2021年8月26日(木) ハイブリッド合同企業説明会 参加企業リスト
※掲載情報は変更になる場合があります

2021年7月13日現在

【対面型参加企業】
№

企業名／業種名

住所

事業内容／企業PR

募集職種

留学生採用

採用対象

株式会社
1 アイ・リンクホールディングス
／総合物流業

太田市

アイ・リンクグループ（10社）の管理本部／研修
や勉強会を多く実施しておりますので、学ぶこと 総合職（運行管理・倉庫管理）
が多く、成長することができます。

×

22卒：院・大
既卒：対象外

2

ＡＬＳＯＫ群馬 株式会社
／サービス業

前橋市

各種セキュリティサービス事業／当社は
ALSOK100％出資のグループ会社です。常にお
営業職、警備職、技術職
客様から信頼される警備の構築を目指してお
り、やり甲斐のある職業です。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

3

株式会社 池田製作所
／輸送用機械器具製造業

太田市

自動車部品の製造・金型設計製作／当社は自
動車産業が盛んな群馬県太田市に位置する、 製造、生産管理、
品質管理計、生産技術（機械
1947年創業の金属プレスの自動車部品メー
保全、金型設計・製作）
カーです。

〇

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

病院やホテル等にリネン（シーツ、タオル等）の
貸出しを行うサービス／創業約１４０年の長い
歴史を持ち、医療に関わる事業でもあり、社会 営業
貢献度も高く、景気に左右されず安定した企業
です。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

株式会社 栄久
4
／リネンサプライ

伊勢崎市

5

株式会社 グンエイ
／建設業（設備工事業）

太田市

水・空気・電気・火に関する設備工事の計画、施工及
施工管理技術者、
び、消防設備等の総合メンテナンス／弊社の選考
は、職種別採用（希望職種、勤務地選択制）です。ま 設備メンテナンス管理者、
た、異動・転勤はなく、学部学科・資格等不問で募集 営業職
しております。弊社の選考は、面接重視です。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

6

群馬三菱自動車販売 株式会社
／小売業

高崎市

三菱製の新車販売及び中古車販売、点検整
備、修理等／お客様の安心快適のフルサポート
営業職、事務職
をモットーに、お客様との信頼を積み重ねていく
事が大切だと考えています。

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専

7

高信化学 株式会社
／商社

高崎市

医薬品・機械 卸売業／幅広い分野の、日本を
リードする大学・企業様がお客様！（製薬・食
営業
品・化学・電気/半導体・国・大学・自動車 等）

×

22卒：大
既卒：大

8

株式会社 サンコー電子
／商社 兼 メーカー

電子部品・製品の卸売、設計・開発／お客様の製品
構想を形にするべく、開発構想段階から綿密な営業
活動を行い、設計・開発、試作から製造、販売に至る 研究開発、営業、生産管理
までを一貫して手掛けるエレクトロニクスの総合商社
です。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

9

株式会社 サンワ
／卸・小売業

エネルギー、カーライフ、フード、e-ビジネスなど
／安心な暮らしと、ワクワクする未来をお届けす
総合職
る地元の企業として、若手を中心に幅広い年代
の社員が活躍する職場です。

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専・高

10

サンワ 株式会社
／輸送用機器製造

自動車部品、建機部品等の製造／自動車、建
設機械、そしてOA機器。これら、ニッポンのモノ
総合職、技術技能職
づくりの中心舞台で活動しているのが、私たち
サンワ(株)です

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

安中市

プラスチック製品の生産と金型の作成・販売／
プラスチック部品の成形メーカーで、ガスイン
製造職
ジェクションやヒート＆クールといった特殊技術
に強みがあります。

×

22卒：大
既卒：大・短・専・高

高崎市

工業用品の総合商社／お客さまのニーズを満
足させるため工業用品の製造から販売まで一
貫して行っています。多業種とのお取引で景気 営業職、事務職
に左右されることのない安定した成長を遂げて
います。

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専・高

ひずみゲージ、電子測定器、各種変換器の開
発・製造／当社は60余年に渡り「ひずみ測定」
で社会貢献してきた企業です

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専・高

みどり市

前橋市

神奈川県

11

株式会社
ジュンコーポレイション
／製造業

12

高橋ベルト 株式会社
／卸売業

13

株式会社 東京測器研究所
／製造業

【県内】
吾妻郡

東京都

14

株式会社 豊田技研
／製造業

【県内】
桐生市

藤岡市

開発職、製造職

自動車照明用部品、 精密プレス金型設計製作 、耐
熱塗装、 表面処理
製造、技術、設計、
／弊社の強み
・技術力（国、県、得意先より認められている）
管理事務、生産管理事務、
・産休、育休、有給が取得しやすい
総務経理
・一貫生産
・ベトナム工場
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茨城県
15

日本アイ・エス・ケイ 株式会社
／製造業

富士情報通信 株式会社
16
／商社

医療機器、セキュリティ機器等の開発、製造、販
売／医療機器からセキュリティ機器、オフィス家
具等、私たちの生活をサポートする多岐に渡る 営業職、開発設計職
商品を、「社内異業種交流型」の開発スタイルに
より生み出す商品開発力が強みです。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

前橋市

ＮＴＴドコモ一次代理店として群馬県内で計6店舗のド
コモショップを運営しています。／群馬県初のドコモ
ショップをオープンさせて以来、いつもお客様にとっ 販売職、営業職
てのオンリーワンな存在になるため、群馬の地でお
客様に寄り添った商いを飽きないで続けています。

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専

【県内】
伊勢崎市
中之条町

17

株式会社 ホシケン
／内装材料卸売業

前橋市

壁装材・床材・窓装飾・襖材他、内装材料卸売
業／インテリア業界の一流ブランドメーカーの代 営業職、配送職、
理店として数多くの商品を取り扱い、県内外に 一般事務職、総務業務
ある内装工事店へ販売をしております。

×

22卒：大・短・専
既卒：大・短・専・高

18

株式会社 矢野
／化学薬品卸売り業

桐生市

工業薬品・樹脂原料・各種包装資材・環境対策
関連商品等の販売／関東を地盤とする産業資
営業職、情報システム担当職
材と機械・設備の専門商社です。20代社員多数
在籍しており、活気のある職場です。

×

22卒：大・専
既卒：院・大・短・専

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専

〇

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

留学生採用

採用対象

株式会社
ヨコハマタイヤジャパン
19
関東甲信営業本部
／自動車用タイヤ卸売業

埼玉県

横浜ゴム製自動車用タイヤなどの卸売業／
カーショップ・カーディーラー・ガソリンスタンド等
法人営業
高崎市、前橋市 へ定期的に訪問し、販売活動を行います。皆様
太田市、富岡市 のエントリーをお待ちしております！
【県内】

渋川市、沼田市

20

株式会社 ＬＩＣ
／電気機械器具製造業

前橋市

ティーサーバーの設計開発・製造・販売／安定
した経営基盤の元、大手企業並みの年間休日
技術職、事務職
と、充実した福利厚生により働き易い職場環境
があります。

【WEB型参加企業】
№

企業名／業種名／配信時間

住所

事業内容／企業PR

募集職種

上毎印刷工業 株式会社
1 ／印刷業
／12：30-13：00

前橋市

商業印刷・ホームページ制作・マーケティング分
析・動画制作／各企業の消費者や利用者動向
営業、営業企画、制作
を分析し販売促進のための提案とターゲットに
合わせた販促物の企画を行っています。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

群馬トヨタ自動車 株式会社
2 ／小売業
／13：15-13：45

高崎市

自動車の販売・整備、各種保険・情報通信端末
の販売／「クルマ・移動」をキーワードに群馬県 営業職
に輝きをもたらします！

×

22卒：大
既卒：大

日本運輸 株式会社
3 ／物流事業
／14：00-14：30

大泉町

運輸、倉庫、梱包を柱とする総合物流事業／北
関東に本社を持つ物流会社でトップクラスの売 事務職、現業職
上を誇ります。若手も多数活躍中です。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：大・短・専・高

高崎市

空調、給排水衛生、電気、機械、情報通信など、設
備の提案・設計・施工・メンテナンス／手掛けた仕事
営業、施工管理、メンテナン
が次世代まで生き続ける、そんなやりがいを一緒に
感じてみませんか？私たちは、人と環境に優しい快 ス、装置開発
適空間を創造するエンジニアリング企業です。

〇

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

前橋市

国民健康保険等の審査支払、市町村の保健事
業支援等／国民健康保険等の審査支払や市町
村の保健事業支援等、群馬県、市町村等（保険 事務職員
者）が行う国民健康保険事業に大きく貢献して
います。

×

22卒：院・大・短・専
既卒：院・大・短・専・高

藤田エンジニアリンググループ
4 ／建設業
／14：45-15：15

群馬県国民健康保険団体連合
会
5
／公務（公務員に準じる）
／15：30-16：00

