メディカルプロダクツ株式会社
精密機器・医療⽤機
器

http://hopes.co.jp 北海道

創業から⼀貫して不織布加⼯メーカーとして、本店は
旭川市、⽀店は道内２か所、道外６ヵ所に置き、全国
の医療機関様へ院内感染・術者の保護を、⾷品メー
カー様には異物混⼊の防⽌を、常に提案・貢献をして
います。
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3/1AM E10 株式会社もりもと ⽔産・⾷品 http://www.haskapp.co.jp 北海道

美味しいスイーツの原材料を供給してくださる⽣産者
様との繋がりを⼤切にしながら、「北海道と共に⽣き
る」地域に根差した企業として常にお客様へ「安⼼・
安全・おいしい」をお届けする事に全⼒で取り組んで
います。

3/1AM E11 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/ 北海道

当社は北海道を主な販売地域として、コカ・コーラブ
ランド（コカ・コーラ、ファンタ、アクエリアス、
ジョージア、い・ろ・は・すなど）飲料を販売してい
る企業です。ご興味のある⽅はぜひお話を聞きにきて
ください。

3/1AM E12
株式会社ロゴスホールディングス【(株)
ロゴスホーム・豊栄建設(株)】

建設・住宅・不動産 https://www.logoshome.jp/fresh/ 北海道

ロゴスホームは帯広、豊栄建設は札幌で、地元ビル
ダーならではの家づくりを⽬指し設⽴。今後も仲間を
増やし2030年までに年間5000棟建てる企業として『⽇
本の家づくりをつくる』というビジョンを実現しま
す。

3/1AM E13 株式会社常⼝アトム 建設・住宅・不動産 https://www.jogatom.co.jp/recruit/ 北海道

常⼝アトムでは、総合不動産企業として店舗⼀丸と
なって真摯かつ丁寧にお客様を対応しています。経験
や感動を共有し、「チームプレー」で共に未来を創造
できる⼈材を求めています。

3/1AM E14 株式会社⽇本ハウスホールディングス 建設・住宅・不動産 https://www.nihonhouse-hd.co.jp/recruit/graduates/ 北海道
創業５４年、脱炭素社会に貢献できる住宅づくりで⽇
本の住⽂化に貢献する住宅メーカーです！

3/1AM E15
⼟屋グループ（⼟屋ホーム、⼟屋ホーム
トピア、⼟屋ホーム不動産）

建設・住宅・不動産 https://www.tsuchiya.co.jp/ 北海道

⼟屋グループは創業以来「永く快適に住み続けられる
住まい」をテーマに『豊かさの⼈⽣を創造する』企業
使命感を貫いてまいりました。グループ⼀丸となっ
て、多⽅⾯でお客様の⼀⽣をサポートしております。

3/1AM E16 ホクレン農業協同組合連合会 官公庁・団体 https://www.hokuren.or.jp/saiyou/ 北海道

〜つくる⼈を幸せに、⾷べる⼈を笑顔に〜北海道農業
の振興を⽀え、全国へ安全・安⼼で美味しい⾷品を提
供しています。「北海道のために何かしたい！」とい
う熱い思いに溢れた⽅をお待ちしています。

3/1AM E17 練成会グループ 教育機関 https://www.rensei.co.jp/ 北海道

「学⼒だけでなく⼼も育てる」。私たちのお仕事は、
⽣徒の成績を上げるでなく学ぶ姿勢の変化を⽣み出
し、⾃らで可能性を開く⼈になるお⼿伝いをすること
です。道内業界最⼤⼿の当社で、⼈のための仕事をし
ませんか？

3/1AM E18 株式会社かんぽ⽣命保険 保険 https://www.jp-life.japanpost.jp/recruit/index.html 東京都

かんぽ⽣命は、資産規模、販売チャネル、顧客基盤が
⽇本最⼤級の⽣命保険会社です。100年以上前に誕⽣し
た『簡易⽣命保険』の社会的使命を受け継ぎ、全国の
郵便局を通じて⽣命保険を提供しています。

3/1AM E19 住友⽣命保険相互会社 保険 https://www.sumitomolife.co.jp/about/employ/saiyou/ 北海道

札幌すみれいは2022年で創設7年⽬という新しい組織で
す。若⼿職員が多く、⼥性が活躍できる環境が整って
います。札幌で活躍し続けたい⽅、⾦融に少しでも興
味がある⽅はぜひ当社のブースにお越しください！

3/1AM E20 株式会社トヨタレンタリース札幌 リース・レンタル http://toyota-rl-sapporo-recruit.jp/ 北海道

トヨタレンタリース札幌と申します。トヨタレンタ
リース店北海道内No.1の実績で、札幌や千歳を中⼼と
した北海道「道央エリア」でレンタカー・カーリース
を展開しています。

3/1AM E21 中道リース株式会社 リース・レンタル http://www.nakamichi-leasing.co.jp/ 北海道

今年で創⽴50周年を迎える当社は、総合リース業とし
て輸送⽤機械・医療機器・サービス関連機器まで、あ
らゆる産業の設備・機械を提供。個性・意欲・好奇⼼
のある⼈と⼀緒に働けるのを楽しみにしています！

3/1AM E22 札幌中央信⽤組合 その他⾦融 https://www.sa-chushin.shinkumi.jp/ 北海道

地域に密着した協同組織⾦融機関です。本⽀店全て札
幌市内にありますので、転勤はありますが、引っ越し
の⼼配はありません。⾦融機関で働きたい⽅・札幌で
働き続けたい⽅にぴったりな企業です。

3/1AM E23 ⽇本アクセス北海道株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.nippon-access-h.co.jp/ 北海道

当社の特徴はドライ・チルド・フローズンの3温度帯の
⾷品を取り扱っており、家庭⽤⾷品を主にして、業務
⽤や惣菜関連にも⼒を⼊れています。⽇本アクセスグ
ループの⼀員として、⾷を通じて北海道に貢献しませ
んか？

3/1AM E24 コクヨ北海道販売株式会社
商社（家具・インテ
リア・⽇⽤品）

https://www.kokuyo-hokkaido.co.jp/ 北海道

私たちが実際に働く「ライブオフィス」は、お客様で
ある各企業に⾒学・体感いただく取り組みです。これ
を営業ツールとして活⽤すると共に、進化する快適な
執務空間は社員の就業意欲向上にも効果を発揮してい
ます。

3/1AM E25 株式会社サングリン太陽園
商社（化学・医薬
品・化粧品）

https://sun-green.co.jp/ 北海道

北海道農業を⽀えるのが当社の使命です。100年以上の
歴史を持つ農業⽣産資材の供給を軸に、ドローンを中
⼼としたスマート農業技術の普及を推進しています。
ともに「農業」をサポートする仕事に挑戦しません
か。

3/1AM E26 株式会社ほくやく
商社（化学・医薬
品・化粧品）

https://www.hokutake.co.jp 北海道

創業108年を迎える医薬品卸です。地域密着企業として
商品の安定供給を図り医療機関をサポートしていま
す。間接的ながら医薬品を待っている患者様の事を考
え、薬に関する情報・サービスの提供を⾏います。
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3/1AM E27 株式会社モロオ
商社（化学・医薬
品・化粧品）

http://www.moroo.co.jp 北海道

その笑顔のために、わたしたちがお届けしているのは
「健康」と「安⼼」です。〜Tomorrow With MOROO
〜わたしたちと⼀緒に、北海道の医療のインフラを⽀
えましょう！

3/1AM E28 ホシザキ北海道株式会社 その他商社 https://www.hoshizaki.co.jp/h01/ 北海道

ペンギンマークでお馴染みの業務⽤厨房機器の販売及
び修理メンテナンスを⾏っている会社です。業界シェ
アNO.1！北海道で初めてプラチナくるみんマークを取
得したワークライフバランスに⼒を⼊れている会社で
す。

3/1AM E29 株式会社DORAL その他商社 http://www.doral.co.jp/recruit/ 北海道

創業112年⽬を迎えた歴史のある会社です。住宅の⽔回
り商品を取り扱っており、毎⽇の⽣活に⽋かせない物
ですので、お客様に満⾜した商品を選んで頂けるよう
専⾨的なアドバイス等をしながら営業をしておりま
す。

3/1AM E30 株式会社内⽥洋⾏ その他商社 https://www.uchida.co.jp/recruit/ 東京都

内⽥洋⾏は、⺠間企業・学校・⾃治体向けに、ICT環
境・空間デザインを提供している企業です。皆さんの
キャンパスの中にも、内⽥洋⾏の商品・サービスが沢
⼭あります！お会いできることを楽しみにしていま
す。

3/1AM E31 ⼤丸株式会社 その他商社 http://www.daimaru-inc.com/recruit/ 北海道

創業130年⽬の複合専⾨商社です。様々なものを販売し
ていますが、仕事の本質はものを売る事ではなく「お
客様の役に⽴つこと」です。そして時代と共に変化す
るニーズに応えるため、⼤丸も変化を続けています！

3/1AM E32 ⽇本ニューホランド株式会社 その他商社 https://www.nh-hft.co.jp/ 北海道

ニューホランドトラクターを初めとする⾼性能農業機
械の輸⼊販売とアフターサービスで⽇本の「⾷べる」
を⽀える会社です。また、次世代の精密農業にも対応
した商品と技術を海外からいち早く導⼊し、提供して
います。

3/1AM E33 株式会社NTTドコモ 通信関連 https://information.nttdocomo-fresh.jp/ 東京都

ドコモは「新しいコミュニケーション⽂化の世界を創
造する」会社として、通信事業とスマートライフ事業
を展開しています。モバイル×医療・⾦融・農業…ド
コモのビジネスフィールドは無限⼤です！

3/1AM E34 株式会社サッポロドラッグストアー
専⾨店（ドラッグス
トア・調剤薬局）

https://satudora-hd.co.jp/recruit/shinsotsu/ 北海道

『北海道の「いつも」を楽しく』をコンセプトに、お
客さまの⽇常⽣活に密着したドラッグストアを展開し
ています。働き⽅は「店舗・本部・グループ会社」と
多種多様です。活躍の幅が広いことはサツドラの魅⼒
です！

3/1AM E35 株式会社 ダイイチ
コンビニエンス・
GMSストア

https://www.daiichi-d.co.jp/ 北海道

帯広・旭川・札幌にスーパーマーケットを展開してい
ます。「お客様の⾷⽣活を、より豊かにするお⼿伝い
をする」をモットーに、現地・現場・現品主義を徹底
しています。ダイイチは７＆ｉグループの⼀員です。

3/1PM F1 株式会社エスイーシー
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.secnet.co.jp/ 北海道

エスイーシーは独⽴系IT企業で道内2位の位置について
おります。⽂理・プログラミング経験不問で採⽤活動
を⾏っておりますので、システムエンジニア職に挑戦
したいという⽅はぜひお話を聴きにいらしてくださ
い。

3/1PM F2 株式会社インターパーク
情報・インターネッ
トサービス

https://www.interpark.co.jp/company/ 北海道

インターパークは、プログラミングをすることなくア
プリを開発することができる「サスケWorks」を展開し
ているIT企業です。取締役や新卒、中途に⽂系出⾝の北
海学園出⾝者が数多く在籍しています。

3/1PM F3 株式会社吉岡経営センター
調査・コンサルタン
ト

https://ymg-recruit.jp/index.html 北海道

道内⼤⼿の会計事務所です。中⼩企業や医療機関の経
営者に経営をより良くするためのアドバイスを⾏い、
財務・会計はもちろん、経営者と⼆⼈三脚で会社を成
功へと導く仕事です。

3/1PM F4 株式会社アレフ フードサービス http://www.aleph-inc.co.jp/ 北海道

「⾷は⼈を良くする」という理念の元、⽣産者と協⼒
して、独⾃の厳しい基準による安全・安⼼な⾷材調達
を⾏っています。 ⾷・農業・環境のつながりを⼤切に
社会へ貢献し、今後も持続可能な取り組みを推進しま
す。

3/1PM F5 株式会社きのとや フードサービス https://www.kinotoya.com 北海道

『いい会社をつくりましょう』が私たちの社是です。
「社員の幸せ」「お客様の満⾜」「会社の発展」を同
時に満たすことをめざしています。おいしいお菓⼦を
とおして 幸せを感じていただくことを喜びとしま
す。

3/1PM F6
【JAF】⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟北
海道本部

その他サービス https://jaf.or.jp/ 東京都

ロードサービスを始めとした⾃動⾞ユーザーの「安
⼼」と「安全」のための各種サービスを提供していま
す。また、交通安全や環境保全活動などの社会貢献活
動も積極的に⾏う⽇本で唯⼀の⾃動⾞ユーザー団体で
す。

3/1PM F7 グローヴエンターテイメント株式会社 その他サービス https://www.wantedly.com/companies/gstyle 北海道

「ふるさとをRE:ブランディング」それが私たちのビジ
ネスキーワード。北海道から地域の良い素材・素敵な
価値を活かし、地域の⽅々と⼀緒にブライダルをはじ
めとした「幸せをカタチにする」事業を展開していま
す。

3/1PM F8 マスプロ電⼯株式会社 電⼦・電機 https://www.maspro.co.jp/recruit/ 愛知県

●国内シェアトップクラスの製品を⽣むモノづくり
メーカーです！●若⼿がチャレンジできる環境が整っ
ている会社です！●仕事も遊びも全⼒で取り組む事を
⼤切にしています！
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3/1PM F9 プライフーズ株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.prifoods.jp/recruit.html

主⼒であるブロイラー事業は卵から鶏を育て⾷⾁に処
理、加⼯し全国の⾷卓へとお届けするまでを⼀貫して
担うという独⾃の体制を持っています。⼀貫体制だか
らこそ、できることがたくさんあるんです！

3/1PM F10 よつ葉乳業株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.yotsuba.co.jp/ 北海道

「北海道のおいしさを、まっすぐ。」よつ葉乳業は、
北海道の酪農家が⽣産した良質な⽣乳を原料に、おい
しく安全で⾼品質な⽜乳・乳製品と笑顔あふれる暮ら
しを毎⽇、全国の⾷卓へお届けしています。

3/1PM F11 北海道不⼆サッシ株式会社 建設・住宅・不動産 https://hokkaido-fujisash.co.jp/ 北海道

1930年の創業以来、80年以上にわたるものづくりの歴
史のなかで培った技術⼒と提案⼒で、激しい時代の変
化とともに多様化するニーズに対応し、⾰新的なチャ
レンジに取り組んでいます。

3/1PM F12 明和地所株式会社札幌⽀店 建設・住宅・不動産 https://www.meiwajisyo.co.jp/ 東京都

明和地所は⾃社ブランドのクリオマンションシリーズ
を⼿掛けるデベロッパーです。明るい社⾵で、⼤勢の
若⼿社員が伸び伸びと活躍しています。住宅・不動産
の仕事⼜は営業職に興味のある⽅、是⾮ご参加くださ
い！

3/1PM F13 凸版印刷株式会社 印刷・パッケージ https://www.toppan.co.jp/recruit/shinsotsu/ 東京都

トッパンは、『印刷だけの会社』ではありません！印
刷の枠に捉われず、お客様の課題やニーズに寄り添い
ながら、プロモーションや地⽅創⽣、DX事業まで幅広
く⾏う「社会的価値創造企業」です！

3/1PM F14 株式会社マルベリー 医療・福祉施設 https://www.mulberry-hokkaido.co.jp/ 北海道

⾼齢者の皆さんが、住みなれた地域で⾃分らしい⽣活
が送れるよう「⾃⽴⽀援のパートナー」として、福祉
⽤具レンタル・販売・住宅改修などを通じ、「北海道
の在宅介護」を⽀えています。

3/1PM F15 株式会社ロジネットジャパン 運輸 http://www.loginet-japan.com/ 北海道

当社は北海道最⼤⼿の総合物流企業として、ＢtoＢから
ＢtoＣまで多彩な輸送サービスを全国に展開していま
す。また天然⽔製造販売、観光、保険など事業の多⾓
化も推進。ＯＢも多数活躍しています！

3/1PM F16 サツラク農業協同組合 官公庁・団体 https://www.satsuraku.or.jp/ 北海道

サツラク農協は札幌近郊の酪農家が設⽴した農協で125
年続く企業です。信⽤共済事業を展開する都市型JAと
しての顔とスーパー等で販売されている『サツラク⽜
乳』を製造販売する顔をもった酪農専⾨農協です。

3/1PM F17 北海道商⼯会連合会 官公庁・団体 https://r.goope.jp/saiyou 北海道

商⼯会は地域事業者が会員となり、ビジネスや街づく
りのために活動を⾏う経済団体です。全国の市町村に
1,648、道内には152の商⼯会があり、中⼩・⼩規模事
業者を⽀援するために様々な事業を実施しています。

3/1PM F18 遠軽信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.shinkin.co.jp/engaru/ 北海道

「地域貢献の仕事がしたい」「⼈と関わり合いの深い
仕事がしたい」「⾃分⾃⾝の成⻑に繋がる仕事がした
い」というあなた。ぜひ話を聞きにきてください。先
輩多数。勤務地：遠軽・紋別地⽅、北⾒市、旭川市、
札幌市。

3/1PM F19 空知信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.shinkin.co.jp/sorachi/ 北海道

私たちは札幌・南空知を営業エリアとした信⽤⾦庫で
す。地域のお客様からも、職員からも信頼され愛され
る信⽤⾦庫を⽬指して⽇々の業務にあたっておりま
す。地域密着型の信⽤⾦庫で⼀緒に働いてみません
か？

3/1PM F20 帯広信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.shinkin.co.jp/obishin/ 北海道

預⾦・融資・為替の三⼤業務が中⼼となりますが、地
域の中⼩企業や個⼈のお客様がお取引先となり、地域
社会を優先した経営を基本としています。⼗勝におい
て、預⾦・融資とも地域シェアNo.1を誇っています。

3/1PM F21 道南うみ街信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.d-umishin.co.jp/recruit/ 北海道

事業の繁栄や⽣活の安定のお⼿伝いをするとともに、
地域社会の⼀員として地域経済の持続的発展に努めて
います。お客様との距離が近く、地域の貢献できてい
ることを実感しながら働くことができる職場です！

3/1PM F22 株式会社⽵⼭
商社（精密機器・医
療⽤機器）

https://www.hokutake.co.jp 北海道

総合ヘルスケア企業グループの中核を担う医療機器卸
です。最先端な技術も含め、私たちは膨⼤な数の医療
機器の中から医療従事者が求めている物を選定し、最
適な状態で診療を⾏えるよう⽀援しています。

3/1PM F23 サッポロウエシマコーヒー株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.u-coffee.co.jp/ 北海道

サッポロウエシマコーヒーはＵＣＣグループの１つの
企業であり、北海道の“⾷”を⽀える道内シェアNO1の総
合⾷品卸売商社です。“⾷”に興味のある⽅！⼈と関わる
事が好きな⽅！是⾮お待ちしております！

3/1PM F24 国分北海道株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.kokubu.co.jp/saiyo/shinsotsu/ 北海道

当社は主に北海道内の⼩売業や外⾷産業をお得意先と
して⾷全般を扱う道内でも有数の酒類・⾷品総合卸売
業の会社です。北海道の⾷のインフラに貢献したい、
または⾷品業界に興味がある⽅は是⾮お越しくださ
い。

3/1PM F25 北海道スバル株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.hokkaido-subaru.com/ 北海道

SUBARUの⾞があることで⼈⽣をより豊かに、より愉
しくする。SUBARUはクルマを通じ、お客様へ「安⼼
と愉しさ」を提供します！
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3/1PM F26 株式会社コハタ
商社（化学・医薬
品・化粧品）

http://www.khts.co.jp 北海道

当社は種⼦を始はじめとし、各種資材・農薬など、農
業になくてはならない商品をＪＡなどに卸す商社で
す。農薬散布⽤ドローンでは機体の販売、教習・整備
など新たな取組も⾏っております。

3/1PM F27
クワザワホールディングス株式会社（株
式会社クワザワ・株式会社クワザワ⼯
業）

その他商社 https://www.kuwazawa-hd.co.jp/ 北海道

クワザワホールディングスは建設業界を中⼼に事業展
開をしている東証⼀部上場企業です。グループのう
ち、建設資材商社のクワザワ、建設⼯事施⼯管理のク
ワザワ⼯業それぞれの北海道No.１についてご紹介しま
す！

3/1PM F28 ヤマチユナイテッド その他商社 https://y-united.co.jp/recruit/ 北海道

ヤマチユナイテッドで働く社員は、「仕事も⼈⽣も楽
しみたい」「何事にも挑戦してみたい」「若⼿のうち
から活躍したい」という思いで⼊社し、働いていま
す。当てはまる⽅は是⾮、説明を聞きに来てくださ
い！

3/1PM F29 ＮＨＫ（⽇本放送協会） マスコミ https://nhk.jp/saiyo/ 東京都

命と暮らしを守る、地域を応援する、⽇本の魅⼒を世
界に発信するなど、公共メディアNHKだからできるこ
とがたくさんあります。みなさん⼀⼈ひとりの個性を
活かし、地域や国際社会に貢献していくことができま
す。

3/1PM F30 株式会社北海道新聞社 マスコミ http://jinji.hokkaido-np.co.jp/ 北海道

北海道新聞は1942年に創刊。「紙とデジタルとリア
ル」を駆使し、信頼される新聞や情報を読者へお届け
し続けること、暮らしに役⽴つ広告や主催イベントで
北海道を元気にすることが私たちの使命です。

3/1PM F31
税理⼠法⼈ むらずみ総合事務所（むら
ずみ経営グループ）

専⾨・技術サービス
業

https://www.murazumi.jp/ 北海道

私たちの仕事は、お客様である企業経営者と関わり、
財務・税務の専⾨知識を中⼼に経営に関する様々なア
ドバイスをします。多くの企業の経営を⽀援すること
で、社会全体に貢献できるやりがいのある仕事です。

3/1PM F32
⻑⾕川産業株式会社（スイートデコレー
ション）

専⾨店（家具・イン
テリア）

https://www.sweet-deco.jp 北海道

当社は「やさしい・かわいい・きれい」をコンセプト
にしたチェーンストアです。他社にはないデザインや
カラー、テイストで差別化を図ったオリジナル商品を
展開しています！数少ないインテリア⼩売り企業で
す！

3/1PM F33 株式会社ナカジマ薬局
専⾨店（ドラッグス
トア・調剤薬局）

https://www.nakajima-phar.co.jp/ 北海道

北海道を中⼼に約60店舗を展開する調剤薬局チェーン
です。『患者様中⼼主義』を企業理念に患者様⽬線で
の取り組みに⼒を⼊れています。○職種は無資格でも
研修で基礎知識をしっかりと学ぶことができます。

3/1PM F34 株式会社アークス
コンビニエンス・
GMSストア

http://www.arcs-g.co.jp/ 北海道

地域密着型のスーパーマーケット「アークスグルー
プ」の本社です。グループ全体の統括や戦略の策定な
ど企画事務の仕事をしています。スーパーに興味があ
る⽅はもちろん、会社の経営に興味がある⽅にもおす
すめです！

3/2AM G1 TIS北海道株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.tis-h.co.jp/ 北海道

弊社は、TISインテックグループへ所属する、札幌で36
年ソフトウェア開発を⾏っている会社です。是⾮、実
際にお話を聞きにきてください。

3/2AM G2
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会
社

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.ntt-ipnet.co.jp/k/ 東京都

全国展開で1,000名を超える会社です。札幌⽀店でSEを
募集致します。SEへの熱意のある学⽣を募集致しま
す。⾃分で設計したシステムが稼働した時の感動、顧
客からの感謝、やりがいのあるお仕事です。

3/2AM G3 株式会社ＨＢＡ
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.hba.co.jp/recruit/ 北海道

「IT」で「幸せ」に挑む。当社は１９６４年創業の総合
情報サービス企業です。創業以来培われた経験と信頼
を強みに、⺠間企業、官公庁、地⽅⾃治体等、幅広い
お客様へニーズに合ったサービスを提供しています。

3/2AM G4 株式会社I・TECソリューションズ
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.itecsol.jp/ 北海道

企業理念は「地域貢献」―。地域唯⼀のデータセン
ターを活⽤し、苫⼩牧から北海道の発展に尽くしま
す。社会のため、地域の為、ひとのため。ITの可能性に
挑戦する、I・TECソリューションズです。

3/2AM G5 株式会社アジェンダ
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.agenda.co.jp/ 北海道

「デジタルのものづくりで未来を変える」北海道のIT会
社です。⾃社製品や⼀時請けの開発を主としており、
お客様の反応を直接聞けるため、⾃分のものづくりが
喜ばれ世の中を変える⼿応えを感じられる点が特⻑で
す。

3/2AM G6 北海電気⼯事株式会社 エネルギー https://www.hokkaidenki.co.jp/ 北海道

ほくでんグループの⼀員として、社会インフラのひと
つである電⼒流通設備や各種電気設備の設計・施⼯・
保守を⾏っています。貴学卒業の先輩も多数在籍して
活躍しておりますので、皆さんも⼀緒に活躍してみま
せんか。

3/2AM G7 オホーツクJAグループ その他サービス 北海道

オホーツクJAグループは、オホーツク管内に所属する
１４のJAが合同で採⽤活動を⾏っている団体です。
「農」「⾷」「北海道」が⼤好きという学⽣の皆様の
お越しをお待ちしております

3/2AM G8 株式会社カナモト その他サービス https://www.kanamoto.co.jp/employment/new_entry/ 北海道

時代は「所有」から「レンタル」へ！弊社は建設機械
のレンタル会社です。東証⼀部上場２3年、ＪＰＸ⽇経
４００に6年連続で選定、売上⾼は業界第2位！建設機
械は⼯事現場になくてはならない「社会インフラ」で
す。
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3/2AM G9 株式会社加森観光本社 その他サービス https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp67756/outline.html?site_preference=pc 北海道

ルスツリゾートなど道内を中⼼に、スキー場、ホテ
ル、遊園地などの各種観光施設の運営をしています。
特に、ルスツリゾートは道内最⼤級のスキー場を有
し、国内はもちろん、世界中からお客様がいらっしゃ
います。

3/2AM G10 北ガスフレアスト株式会社 その他サービス https://recruit.fureasuto.co.jp/ 北海道

ガス機器の点検・提案から取付けまで、お客さま宅を
直接訪問する地域に密着したお仕事です。勤務地は札
幌近郊のみで、専⾨性の⾼い資格取得、スキルアップ
可能！北ガスグループの安定した環境で⻑く活躍しま
せんか。

3/2AM G11 株式会社ユニシス
精密機器・医療⽤機
器

https://www.unisis.co.jp/ 東京都

⿇酔⽤穿刺針をはじめ医療⽤特殊針の専⾨メーカーと
して、世界50カ国以上で⾼い評価を受けており、すべ
ての部品を国内で調達、製造する「Japan Quality」に
こだわった⾼品質の製品を提供しています。

3/2AM G12 三本珈琲株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.mmc-coffee.co.jp 神奈川県

コーヒーには「ちょっとした幸せを創る⼒」がありま
す。働く理由を⾃分⾃⾝が⼀番良く理解し、どのよう
にちょっとした幸せを届けるかを考え、⾏動すること
が弊社が応募者の皆様に求めることです。良いご縁を
共に！

3/2AM G13 株式会社⼀条⼯務店 建設・住宅・不動産 http://www.ichijo.co.jp/ 静岡県

【お客様よりお客様に家づくりに熱⼼であろう】とい
う理念をもと、家の性能向上に挑戦を続けています。
当社の住まいづくりを多くのお客様にご⽀持いただき
【注⽂住宅販売棟数業界1位】を3年連続で達成してい
ます。

3/2AM G14 株式会社三光不動産 建設・住宅・不動産 http://www.apaman-sanko.jp/ 北海道

札幌で創業し、賃貸・管理・売買で地域密着の事業を
展開しています。全国賃貸仲介店舗数No.1の「アパマ
ンショップネットワーク」に加盟し、不動産管理⼾数
も道内TOPクラスの総合不動産企業です。

3/2AM G15 共和コンクリート⼯業株式会社
ゴム・ガラス・セメ
ント・セラミックス

https://www.kyowa-concrete.co.jp/recruit/recruit_index.html 北海道

災害から⼤切な命と財産、暮らしを守るコンクリート
製品メーカー。製品の品質の⾼さと全国各地を拠点と
した地域密着⼒を持ち、圧倒的な対応⼒と信頼の⾼さ
を誇る業界トップ企業です。

3/2AM G16 北海道厚⽣農業協同組合連合会 医療・福祉施設 https://www.dou-kouseiren.com/ 北海道

本会は全道で15の病院・クリニックや特養施設、看護
学校など運営し、医療事業や健康管理事業など4つの事
業を展開し、それらをとおして「最も信頼され選ばれ
る病院」づくりに取り組んでいます。

3/2AM G17 エア・ウォーター物流株式会社 運輸 https://www.awlg.co.jp/ 北海道

エア・ウォーターグループの配送部⾨として北海道で
誕⽣して50年。温度管理をしながらの輸送や倉庫管理
等品質の⾼い業務を担い、業界でも⾼度な技術と信頼
のもとで事業領域を拡⼤しています！

3/2AM G18 株式会社じょうてつ 運輸 http://www.jotetsu.co.jp/ 北海道

創業107年、札幌市で公共交通事業と不動産事業を柱
に、⼈々の⽣活を総合的に創造している企業です。
「安全・安⼼・快適」の精神を礎に、多様化する社会
の期待に応え、今後も「選ばれるじょうてつ」を⽬指
します。

3/2AM G19 全国健康保険協会 官公庁・団体 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 東京都

約4000万⼈（国⺠の3⼈に1⼈の割合）が加⼊する健康
保険を運営する⽇本最⼤の医療保険者です。⽇本が世
界に誇る国⺠皆保険制度の⼀翼を担っています。

3/2AM G20 損害保険ジャパン株式会社 保険 https://www.sompo-japan-saiyo.com/ 東京都

損保ジャパンは、「お客さまの安⼼・安全・健康に資
する最⾼品質のサービス」を提供し続けることで、社
会課題の解決や持続可能な社会の実現に貢献していき
ます。

3/2AM G21 第⼀⽣命保険株式会社 保険 https://www.dai-ichi-life.co.jp 東京都

第⼀⽣命は「いちばん、⼈を考える会社になる」をグ
ループビジョンに掲げ、いちばんお客さまから⽀持さ
れる保険会社を⽬指しています。ワークバランス制度
も整っており⼥性が活躍する会社としても注⽬されて
います。

3/2AM G22 北海道労働⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.rokin-hokkaido.or.jp 北海道

〈ろうきん〉は働く⼈とその家族の⽣活をより豊かに
するために事業を⾏う⾮営利の福祉⾦融機関です。貸
出⾦残⾼の約９９％が個⼈のお客様への貸出であり、
北海道で働く⼈の⽣活を⾦融の⾯から⽀えています。

3/2AM G23 北海道リース株式会社 リース・レンタル https://www.do-lease.co.jp/recruit/ 北海道

リースは物品の賃貸借を通じて企業の設備投資を⽀え
る仕事です。毎年定期採⽤を続けており、20〜30代の
若⼿社員が多数活躍しています。道内勤務やBtoBの仕
事に興味がある⽅、是⾮お話しをしませんか。

3/2AM G24
富⼠フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

商社（精密機器・医
療⽤機器）

https://fujifilm-businessinnovation.saiyo.jp/ 東京都

2021年4⽉に富⼠ゼロックス国内営業部⾨と全国31の
販売会社を統合し、当社は誕⽣しました。複合機をは
じめとする商品やITを駆使したサービスを提供すること
で、お客様の経営課題の解決に貢献しています。

3/2AM G25 ネッツトヨタ札幌 株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.netz-sapporo.com/over/recruit.html 北海道

札幌市内及び札幌近郊で29店舗を展開しているトヨタ
の⾃動⾞販売店です。ファミリ−客や⼥性客をメイン
ターゲットとして、お客様に満⾜していただける
ショールーム作りや楽しいイベントに⼒を⼊れていま
す！
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3/2AM G26 札幌トヨペット株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.sapporo-toyopet.jp/ 北海道

⾃動⾞業界は⼤きな変⾰期です。しかしお客様は変わ
らず⾃分に合う⾞を求めています。お客様の喜び＝お
客様のための仕事だと実感できるでしょう。65年のノ
ウハウを活かし新しいチャレンジもしている会社で
す。

3/2AM G27 北海道マツダ販売株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

http://www.hokkaido-mazda.co.jp 北海道

北海道マツダ販売は、全道に45店舗のネットワーク、
社員数約1,000⼈を抱え創⽴68年を迎えた歴史と伝統の
ある会社です。函館地区を除く道内全域をカバーし、
お客様満⾜への質と向上を⽬指しております。

3/2AM G28 北海道⽇野⾃動⾞株式会社
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

http://hokkaido-hino.co.jp/ 北海道

トヨタグループである⽇野⾃動⾞は、⼤・中型トラッ
ク市場で国内販売シェア48年連続No.1の業界トップ企
業！コロナ禍でも需要が⾼まる、物流の主役であるト
ラック・バスを販売。オーダーメイドの法⼈営業で
す！

3/2AM G29 株式会社キムラ その他商社 https://www.kimuranet.jp 北海道

キムラの会社紹介ＰＶ作成の舞台裏です！キムラとい
う会社の雰囲気が伝わる動画ですので是⾮ご覧くださ
い！https://youtu.be/dVuohS9Kyo4

3/2AM G30 株式会社NTTファシリティーズ
専⾨・技術サービス
業

https://www.ntt-f.co.jp/recruit/newgr/ 北海道

当社は130年以上にわたり、通信を守るという使命を
担ってきた会社です。私たちは、⾼い技術⼒を基盤と
して24時間365⽇通信インフラを⽀えることで、持続可
能で災害に強い社会の実現に貢献しています。

3/2AM G31 税理⼠法⼈池脇会計事務所
専⾨・技術サービス
業

https://www.itac-recruit.com/ 北海道

池脇会計事務所グループはお客様のあらゆるニーズに
お応えする総合コンサルティングファームです。当グ
ループには税務・会計を軸として、企業経営に関する
様々な問題をトータルにサポートします。

3/2AM G32 株式会社東光ストア 専⾨店（フード） http://www.arcs-g.co.jp/group/toukou_store/recruit/ 北海道

たくさんのお客様に⽀えられ、当社は今年で創業５０
周年を迎えます。⼈の役に⽴ちたい、地域を⽀えた
い、安定した仕事に就きたいという⽅は、⾷品⼩売業
をおすすめします！

3/2AM G33
株式会社アインファーマシーズ（アイン
グループ）

専⾨店（ドラッグス
トア・調剤薬局）

https://www.ainj.co.jp/ 北海道

アイングループでは、調剤薬局の《医療事務職》と、
コスメ＆ドラッグストア「アインズ＆トルペ」の《販
売職》を募集しています！どちらも、直接たくさんの
「ありがとう」をいただけるお仕事です！

3/2PM H1 株式会社アドウイック
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.adwic.co.jp/ 北海道

【ほくやく・⽵⼭ＨＤグループ】の⼀員であるアドウ
イックは、総合ヘルスケアグループの強みを⽣かし、
グループ会社、医療事業者様はもとより⼀般企業様に
もＩCＴ化による課題解決のお⼿伝いをさせていただき
ます。

3/2PM H2 北都システム株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.hscnet.co.jp/ 北海道

北海道に本社がある独⽴系IT企業です。独⽴系でありな
がら、安定的な事業展開をしており、組込、医療、
Iot、⾃社サービスなどさまざまな分野での開発実績が
ございます。ぜひ⼀度お話を聞いてください！

3/2PM H3 株式会社ウィナス
情報・インターネッ
トサービス

https://recruit.winas.jp/ 東京都

「企業や⼈々の抱えてる問題・課題をITで解決する」を
軸に様々な事業を展開最⼤の強みは、企画コンサル
ティングからシステム開発、アプリ開発、マーケティ
ングまでトータルでプロデュースを⾏っていること

3/2PM H4 札幌アポロ株式会社 エネルギー https://www.sapporo-apollo.co.jp/ 北海道

札幌アポロは『地域×暮らし』を軸に様々な事業で、
⽇々の暮らしの“あたりまえ”を⽀える仕事をしていま
す。「⾃らの意⾒や考えを形にする仕事」でわくわく
できる社会⼈になりたい⽅はぜひブースにお越しくだ
さい。

3/2PM H5 ＪＴＢグループ ホテル・旅⾏ http://www.jtbcorp.jp/jp/ 東京都

JTBグループは「交流創造」を事業ドメインとし、「デ
ジタルの基盤」の上に「ヒューマンならではの価値」
を⽣かし、お客様の「実感価値」を徹底的に追求しま
す。JTBはお客様の期待を超える感動を創造します。

3/2PM H6 株式会社京王プラザホテル札幌 ホテル・旅⾏ https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 北海道

京王プラザホテル札幌は1982年に開業し、まもなく40
周年を迎えます。宿泊業はもちろんのこと、各種宴会
場、レストランも取り揃えており、これからもお客様
⼀⼈⼀⼈に喜ばれるホテルを⽬指してまいります。

3/2PM H7 株式会社⽇本旅⾏北海道 ホテル・旅⾏ http://www.nta.co.jp/hokkaido/ 北海道

当社は115年以上の歴史を持つ⽇本旅⾏グループの地域
会社です。旅⾏をはじめ北海道の基幹産業である観光
を通して北海道地域への貢献を⽬指しています。

3/2PM H8 株式会社ケイシイシイ フードサービス https://kcc-co.jp/ 北海道

わたしたちはギフトスイーツを通して世界中のお客さ
まに喜び創りを⾏っております。どんなときも明る
く、前向きな社⾵で⼊社1年⽬から様々な事に挑戦でき
ます！⼈を楽しませることが好きな⽅、お待ちしてお
ります！

3/2PM H9 トランスコスモス株式会社 その他サービス https://www.trans-cosmos.co.jp/saiyou/fresh/ 東京都

【東証⼀部上場】【北海道勤務あり】【職種別採⽤】
【復職率96％】私たちは創業50年以上、⼤⼿企業を中
⼼に約3000社の様々な業界のお客様企業へ【DX】を推
進し 業務効率化をはかる仕事をしています！
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3/2PM H10 ⼀般社団法⼈ 北海道中⼩企業家同友会 その他サービス https://hokkaido.doyu.jp/recruit/ 北海道

中⼩企業の経営課題をテーマに取り上げた例会の開
催、マナー教室・同友会⼤学などの社員教育、⼈材の
確保・育成をめざす共同求⼈活動、中⼩企業の経営環
境を改善するための活動をしています。

3/2PM H11
公益財団法⼈さっぽろ⻘少年⼥性活動協
会

その他サービス http://www.syaa.jp/recruit/ 北海道

当財団は、札幌市内の公共施設の管理運営やイベント
の企画運営をとおして、⻘少年や⼥性が社会のつなが
りを持つ機会や場を提供している財団です。札幌市内
を拠点に、多種多様な活動を⾏っています。

3/2PM H12 株式会社柳⽉ ⽔産・⾷品 https://www.ryugetsu.co.jp/ 北海道

◆⼗勝⾳更⼯場にて和菓⼦・洋菓⼦の製造◆直営店44
店舗で販売◆イタリアンレストラン「トスカチーナ」
の経営

3/2PM H13 ⽇本⾼圧コンクリート株式会社 建設・住宅・不動産 http://www.nihonkoatsu.co.jp/recruit/ 北海道

当社はコンクリート橋の設計・施⼯，⼯場製品の製造
を⾏う会社で，その中から興味のある職種を選択でき
ます。テレビやラジオで放送される⾼速道路リニュー
アルを毎年設計施⼯しています。学園⼤卒業⽣３３名
在籍中。

3/2PM H14 株式会社須⽥製版 印刷・パッケージ https://www.suda.co.jp/ 北海道

創業から約100年、印刷はもとより、WEB制作、動画
制作、イベント企画運営など、幅広い媒体や⼿法を⽤
いてお客様の課題解決を⾏う会社です。想いをカタチ
にする課題解決・モノづくりの仕事です。

3/2PM H15 株式会社プリプレス・センター 印刷・パッケージ https://pripress.co.jp/ 北海道

印刷会社として創業後、紙媒体の市場が縮⼩すること
を⾒据え早くからWEBシステム事業に取り組んできた
ほか、ノベルティグッズの受注・制作など、印刷会社
の枠組みを超えた多⾓的な事業展開を⾏っています。

3/2PM H16 株式会社オリバー
OA機器・家具・ス
ポーツ・玩具・その
他

https://www.oliverinc.co.jp/recruit/graduate/ 東京都

ホテルやオフィス、レストラン、医療・商業空間など
のインテリアを、プランニング・設計・製造・調達・
内装施⼯まで、ワンストップで提供する会社です。

3/2PM H17 医療法⼈渓仁会 医療・福祉施設 http://www.keijinkai.com/ 北海道

病院経営における事務総合職は、医業経営のプロとし
て医療現場を⽀え、社会に貢献できるやりがいのある
仕事です。体系的かつ多彩な教育プログラムにより、
ゼロから未来の医業経営を担う医療⼈に育てます。

3/2PM H18 株式会社 北海道丸和ロジスティクス 倉庫 https://hokkaidomaruwa.co.jp/ 北海道

東証1部上場丸和運輸機関のグループ会社であり、「⼈
財育成」に⼒を⼊れている物流会社です。新卒採⽤を
12年連続で実施しており、2021年には30名の新社員が
⼊社しています。選考は完全⼈物重視です！

3/2PM H19 札幌市農業協同組合 官公庁・団体 https://www.ja-sapporo.or.jp/ 北海道

札幌の「農業」と「⾷」の安全・安⼼と地産地消に積
極的に取り組み、また都市型JAの強みでもある信⽤・
共済・相談事業を総合的に展開することにより、お客
様の多様なニーズにお応えしております。

3/2PM H20 帯広市川⻄農業協同組合 官公庁・団体 https://www.jaobihirokawanisi.or.jp/ 北海道

当JAの特産品である「⼗勝川⻄⻑いも」の産地化と海
外輸出、宇宙⾷原料に川⻄産⼩⾖が採⽤されるなど現
状に満⾜することなく、安全・安⼼な農畜産物の⽣産
を追求しています。

3/2PM H21 室蘭信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.shinkin.co.jp/muroshin/ 北海道

室蘭市・登別市・⽩⽼町を中⼼に、地元の⾦融機関と
して、中⼩企業や地域経済の発展を⽀えるため活動し
ております。お客様の良き相談相⼿となるために、中
⼩企業診断⼠の育成等の⼈財育成に⼒を⼊れておりま
す。

3/2PM H22 留萌信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.shinkin.co.jp/rumoi/ 北海道

当⾦庫は、留萌管内及び、旭川市、札幌市等を主な事
業区域として、地元の中⼩企業者や住⺠が会員となっ
て、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを
共通の理念として運営している相互扶助型の⾦融機関
です。

3/2PM H23 北海道信⽤保証協会 その他⾦融 http://www.cgc-hokkaido.or.jp/info/recruit.php 北海道

私たちは、中⼩企業・⼩規模事業者の皆さまの「公的
な保証⼈」となり、円滑に資⾦調達ができるようバッ
クアップします！中⼩企業の可能性を輝かせるのが地
⽅創⽣の第⼀歩！

3/2PM H24 NX商事株式会社 その他商社 https://www.nittsushoji.co.jp/ 東京都

当社は2022年1⽉4⽇をもって⽇通商事からNX商事とし
て社名変更しました。物流関連に特化したNXグループ
の商社になります

3/2PM H25 コマツカスタマーサポート株式会社 その他商社 https://kcsj.komatsu/recruit/ 東京都

コマツグループは、他社が数年では追いつけない優れ
た特⻑を持った独⾃の商品・サービスを擁して、コス
ト削減や作業効率向上などお客さまの抱えている問
題・課題を解決に導きます。

3/2PM H26
パナソニックコンシューマーマーケティ
ング株式会社

その他商社 https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc.html 東京都

家電量販店や街のでんき屋さん、その他家電製品を
扱っている様々な業態のお店様に対しパナソニック家
電製品の売り⽅の企画提案営業を⾏います。直⾏直帰
制度やフルフレックス制度で効率的に活動ができま
す。
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3/2PM H27 リコージャパン株式会社 その他商社 http://www.ricoh.co.jp/sales/about 東京都

「お客様の先のお客様に届くサービス」をコンセプト
にBtoBで成⻑を遂げてきました。オフィスで働く⼈を
単純作業から解放し、創造性を活かした働き⽅を⽬指
す、デジタルサービスの会社に⽣まれ変わります。

3/2PM H28
ＮＴＴ東⽇本グループ会社〈エンジニ
ア〉

通信関連 https://www.ntt-me.co.jp/ 東京都

NTT東⽇本の各種サービスの設備構築、運⽤・保守等
の業務を⾏っているNTT東⽇本のグループ会社です。
24時間365⽇途絶えることなく安定的に提供し、故障時
には迅速な復旧を⾏うことが私たちの使命です！

3/2PM H29 北⽇本広告社 マスコミ https://www.ad-kitanihon.co.jp/recruit/ 北海道
広告の⼒を信じて道内外に魅⼒を発信しています。共
に次の北海道を創りましょう。

3/2PM H30 税理⼠法⼈ さくら総合会計
専⾨・技術サービス
業

http://www.dao.or.jp 北海道

各種税務相談 税務申告 顧問契約先の巡回監査・記
帳指導・経営指導が主な業務となります。若⼿職員が
多数在籍しています。

3/2PM H31 税理⼠法⼈ 加藤会計事務所
専⾨・技術サービス
業

https://www.kato-kaikei.jp 北海道

弊事務所は昭和38年に札幌の地において創業され、半
世紀を超えても変わることなくこの地において中⼩企
業の成⻑・発展のお⼿伝いをしています。私たちと⼀
緒に地域に貢献できる仕事に取り組んでいきましょ
う。

3/2PM H32 ⽣活協同組合コープさっぽろ ⽣活協同組合 https://www.sapporo.coop/newgraduate/ 北海道

北海道の⼈々の暮らしをより豊かにしていくため、店
舗・宅配ほか、エネルギー、物流、⾷品製造に旅⾏な
ど幅広い事業を全道で展開しています。新⼊職員の活
躍のフィールドも販売・営業・製造・物流管理など
様々です。

3/3AM I1 株式会社HDC
情報処理・ソフトウ
エア

https://hdcweb.lilac.co.jp/recruit/ 北海道

当社は札幌で様々な業種のお客様のシステム開発や
パッケージを⾏っています。OG・OBの先輩もたくさん
活躍されています。モノづくりや⼈と関わる仕事に興
味がある⽅は是⾮説明を聞きにきてください。

3/3AM I2 株式会社iD
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.intelligent-design.co.jp/ 北海道

株式会社iDは，2005年に北海道で創業(現在は，札幌，
福岡，東京，函館の4拠点)し，先端的なネットワーク技
術に関する研究開発，ネットワーク機器開発・販売を
⾏っている会社です。

3/3AM I3 株式会社アシスト北海道
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.ashisuto.co.jp/hokkaido/ 北海道

〜北海道から⽇本のITを⽀える〜【札幌勤務・⽂理不
問】パッケージインテグレーター「アシスト」のグ
ループ会社。国内約6千社の取引先にリモートでテクニ
カルサポートを提供し、IT課題解決の⽀援を⾏います。

3/3AM I4 株式会社フォレステック
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.forestec.co.jp/ja/recruit.html 北海道

フォレステックは、若い社員が中⼼となって活躍する
⾵通しの良い会社であり、仕事に意欲的・積極的に取
り組める体制及び環境によって、幅広い知識と⾼い技
術⼒を持つ技術者を⽬指すことができます。

3/3AM I5 株式会社ペイロール その他サービス https://www.payroll.co.jp/saiyo/index.html 東京都

給与計算を通じて、258社、100万⼈のクライアント従
業員様、そのご家族様の⽣活を⽀えている企業です。
受託実績業界No. 1の実績を活かし、⽇本の給与計算の
スタンダードを構築することを⽬指しています。

3/3AM I6 三和シヤッター⼯業株式会社
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

https://www.sanwa-ss.co.jp/saiyou/ 東京都

【シャッターとドアで国内シェア１位】創業以来６５
年に渡り安全・安⼼・快適な暮らしを社会に提供して
きました。近年では、台⾵や地震といった防災分野の
普及・開発を強化しています。

3/3AM I7 ニチロ畜産株式会社 ⽔産・⾷品 http://nichiro-ham.co.jp/ 北海道

◎⾷品製造メーカーですので、製造、営業はもちろん
商品開発、品質管理、管理・総務など  チャレンジで
きる仕事は幅広く、豊富に⽤意されています。

3/3AM I8 ベル⾷品株式会社 ⽔産・⾷品 https://www.bellfoods.co.jp/recruit/new-graduate/ 北海道

当社は、成吉思汗のたれ、豚丼のたれ、スープカレー
といった北海道の特⾊ある製品を全国に広めるべく販
売を⾏っています。⾷べることが好き、そして北海道
が好きという⼈はぜひ当社の説明会にご参加くださ
い。

3/3AM I9 伊藤ハムデイリー株式会社 ⽔産・⾷品 http://itohamdaily.co.jp/ 宮城県

私たち「伊藤ハムデイリー」は伊藤ハムグループの中
核会社として、北海道・東北・北陸エリアの⾷⾁加⼯
品、惣菜類等の製造・販売を担っています。絶⼤なブ
ランド⼒のある商品で、⾷卓を笑顔にしていきましょ
う！

3/3AM I10 ⽇糧製パン株式会社 ⽔産・⾷品 http://www.nichiryo-pan.co.jp/ 北海道

当社は絹艶やチーズ蒸しパン、ラブラブサンドなど知
名度の⾼い商品を多数取り扱い、北海道に根差した企
業として「おいしく、北海道らしく。」のコンセプト
のもと、安⼼・安全な商品を⽇々製造している企業で
す。

3/3AM I11 ミサワホーム北海道株式会社 建設・住宅・不動産 https://hokkaido.misawa.co.jp/recruit/ 北海道

住まいづくりは、ご家族が⼈⽣にStoryを刻む⼤切な場
所を創るお仕事―。その笑顔がいつまでも続くよう、
私たちにできることは何かということを常に考えてき
ました。
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3/3AM I12 三井不動産リアルティ札幌株式会社 建設・住宅・不動産 https://www.mf-realty.jp/sapporo/recruit/index.html 北海道

札幌市内で不動産売買仲介事業の三井のリハウスや駐
⾞場事業の三井のリパーク等を展開する、三井ブラン
ドの不動産リーディングカンパニーです。不動産のプ
ロとしてお客様のよりよい暮らしへの想いに応えてい
きます。

3/3AM I13 ヤマト運輸株式会社 運輸 https://yamato-transport-recruit.com/ 東京都

物流＝ものを運ぶだけと思っていませんか？2019年に
創業100周年を迎えたヤマトグループ。グループの各事
業を結集し、⻑年培ったノウハウを活かして物流だけ
でなく社会問題や企業課題を解決していきます。

3/3AM I14 北海道旅客鉄道株式会社 運輸 https://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/saiyou 北海道

ＪＲ北海道は、北海道発展の歴史とともに歩んできた
鉄道を⽀える会社です。安全な輸送サービスを提供す
るとともに、開発・関連事業の拡⼤などにも取り組む
ことで、北海道の暮らしを守り、発展に貢献します。

3/3AM I15 明治安⽥⽣命保険相互会社 保険 https://www.meijiyasuda.co.jp/ 東京都

時代をリードし、⾃分の可能性に挑戦したいという学
⽣のみなさんとお会いできるのを楽しみにしていま
す。※2022リクルート募集要項時点のものを記載

3/3AM I16 北海道信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/aboutus/15aboutus.php 北海道

令和3年12⽉に創⽴100周年を迎えた、北⽇本最⼤規模
の信⽤⾦庫です。勤務地は札幌を中⼼とする道央圏
で、全職員の約8割が札幌から通勤可能な範囲で勤務し
ています。

3/3AM I17 北⾒信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.shinkin.co.jp/kitami/ 北海道

北⾒市を本拠地にオホーツクから道東・道北の中核都
市を結ぶネットワークにより北海道全体の3割を超える
道内最⼤の営業地区をカバーしています。福利厚⽣も
充実しており安⼼して働くことのできる信⽤⾦庫で
す。

3/3AM I18
北海道信⽤農業協同組合連合会（JAバン
ク北海道信連）

その他⾦融 http://www.jabank-hokkaido.or.jp/shinren/ 北海道

JAバンク北海道信連は、道内唯⼀の農業専⾨⾦融機関
かつJAバンク北海道本部であり、「⼀⼈は万⼈のため
に、万⼈は⼀⼈のために」の精神に基づく、会員JA・
農家組合員・そして地域の皆様の⾦融サポーターで
す。

3/3AM I19 株式会社鉄建
商社（鉄鋼・⾮鉄・
⾦属製品）

https://tekken-pro.co.jp 北海道

北海道全域で建築・⼟⽊・農業機械等に必要な鉄鋼と
建材の流通に携わっている会社です。年間約130億円の
売上を22名ほどの営業担当で受け持っており、⼤きな
やりがいを感じることのできるお仕事です。

3/3AM I20 株式会社 ⼩林本店 商社（総合） http://kobayashi-honten.co.jp 北海道

法⼈化後５８年⽬、ENEOSの⽯油製品販売を事業⽤か
ら家庭⽤まで幅広く⾏ってるほか、太平洋セメントの
特約店としてセメント、⽣コンのほかパイルなど建築
資材全般を販売しており、インフラに貢献する企業で
す。

3/3AM I21 株式会社ムトウ
商社（精密機器・医
療⽤機器）

http://www.wism-mutoh.co.jp/recruit/index.html 北海道

創業から100年以上の歴史を持つ「医療機器総合商社」
のムトウ。 国内売上トップクラスの実績！医療機器業
界では唯⼀の全国展開企業です。 変化し続ける医療現
場の多様なニーズにお応えしています。

3/3AM I22 株式会社⼭本忠信商店 商社（⽔産・⾷品） https://www.yamachu-tokachi.co.jp/ 北海道

当社は北海道産の⾷材を取り扱う⾷品専⾨商社です。
⽣産者から直接原料を仕⼊れている強みを活かしつ
つ、新規事業でベーカリー事業も⾏っております！北
海道の⾷・農に興味のある⽅はぜひ説明会にご参加く
ださい！

3/3AM I23 札幌みらい中央⻘果株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.sapporomirai.jp 北海道

ホクレンの関連会社として札幌市中央卸売市場で野
菜・果物を販売している卸売会社です。当社は札幌市
⺠の台所を⽀えています。⾷べることが好きな⼈、⼤
きな取引を⾏ってみたい⼈⼀緒に働きませんか。

3/3AM I24 北海道味の素株式会社 商社（⽔産・⾷品） https://www.hokkaido.ajinomoto.co.jp/ 北海道

当社は、北海道における「味の素」の販売拠点として
地域に深く根ざした営業活動を⾏うために設⽴されま
した。北海道を起点にした価値を創出し、ご実感頂け
るよう⼀同努めております。

3/3AM I25 株式会社ホンダカーズ札幌中央
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.hondaism.com 北海道

札幌市内を中⼼に近郊で店舗展開を⾏っているHonda
の⾃動⾞ディーラーです。⾞の販売だけでなく、⾞に
関する様々な事を⾏っておりますので、コロナであっ
ても業績は安定しています。

3/3AM I26
札幌トヨタグループ（札幌トヨタ・ネッ
ツ道都）

商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

札幌を中⼼とする道央地区で⾞の提案・販売を⾏って
います。北海道で⾞は必需品と⾔えるほど⽣活に密着
しているため、“より良いカーライフのお⼿伝いをする”
という私たちの仕事は⾮常に重要な役割を持っていま
す。

3/3AM I27 株式会社ドコモCS北海道 通信関連 https://www.docomo-cs-hokkaido.co.jp/recruit/ 北海道

「新しい"つながり"を、つくり出す。」ドコモCS北海
道は、ドコモグループの北海道代表として通信サービ
ス・商品を北海道のみなさまにお届けすることで、⼈
やモノが新たに「つながる」世界をつくり出していま
す。

3/3AM I28 帯広地⽅卸売市場株式会社 専⾨店（フード） https://www.obihirosijyo.co.jp/ 北海道

⼗勝に根差して１０８年！全国から⽣鮮⾷料品を集荷
販売し、地域の⼈々の⾷⽣活に携わる仕事です。景気
に左右されにくく安定していて、定時に帰れるので⾃
分の時間を持つことができ定着率の⾼い職場です。
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3/3AM I29 株式会社サンドラッグプラス
専⾨店（ドラッグス
トア・調剤薬局）

https://sundrugplus.com/ 北海道

北海道内のサンドラッグを運営している会社です。
「すべてはお客様のために」という理念や「最⼤より
最善」をモットーに、北海道に根ざして地域のお客様
に愛されるドラッグストアを⽬指しています。

3/3AM I30 ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社
コンビニエンス・
GMSストア

https://www.hkiosk.co.jp/ 北海道

キヨスクって駅の売店だけではありません。札幌駅を
中⼼に、コンビニエンスストア、⼟産店、スーパー
マーケット等様々な業態の店舗を運営しているほか、
商品開発、テナント誘致等たくさんの業務を⾏ってい
ます。

3/3AM I31 イオン北海道株式会社
コンビニエンス・
GMSストア

https://www.aeon-hokkaido.jp/home.html 北海道

北海道でイオン・マックスバリュ等を運営する総合⼩
売業です。お客さまの⽣活に関わる「インフラ」とし
ての役割を持ち⽇々運営をしております。⼩売＝接客
のみではありません！詳しくは当⽇お話いたします。

3/3AM I32 株式会社 福原
コンビニエンス・
GMSストア

http://www.arcs-g.co.jp/group/fukuhara/ 北海道

『福』を届けます、すべての⼈に。をモットーに、地
域のお客様の豊かな⾷⽣活を応援する地域密着型企業
です。アークスグループの⼦会社で道東地区にスー
パーマーケットを42店舗経営しています。

3/3AM I33 北雄ラッキー株式会社
コンビニエンス・
GMSストア

https://www.hokuyu-lucky.co.jp/ 北海道

北海道でスーパーマーケット「LUCKY」「CITY」を運
営しています。店舗主導の仕組みであるため、⾃分で
売場・企画のアイディアを出し実現することができる
環境です。

3/3PM J1 HISホールディングス株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

http://www.hokuyois.co.jp/ 北海道

当社は本社を札幌におくIT企業であり、道内の独⽴系IT
企業としては屈指の規模で、毎年安定した業績を残し
ています。札幌で働きながらITの技術を⾝につけたい⽅
にはぴったりの会社と⾃負しております。

3/3PM J2 アイシン・ソフトウェア株式会社
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.aisin.com/jp/group/aisin-software/ 愛知県

⾃動⾞に⽋かせない重要製品を有しているアイシング
ループ。その開発の中核を担うのが弊社の持つ技術⼒
です。今後はCASE領域の技術開発を進め、未来の安全
で快適なモビリティ社会の実現に貢献していきます。

3/3PM J3 株式会社アルファシステムズ
情報処理・ソフトウ
エア

https://www.alpha.co.jp/recruit/ 神奈川県

⼀番の強みは“技術⼒”です。⾼い品質が求められるシス
テムを、49年間正社員中⼼で開発を⾏ってきました。
創業から蓄積してきたノウハウを⼤切にし、最新技術
への取組みを積極的に⾏っています。

3/3PM J4
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェ
ア

情報処理・ソフトウ
エア

https://www.jtsnet.co.jp/recruit/ 東京都

情報系の学校法⼈が⺟体ということもあり充実した研
修制度でスキルを磨き、⽬まぐるしい技術⾰新に柔軟
に対応してきました。2020年に創⽴50年を迎え更に
JTSは躍進中！⼀緒に新たな軌跡を築きましょう。

3/3PM J5 株式会社内⽥洋⾏ITソリューションズ
情報処理・ソフトウ
エア

https://recruit.uchida-it.co.jp/ 東京都

地域別・業種別に特化したシステムの開発・販売、
ネットワークやセキュリティサービスのご提供を通
じ、企業様の成⻑と経営効率化をサポートしていま
す。札幌市など全国２１拠点、希望をお聞きし勤務地
を決定します。

3/3PM J6 トヨタカローラ札幌 その他サービス https://joy-fullcarlife.com/ 北海道

私たちの仕事は「クルマを販売する」ことではなくお
客様に「楽しさいっぱいのカーライフを提供する」仕
事です。業界随⼀の教育制度や充実の福利厚⽣であな
たのキャリアライフを全⼒でサポートする環境があり
ます！

3/3PM J7 株式会社ツルハ その他サービス https://www.tsuruha.info/ 北海道

ツルハの強み は「豊富な知識」の提供。 お客様の
「QOL向 上」を⽬指すツルハは、⼈々の美と健康を守
り、未病・予防に介⼊します。そんなホスピ タリティ
を提供する経営戦略を皆さんにお伝えします！

3/3PM J8 ⽇本郵便株式会社 その他サービス https://recruit.japanpost.jp/ 東京都

お客さまの信頼と安⼼に応えるために、全国津々浦々
の郵便局と配達網を最⼤限に活⽤して、お客さまの
ニーズに合った商品・サービスを安全・確実・迅速に
提供し続け、よりよい⽣活づくりに貢献していきま
す。

3/3PM J9 ⽇軽北海道株式会社
鉄鋼・⾮鉄・⾦属製
品

https://job.career-tasu.jp/2023/icorp/00068832/jobs/?occNo=01 北海道

⻑年培ってきた⾦属加⼯技術に加え、完全受注⽣産に
よるお客様のニーズに最⼤限答えることができる体制
を整えています。私たちと⼀緒に仕事を通じ⾃らを⾼
め、⼈々の暮らしの向上に貢献していきましょう。

3/3PM J10 株式会社NICHIJO ⾃動⾞・輸送⽤機器 https://www.nichijo.jp 北海道

当社は川崎重⼯グループで札幌本社の⼤型特殊⾞両
メーカーです。社内で設計から⽣産、販売からアフ
ターサービスに⾄るまで⼀貫して⾏っております。少
しでもご興味がございましたら、ブースへお⽴ち寄り
下さい。

3/3PM J11 株式会社ダイナックス ⾃動⾞・輸送⽤機器 https://www.dynax-j.com/ja/recruit/ 北海道

乗⽤⾞・商⽤⾞並びに産業⽤・建設機械⽤・船舶⽤の
湿式摩擦材、プレート等、摩擦機能部品の製造販売
メーカーです。開発から製造、販売まで⼀貫して⼿掛
けており、⽂理問わず様々な職種があります。

3/3PM J12 株式会社スウェーデンハウス 建設・住宅・不動産 https://www.swedenhouse.co.jp 東京都

厳しい環境の北欧が⽣んだ省エネルギーな住まいを、
創業来からこだわって作り続けてきた⽊造注⽂住宅
メーカーです。1984年創業スタートは北海道から。現
在は⽇本全国でお客様からの⾼い⽀持をいただいてい
ます。
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3/3PM J13 川⽥⼯業株式会社 建設・住宅・不動産 http://www.kawata-e.com 北海道

私たちは帯広本社、札幌⽀店を中⼼に、北海道全域に
て⽣活に⽋かすことが出来ない建築⼯事、道路や橋梁
などの⼟⽊⼯事など、官庁・⺠間を問わない社会基盤
整備を⾏ってるゼネコンです。

3/3PM J14 株式会社ツムラ
医薬品・医療関連・
化粧品

http://www.tsumura.co.jp/ 東京都

「⾃然と健康を科学する」という経営理念のもと、漢
⽅医学と⻄洋医学の融合により世界で類のない最⾼の
医療提供に貢献していく事を企業使命とし、1⼈でも多
くの患者様に漢⽅薬をお届けできるよう取り組んでい
ます。

3/3PM J15 公益社団法⼈ 北海道勤労者医療協会 医療・福祉施設 https://kin-ikyo.jp/ 北海道

「無差別・平等の医療」の実現を⽬指しています。⽣
活困難な⽅に対して「無料・低額診療」を⾏い、お⾦
のあるなしで命の差別があってはならないこと、必要
な⼈に必要な医療を提供することを理念としていま
す。

3/3PM J16
全国共済農業協同組合連合会北海道本部
（JA共済連北海道）

官公庁・団体 https://www.ja-kyosai.or.jp/ 北海道

ＪＡ共済では利⽤者の⽅々に「共済」という⼀般の保
険会社が扱う保険商品に類似した保障を提供していま
す。⽣命保障・損害保障の垣根を超えた「ひと・い
え・くるま」の総合保障で、安⼼と満⾜を提供してい
ます。

3/3PM J17 三井住友海上⽕災保険株式会社 保険 https://www.msig-saiyou.com/ 北海道

世界屈指の「ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ」
の中核を担う三井住友海上。⼈や企業が直⾯するさま
ざまなリスクと向き合ってきました。⽇常⽣活のお茶
の間から宇宙まで、常に事業領域を拡⼤しています。

3/3PM J18 ⽇本⽣命保険相互会社 保険 https://www.nissay-saiyo.com/ ⼤阪府

⽇本⽣命は、⾦融機関としての絶対的な健全性や、そ
れを⽀える豊富な⼈材で、お客様の⼀つひとつの問題
に誠実・確実に応えていきます。"すべてはお客様のた
めに…"を、⽇本⽣命は⼤切にしております。

3/3PM J19 稚内信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 https://www.wakashin.co.jp 北海道

稚内しんきんは、信条に掲げている「勇気と矜りを
もって」これからも歩み続けます。そんな当⾦庫の将
来の経営者を⽬指し、更には地域のリーダーとなり得
るようなエネルギッシュな⼈物を望んでいます。

3/3PM J20 苫⼩牧信⽤⾦庫 信⽤⾦庫・労働⾦庫 http://www.tomashin.co.jp/ 北海道

創⽴から70年以上の⻑期に渡り健全性貫徹を最重要責
務と考え努⼒を積み重ねてきました。道内上位クラス
の預貸⾦と苫⼩牧市内シェアトップを維持。本拠地の
苫⼩牧は北海道の産業振興の核として期待されていま
す。

3/3PM J21 株式会社ゆうちょ銀⾏ 銀⾏ https://recruit.japanpost.jp/ 東京都

当⾏は邦銀随⼀の顧客基盤を持ち世の中に不可⽋なイ
ンフラとしての役割を担ってきました。今後も「最も
⾝近で信頼される銀⾏」を⽬指し、お客さまの⼈⽣に
寄り添う⾦融サービスを提供し続けます。

3/3PM J22 北海道建設業信⽤保証株式会社 その他⾦融 https://www2.hokkaido-cs.co.jp/ 北海道
・公共⼯事前払⾦保証事業・契約保証事業・契約保証
予約事業・その他付随事業

3/3PM J23 ⼤豊資材⼯業株式会社
商社（鉄鋼・⾮鉄・
⾦属製品）

http://www.taihowsizai.co.jp/ 北海道

弊社は、1971年の創業から50年間、札幌圏の建築・⼟
⽊現場を中⼼に活躍してきました。商社機能・流通機
能が融合した唯⼀無⼆の会社と⾃負しておりますの
で、興味を持たれた⽅は是⾮お気軽にご参加下さい！

3/3PM J24 株式会社クレタ
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://kereta-recruit.jp/ 北海道

北海道に貢献すべく、エコで低コストな軽⾃動⾞を販
売しています！20代社員の割合は脅威の「62％」若⼿
中⼼の会社にも関わらず、北海道トップクラスの実績
を誇っています。ぜひ⼀緒に北海道を元気にしましょ
う！

3/3PM J25 株式会社ヨコハマタイヤジャパン
商社（⾃動⾞・輸送
⽤機器）

https://www.yrc-yours.com/outline/tire.php 東京都

弊社は、横浜ゴム(株)が開発・製造するヨコハマタイヤ
（乗⽤⾞⽤他）をメインに営業活動を⾏っています。
その他アルミホイール等のカー⽤品も販売し、地域の
お客様のニーズに合うきめの細かい営業を⾏っていま
す。

3/3PM J26
ヤンマーアグリジャパン（株） 北海道
⽀社

その他商社 https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/ 北海道

我々はヤンマーの農業機械の国内販売を担っている総
合農機販売会社です。⾼性能な製品と充実のサービス
で⽇本農業の発展に尽⼒しています！北海道農業の未
来を担う⼀員としてあなたも弊社で活躍してみません
か?

3/3PM J27 株式会社テンポスバスターズ その他商社 http://www.recruit.tenpos.co.jp 東京都

飲⾷店プロデュースのリーディングカンパニー。飲⾷
店を開きたいお客様に、様々な⾓度から情報とサービ
スをご提供。事業計画、物件選び、厨房機器の提案販
売、販促⽀援、等。⼿がける飲⾷店は年間約2万件！

3/3PM J28 株式会社丹波屋 その他商社 https://www.kk-tanbaya.co.jp/ 北海道

北海道を中⼼に農業・畜産関連資材や住宅関連資材の
卸売りを⾏う専⾨商社で、本年創業１０９年⽬を迎え
ます。⼀般には馴染みがない分野ですが、北海道の
「⾷」と「住」をサポートする営業展開をしておりま
す。

3/3PM J29 ⽇本仮設株式会社 その他商社 https://www.nihonkasetsu.co.jp/ 北海道

建設現場で必要な資材の販売やレンタル、仮設計画設
計、商品開発・製造と建設現場を全般的にサポートす
る会社です。
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3/3PM J30 株式会社ドーコン
専⾨・技術サービス
業

https://www.docon.jp/recruit/ 北海道

当たり前の⽇々を安全・安⼼・快適に過ごせるよう、
道路・河川・橋梁・上下⽔道等の社会資本整備におい
て企画・調査・計画・設計等の技術サービスを提供し
ているのが、総合建設コンサルタント「ドーコン」で
す。

3/3PM J31 株式会社ホンダカーズ南札幌
専⾨店（⾃動⾞関
連）

https://www.hondacars-minamisapporo.co.jp/ 北海道

北海道のホンダの正規ディーラーで⼀番古い歴史を持
つ会社です。札幌市内を中⼼とした事業展開で引越し
を伴う転勤はなく、札幌で働きたい⽅にはお勧めで
す。顧客満⾜、従業員満⾜度が⾼くとても働きやすい
会社です。

3/3PM J32 ＤＣＭ株式会社 その他専⾨店 https://www.dcm-hc.co.jp/recruit/ 東京都

⽇本全国に広がるDCM店舗網を⽣かし、お客さまに満
⾜していただける商品やサービスを提供しています。
経営理念と⾏動理念である2つのDCMのもと、より便利
で快適な暮らしを提供できるよう取り組んでいます。

3/3PM J33 株式会社コメリ その他専⾨店 http://komeri-recruit.jp/ 新潟県

「世の中の暮らしを豊かに変える」ことを⽬指し、
ホームセンター事業を軸に商品開発、農業、リフォー
ム、ECサイト事業に取り組んでいます。


