
（1／15）

（平成23年4月2８日）

整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

1 青森県 ＳＵＮＨＡＵＳ 建設業 青森市堤町１－３－７ 017-734-7207

2 岩手県 株式会社坂東木材 木材販売、製材 盛岡市川目町23-3
http://www.ictnet.ne.jp/~bando¯
m/

3 岩手県 有限会社凮月堂 和洋菓子製造業 盛岡市川目町23-11 http://www.m-fugetsudo.co.jp

4 岩手県
TAEビジネス・ソリュー
ションズ合同会社

会計事務所 盛岡市本宮字大宮32－15 http://www.tae-b.co.jp/

5 岩手県 有限会社 福士紙器店
事務系（工場配送手伝い
有り）

盛岡市中央通3－16－3 019-638-0038

6 岩手県 みちのくディエスジャパン 理容師 盛岡市本宮3－34－8 019-631-2877

7 岩手県
合資会社 末廣（パティス
リーアンジュ）

菓子製造販売 花巻市大通り二丁目7－13
http://www.kenjmonakahonpo.jp
http://www.p-ange.jp

8 岩手県
株式会社 一般公害集配セ
ンター

廃棄物収集、及び運転、
及びリサイクル業務

一関市萩荘字上本郷149－7 0191-38-2355

9 岩手県
株式会社 スキルギャラン
ティ

縫製業 一関市赤萩字桜町77－1 0191-25-3251

10 岩手県 山田町特産品販売協同組合
小売業（道の駅 やま
だ）

下閉伊郡山田町船越6－141 http://www.yamada-michinoeki.jp

11 宮城県 株式会社アジェンダST
システム開発、ITコンサ
ルティング

仙台市青葉区本町2-10-33
第二日本オフィスビル

http://www.agenda-
st.co.jp/index.html

12 宮城県 株式会社メディア・ライフ 不動産 仙台市若林区卸町２丁目4-9 http://www.media-life.co.jp/

新卒者就職応援プロジェクト受入企業における被災地域の新卒者等の雇用に積極的な企業

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

13 宮城県
株式会社メディカル・A・
サポート

病院開業支援、臍帯血バ
ンク支援

仙台市青葉区一番町２－３－２０ http://www.m-a-support.com

14 宮城県 有限会社ジェネシス 新車・中古車販売業 仙台市宮城野区出花3丁目28-4 http://www.genesiss.co.jp/

15 宮城県
株式会社イッツコーポレー
ション

情報サービス業
仙台市宮城野区榴岡5-12-55

NAViS 5階
http://www.its-cp.jp/

16 宮城県 株式会社インターサポート
その他の教育，学習支援
業

仙台市青葉区中央2-2-10 http://www.ispt.co.jp

17 宮城県 株式会社ヴォース ＩＴ・広告・食品販売業
仙台市青葉区花京院2-1-5

第8ダイワビル3階
022-711-5038

18 宮城県 株式会社グッドツリー 情報サービス業
仙台市青葉区中央1-3-1

AER 8F
http://www.goodtree.jp/

19 宮城県 株式会社ココム
インターネット関連サー
ビス、新事業企画運営業

仙台市青葉区一番町1-5-16
SEビル6階

http://cocom.biz/

20 宮城県 株式会社チョウエイハンズ 建築コンサルティング業 仙台市宮城野区鶴ケ谷東２－２３－１０ http://www.choeihands.co.jp

21 宮城県
株式会社学生社インターナ
ショナル

不動産賃貸業・管理業
仙台市青葉区中央3-1-20

仙台駅前ビルEAST
http://www.gakuseisya.co.jp/

22 宮城県 株式会社健生 医療業 仙台市青葉区宮町3-5-20 http://www.kensei-group.jp

23 宮城県
合同会社Growing
Navigation

広告業
仙台市宮城野区榴岡4-13-20

ミトビル2階
022-292-6321

24 埼玉県
株式会社ガレージオプショ
ン

カー用品買取販売、取付
業

川越市城下町２２－２ http://www.garage-option.com

25 埼玉県 株式会社久慈食品 食品製造・卸業 戸田市美女木１０６８ http://www.kujifood.co.jp

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

26 東京都 イー・ナレッジ株式会社 特定派遣、有料職業紹介
中央区日本橋本石町３－３－８
日本橋優和ビル

http://www.eknowledge.biz/

27 東京都 株式会社セカンド・エム 木工業・内装仕上工事業
千代田区外神田
4－14－2－303

http://www.second-m.co.jp/

28 東京都 株式会社クララオンライン
インターネットサービス
基盤事業

港区芝大門二丁目5番5号
住友芝大門ビル10階

http://www.clara.co.jp/

29 東京都 サポート行政書士法人 行政書士事務所
渋谷区恵比寿西2-2-6
恵比寿ファイブビル2階

http://www.shigyo.co.jp

30 東京都
スターフリートリサイクル
株式会社

インターネット関連業
品川区東品川２－２－２５
サンウッド品川天王洲タワー２階

http://www.starfleet.co.jp

31 東京都
ゼネラルヘルスケア株式会
社

情報サービス業 港区海岸１－７－８ http://www.ghjapan.jp/

32 東京都
トランスコスモスフィール
ドマーケティング株式会社

アウトソーシング業
東京都渋谷区渋谷３－６－２０
第五矢木ビル２F

http://www.tcfm.co.jp

33 東京都 マミオン有限会社 パソコン教室
新宿区高田馬場3-3-1
ユニオン駅前ビル２F

http://mamion.net

34 東京都 リ．バース株式会社 繊維工業 目黒区中目黒1-8-2 ♯114 http://www.rebirth-japan.com/

35 東京都 株式会社ＣＯＩ
海外留学斡旋・有料職業
紹介・旅行業

千代田区神田須田町１－３－２７
フヂハラビル８Ｆ

http://www.coi-japan.com

36 東京都 株式会社Ｇｏｉｎｇ 職業紹介・労働者派遣業
港区赤坂７－６－４７
赤坂ニュープラザ５０５号

http://5019.jp

37 東京都 株式会社JESTO
インターネット附随サー
ビス業

品川区上大崎３－４－６
EIWA目黒２０１

http://www.jesto.co.jp

38 東京都 株式会社Ｕｋｎｅｔ
インターネット附随サー
ビス業

北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟６Ｆ

http://www.uknet.co.jp/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

39 東京都 株式会社アイズ アウトソーシング事業 中央区八重洲２－１－４ http://www.eyes-tokyo.com

40 東京都
株式会社アイタンクジャパ
ン

広告業
東京都渋谷区道玄坂1-16-6

二葉ビル7F
http://www.i-tank.jp/index.html

41 東京都 株式会社アクア
サービス業（ボトル
ウォーター宅配）

立川市栄町６－９－１５ http://www.aqx.jp/

42 東京都 株式会社イノベーション インターネット広告事業
渋谷区広尾5-8-14

東京建物広尾ビル5階
http://www.innovation.co.jp/

43 東京都 株式会社インビザ Webマーケティング業
荒川区西日暮里5-37-5

NSO2F
http://www.invisa.co.jp/

44 東京都
株式会社インフォリンク・
ジャパン

ポータルサイト運営業
渋谷区東１－２６－３０

宝ビル８階
http://www.infolink-japan.net

45 東京都
株式会社うえじまインベス
トメント

インターネット附随サー
ビス業

北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟７Ｆ

http://www.uknet.co.jp/main/inv_
recruit.html

46 東京都 株式会社ウエルネス２１ 飲食料品卸売業
千代田区神田和泉町1-9-3

BLDGニュー明治2F
http://www.wellness21.co.jp

47 東京都 株式会社エリッＱｏｏ
インターネットサービス
業

港区六本木4-4-3-33 www.eriqoo.com

48 東京都 株式会社エル光源
ＬＥＤ照明器具の開発・
製造・販売業

江戸川区船堀５－１０－１６ http://www.l-kougen.co.jp/

49 東京都
株式会社オープン・システ
ム・ソリューションズ

インターネット附随サー
ビス業

北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟５Ｆ

http://www.opensystem.co.jp/ind
ex.html

50 東京都
株式会社カータシースタイ
ル

職業紹介・労働者派遣業 港区赤坂８－４－７ ７Ｂ http://www.courtesy.co.jp

51 東京都 株式会社クロサワ 通信機器販売 中央区銀座６－９－２ http://www.kurosw.co.jp

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

52 東京都
株式会社サイバーメディア
ワークス

インターネット附随サー
ビス業

港区浜松町２－９－３
荏原ビル６Ｆ

http://www.cybermediaworks.co.j
p/

53 東京都 株式会社スカイウィル
システム開発・コンサル
ティング業

渋谷区恵比寿４－９－１１
恵比寿たかむらビル２階

http://skywill.jp

54 東京都
株式会社スポーツＩＴソ
リューション

IT・システム開発業
渋谷区桜丘町２－３
富士商事ビル４０１号室

http://www.sports-it.jp

55 東京都 株式会社ソフトアドバンス 情報サービス業
台東区浅草３－１－１
馬道妙見屋ビル７Ｆ

http://www.advanceone.co.jp/

56 東京都
株式会社フューチャーフロ
ンティアーズ

その他の生活関連サービ
ス業

渋谷区代々木３－８－７ http://www.futurefrontiers.co.jp/

57 東京都
株式会社ブライツコンサル
ティング

コンサルティング
中央区八丁堀3-22-13
PMO八丁堀7F

http://brightsconsulting.com/

58 東京都
株式会社ベリタスインター
ナショナル

国際人事コンサルティン
グ業

渋谷区神山町１７－２ http://www.veritas-executive.com

59 東京都
株式会社ユージーアドベッ
クス

広告業
中央区銀座７－１５－８
銀座堀ビル４階

http://www.advex.co.jp/group

60 東京都 株式会社地方総合研究所
インターネット附随サー
ビス業

北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟５Ｆ

http://www.lgi.co.jp/

61 東京都 旬株式会社 飲食業
中央区銀座５－５－１１
塚本不動産ビル７階

http://shun.co.jp

62 東京都 有限会社キューティ 広告デザイン業
千代田区一番町４番地
大石ビル２階

http://www.05qt.ecweb.jp/

63 東京都
有限会社スタジオ チェン
ジス

美容業
練馬区東大泉２－１０－１１
ＬＩＶＩＮオズ５階

http://9610.jp/

64 東京都
エム・ビー・エーインター
ナショナル株式会社

ソフトウェア業 世田谷区三宿1-8-19MBAビル http://www.mba-tokyo.co.jp/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

65 神奈川県 株式会社ユーミーネット 不動産
藤沢市藤沢223-2
藤沢ビルI

http://you-me-
life.com/index.shtml

66 神奈川県
株式会社インテリジェン
ス・ネットワーク

不動産業
横浜市神奈川区金港町６－１８
アーバンスクウェアⅡ１階

http://www.i-n-t.co.jp/

67 神奈川県 株式会社本牧ビルサービス 総合建物管理業 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘２－４５－３６ http://www.honmoku-bs.co.jp/

68 新潟県 加茂錦酒造株式会社 酒類製造業 加茂市仲町3-3 0256-52-0035

69 新潟県 株式会社 丸一オザワ 食品製造業 新潟市北区白新町３－６－３ 025-386-9781

70 長野県
株式会社マッシュカンパ
ニー

液体ガラス施工業
長崎市出島町2-11
出島交流会館9階

http://www.mash-company.com/

71 長野県
株式会社グローバル警備保
障

警備業 長野市稲里町中央１－６－１ 026-286-1800

72 長野県 株式会社小林製作所 製造業 長野市大字石渡110番地 http://www.valley.ne.jp/~kbs/

73 長野県
株式会社シンエイ・ハイ
テック

精密電子部品の開発・製
造・販売

長野市柳原１６２５－２ http://www.shi-hitec.com/

74 長野県 株式会社ミタカ電子
通信機器・電子部品等の
表面加工処理及び組立

長野市大字風間2034-38
http://www.shi-
hitec.com/Mitaka/top.html

75 長野県
トムカーナ・フーヅ有限会
社

食品製造業 長野市大字北長池１９６２－３３ 026-256-9188

76 長野県 株式会社ホステック 水処理装置製造業 岡谷市長地御所２－１２－２８ http://www.ogihara-mfg.co.jp/

77 長野県 株式会社マルトシ 食品スーパー 駒ヶ根市中央１６－１９ 0265-82-2937

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

78 新潟県 有限会社アスタードライ クリーニング業 新潟市北区木崎８６６－４ 025-384-5336

79 愛知県 ニュートラル株式会社 情報・通信サービス業
名古屋市中区栄3-6-1

栄三丁目ビル12Ｆ
http://www.neut.co.jp

80 愛知県 株式会社エスワイシステム 情報サービス業
名古屋市東区代官町35番16号

第一富士ビル2F
http://www.sysystem.co.jp/

81 愛知県 株式会社ケイズコンコード 広告代理業
名古屋市中区富士見町１３番１９号

八木ビル
http://www.keizuconcord.com/

82 愛知県 株式会社ケーエスオート
国産輸入新車及び中古車
車両販売業

岡崎市樫山町字八ツ田３５－１ http://www.ks-auto.com

83 愛知県 株式会社裕日ジャパン 情報サービス業
名古屋市東区代官町３５－１６

第一富士ビル２階
052-990-6628

84 愛知県
有限会社ＮＥＷ ＬＩＦＥ
ＭＯＢＩＬＥ

通信業（サービス業）
名古屋市千種区東山通り１－３３

エイブル本山ビル２階
http://nl-mobile.jp/

85 愛知県 株式会社エスワイネクスト 情報サービス業
愛知県名古屋市東区代官町35番16号

第一富士ビル2F
http://www.sysystem.co.jp/synext
/

86 愛知県 テクノアローズ株式会社 輸送用機械器具製造業 瀬戸市美濃池町７４－１ http://technoarrows.co.jp/

87 愛知県
株式会社グローバルエンジ
ニアリング

ソフトウェア・情報処理
サービス業

名古屋市中村区名駅南２－１０－２２
ＯＲＥ名駅南ビル４階

http://www.global-eng.co.jp

88 愛知県 メディアアース株式会社 情報通信業 名古屋市中区大須３－４４－３８ http://mediaearth.co.jp/

89 愛知県 Lobbyist株式会社 情報サービス業
名古屋市名東区上社1-610

ｲｰｽﾄｳｲﾝｸﾞﾋﾞﾙ3F
http://www.lobbyist.co.jp/

90 愛知県
デジタルソリューション株
式会社

情報サービス業
岡崎市明大寺町字出口14

杉林ﾋﾞﾙ3Ｆ
http://www.d-sol.co.jp/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

91 愛知県 株式会社E-STAGE 情報サービス業
名古屋市中区栄5-23-1

SunEast 2F
http://www.e-stag-e.co.jp/

92 愛知県 株式会社アークスジャパン 情報サービス業 名古屋市昭和区白金3-21-5 http://www.arksjapan.co.jp/

93 愛知県 株式会社アイガ 情報サービス業
名古屋市中村区名駅南1-17-23

ﾆｯﾀﾋﾞﾙ9F
http://www.aiga.jp/

94 愛知県 株式会社イエス 情報サービス業
名古屋市中村区名駅南2-13-1

第2榊原ﾋﾞﾙ2階
http://www.ies.jp/

95 愛知県 株式会社ウェブサーブ 情報サービス業
名古屋市中区丸の内3-15-3

TCF丸の内ﾋﾞﾙ5階
http://www.webserve.ne.jp/

96 愛知県 株式会社エスワイネクスト 情報サービス業
名古屋市東区代官町35-16

第一富士ﾋﾞﾙ2F
http://www.sysystem.co.jp/synext
/

97 愛知県 株式会社シーエスイー 情報サービス業 愛知県あま市甚目寺山之浦119-3 http://www.cseinfo.co.jp/

98 愛知県 株式会社システム東海 情報サービス業
名古屋市千種区内山3-10-17

今池ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ７F
http://www.system-tokai.co.jp/

99 愛知県 株式会社スターシステム 情報サービス業
名古屋市東区東桜1-3-8

ｳﾞｪｯｾﾙ丸杉3階
http://www.star-system.jp/

100 愛知県 有限会社インテックス 情報サービス業
名古屋市西区八筋町248

ｵｶﾞﾜﾋﾞﾙ2F
http://intecs.ne.jp/

101 愛知県 株式会社エフズアクセス 情報サービス業
岐阜市吉野町6-14

三井生命岐阜駅前ﾋﾞﾙ4F
http://www.fs-access.com/

102 岐阜県
株式会社ユニドコーポレー
ション

機械設計業
各務原市鵜沼川崎町2-122

カワサキライフビル岐阜第三ビル
1F

http://www.unido.co.jp

103 岐阜県 株式会社AMAZING 娯楽業
岐阜市加納菱野町25番地

ディプライ丸杉ビル４Ｆ
http://www.amazingworld.jp/inde
x.html

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

104 岐阜県 株式会社ハイビックス ビニール製品製造業 瑞穂市宮田245番地 http://www.hivix.co.jp/

105 岐阜県 太陽電機工業株式会社 製造業(配電盤製造等） 瑞穂市十七条927-1 http://www.taiyonet.co.jp/

106 三重県 三重水熱工業株式会社 空調設備工事空調機械業 津市上浜町２－２２３ http://fw.at-ml.jp/1009564

107 富山県 大澤工業株式会社 はん用機械器具製造業 富山市婦中町高日附736 http://osawa-kk.co.jp

108 富山県 株式会社ピア 機械器具卸売業 富山市太郎丸西町2丁目6番12 http://www.pureg.jp/

109 富山県 株式会社メガネのハラダ その他の小売業 富山市総曲輪3-2-29
http://www.meganenoharada.co
m

110 富山県 ホワイト食品工業株式会社 食料品製造業 砺波市是安4410番地1 http://www.white-kk.co.jp

111 富山県 無線パーツ株式会社 その他の小売業 富山市根塚町１－１－１ http://www.musenparts.co.jp

112 富山県 株式会社FPパートナーズ 不動産取引業 富山市桃井町1-2-3 http://www.fp-navi.net

113 富山県 株式会社檜美樹ホーム 総合工事業 中新川郡立山町坂井沢62-2 http://www.hibikihome.com

114 富山県 三芝硝材株式会社 ガラス加工・販売業 高岡市岩坪２３－２ http://www.sanshiba-g.co.jp

115 富山県 株式会社オレンジマート
総合食品スーパーマー
ケット

富山市婦中町速星1070-1 http://www.orange-mart.com/

116 富山県 株式会社ライズウィル
経営コンサルティング事
業

富山市高田527 情報ビル5階 http://www.rise-will.com/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

117 石川県 ライオンパワー株式会社
電子部品・デバイス・電
子回路製造業

小松市月津町ツ5番地 http://www.lionpower.co.jp

118 石川県 越野冷凍食品株式会社 食料品製造業 金沢市打木町東1458番地 076ｰ240-9444

119 石川県 株式会社ＡＴ情報研 情報サービス業
金沢市鞍月２－１
石川県ＩＴ総合人材育成ｾﾝﾀｰ内

http://www.at-j.co.jp/

120 石川県 株式会社COM-ONE 情報サービス業
能美市旭台2丁目5番1
いしかわフロンティアラボ内

http://www.com-one.com/

121 石川県 株式会社コメヤ薬局 その他の小売業 白山市月橋町414番地 http://www.komeya-drug.com/

122 石川県 株式会社サニーサイド 食料品製造業 金沢市南新保町ロ87番地 http://www.e-sunnyside.co.jp

123 石川県 株式会社ネクストジョイ 情報処理サービス業
金沢市南町２－１
北國新聞会館ビル１２階

http://www.next-joy.co.jp

124 石川県 株式会社ネクストモバイル 携帯電話の販売業
金沢市南町２－１
北國新聞会館ビル１２階

076-265-3025

125 石川県 株式会社メープルハウス 飲食店 金沢市東力町二173 http://www.e-maplehouse.com

126 石川県 株式会社建設ドットウェブ 情報サービス業
金沢市玉鉾2-502
エーブル金沢ビル5Ｆ

http://www.kendweb.net

127 石川県 株式会社佑企 各種商品小売業 加賀市大聖寺地方町1-10-5 0761-73-0055

128 石川県 中野ハーネス工業株式会社 その他の製造業 能美市和気町井50番地1 http://nakanogroup.co.jp

129 石川県
有限会社 オール・ウェイ
オールウェイ ケアセン
ター

介護事業 石川郡野々市町横宮町130-1 http://allway.kitemi.net/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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整理
番号

都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

130 福井県 有限会社ふーふぁグループ 飲食チェーン業 福井市大願寺１－１４３ 0776-60-1118

131 京都府 株式会社システム創見 情報サービス業
京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町
310番地

www.system-souken.co.jp

132 京都府 パソコン９９サポート
パソコントラブルサポー
ト事業

京都市下京区中堂寺南町134番地 http://www.pc99.ne.jp

133 大阪府 ノーベル サービス業
大阪市北区天満橋3-3-5天満
インキュベーションラボ302

06-6940-4130

134 大阪府
ビジネス・コンサート株式
会社

人材サービス業
大阪市東成区中道３－１５－１６
毎日東ビル7階

http://www.b-concert.co.jp

135 大阪府 ホーム株式会社 オフィス環境サービス 大阪市北区天神橋１－２－１５ http://www.ho-me.co.jp/

136 大阪府 株式会社ウィズオノウェア 情報サービス業 大阪市生野区鶴橋３－４－６ http://www.withonoware.com

137 大阪府
株式会社エス・ケイプラン
ニング

広告業 大阪市中央区谷町9-2-27 http://www.skp.as/

138 大阪府 株式会社クレアネット
インターネット附随サー
ビス業

大阪市北区西天満５－６－１０
富田町パークビル３Ｆ

http://www.clarenet.biz

139 大阪府 株式会社スタジオノモス システム開発業
大阪市中央区南本町４-１-８
アルテビル南本町６階

http://www.nomos.jp/

140 大阪府 株式会社ルビック
インターネット附随サー
ビス業

大阪市北区豊崎３－２０－９ http://www.b-colle.jp/

141 大阪府 株式会社日本ヴェルテック 不動産
大阪市北区豊崎3-19-3
ピアスタワー14階

http://www.vertex-j.com/

142 大阪府 株式会社宅都 賃貸仲介業
豊中市新千里東町１－５－３
千里朝日阪急ﾋﾞﾙ２階

http://www.takuto-corp.com/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

143 兵庫県 ルークスター株式会社 不動産取引業
明石市花園町1-20
水野ビル２F

http://www.chintaikan.jp/

144 兵庫県 小倉サンダイン株式会社 総合工事業
神戸市中央区浪花町59
アサヒビル９

http://www.ogura-sundine.com/

145 兵庫県 株式会社デジプレート 情報処理関連 神戸市中央区京町７９ http://www.digiplate.co.jp/

146 兵庫県
ＩＢＮホールディングス株
式会社

保険代理業 加古川市加古川町篠原町５９番地の３ http://www.ibnhd.com/

147 兵庫県 有限会社弥生美容院
美容スタッフ（サロン美
容・ブライダル美容）

神戸市中央区元町通５丁目４－１５ http://www.kobe-yayoi.com/

148 和歌山県 白光印刷株式会社 印刷業 和歌山市雑賀崎2021-3 http://www.hakkouprint.com/

149 岡山県
株式会社MCMコミュニ
ケーションズ

機械器具卸売業
岡山県岡山市北区本町6-30
第一セントラルビル2号館8階

http://www.mcm-com.co.jp/

150 岡山県 株式会社ソブリングループ 機械器具卸売業
岡山市北区駅前町1-8-1
岡山新光ビル6階

http://www.sovereign-
group.co.jp/

151 岡山県 株式会社ビブロス 繊維・衣服等卸売業 倉敷市新田2471-4 http://www.bevros.co.jp

152 岡山県 株式会社レジデンスリンク 機械器具卸売業
倉敷市水島海岸通2-1-10
仁科船舶紹介ビル

http://www.residence-link.co.jp

153 岡山県 大松精機グループ 非鉄金属製造業 倉敷市矢部232-1 http://www.daishoseiki.com/

154 岡山県 株式会社M.N.O 機械器具卸売業
岡山県倉敷市水島海岸通2-1-10
仁科船舶紹介ビル

http://www.m-n-o.co.jp

155 広島県
株式会社アイヒデコーポ
レーション

情報サービス業
広島市西区草津新町1-21-35
広島ミクシスビル3階

http://www.ai-hide.net

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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都道府県 企業名 業種 本社所在地 ＨＰアドレス等

156 広島県
株式会社トップコーポレー
ション

固定・移動通信事業
広島市中区立町２－２５
ＩＧ石田学園ビル９階

http://www.top-c.co.jp/

157 広島県 有限会社部屋店 不動産賃貸・管理業 広島市南区西翠町１－４ http://www.heya-ten.jp

158 広島県 株式会社CORE 機械器具卸売業
広島市中区中町3-11
中町センタービル7階

082-546-1314

159 広島県
有限会社ユニークアーティ
クルジャパン

卸売・小売業
広島市南区金屋町8-15
キュービック30 304

082-236-7999

160 広島県 株式会社彩幸ネットワーク 介護事業 府中市中須町424-1 0847-49-6565

161 広島県 株式会社朝日倉庫 倉庫業 府中市中須町372 http://www.asahisouko.co.jp/

162 広島県 小川工芸有限会社 家具・雑貨製造・販売 府中市父石町61 http://www.ogawa-kougei.co.jp/

163 広島県 有限会社ジイエム 木製品製造 府中市広谷町1194
http://homepage2.nifty.com/gm4
28/

164 広島県 陽備産業株式会社 寝具の製造 府中市栗柄町367-1 http://www.youbisangyo.co.jp/

165 広島県 株式会社サンゼオン
建設業（調査､診断､改修
工事､防水塗装シーリング
他）

広島市西区中広町３－１７－１６ http://www.sanzeon.co.jp/

166 徳島県 株式会社アスカ 生産用機械器具製造業 板野郡上板町上六條字南開410-5 http://www.asukaco.co.jp/

167 徳島県 ダイトー工業株式会社
自動組立機・検査機・設
計製作

徳島市八万町川南７８ http://www.daito-ind.co.jp

168 徳島県 阿波スピンドル株式会社
特殊産業用機械部品製造
及びベアリングレース加
工

吉野川市山川町天神８０番地 http://www.awa-spindle.com

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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169 徳島県 株式会社 栄工製作所
精密機械、一般機械、食
品製造機械部品の製造業

美馬市脇町北星１６１－３
http://www5.ocn.ne.jp/~eiko/inde
x.html

170 徳島県 三協電設工業株式会社
制御盤製作、電気工事、
板金加工

鳴門市大麻町牛屋島字堀ノ内７７－３ http://www.infoeddy.ne.jp/sankyo

171 徳島県 東西電工株式会社
照明装置・ＬＥＤ・イン
バータ設計

海部郡牟岐町大字河内赤水９８－１ http://www.nmt.ne.jp/~tozai/

172 高知県 株式会社栄光工業 機械製品総合加工業 高知県南国市廿枝1307 http://eikous.jp/index.html

173 愛媛県 株式会社えむぼま 情報通信サービス業 松山市南吉田町２８２１－４ http://www.emboma.jp

174 福岡県
株式会社アルス・リサー
チ・システム

情報サービス業 福岡市早良区百道浜3－8－33－708 http://www.ars-rs.co.jp

175 福岡県
株式会社ダイレクトマーケ
ティングシステム

ダイレクトメール発送代
理業

福岡市南区大楠3-12-33
福岡DMビル

http://www.fukuoka-
dm.co.jp/dms/

176 福岡県 株式会社プリンシプル 機械器具卸売業
福岡市中央区春吉3－21－18
第10ダイヨシビル10F

http://www.principle2007.co.jp

177 福岡県
株式会社九財コンサルティ
ング

アウトソーシング・コン
サルティング業

福岡市中央区大名1-15-30
天神ミーズビル6階

092-922-2445

178 福岡県 黒豚コラーゲンプルーナ 小売業 福岡市南区平和1丁目５−１６ http://k-bijin.com/

179 長崎県 株式会社西日本工業 輸送用機械器具製造業 佐世保市広田町４丁目２番１号 0956-38-4305

180 宮崎県
株式会社ニューウェルシ
ティ宮崎

ホテル業 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8 http:www.nwc-miyazaki.co.jp

181 宮崎県 株式会社岡﨑組 総合工事業 宮崎市大字恒久1800-1 0985-53-0567

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。
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182 宮崎県 株式会社昭和 機械加工、精密板金 延岡市大武町39-17 http://www.syowa-eigyou.co.jp/

183 宮崎県 川長物産合資会社 飲食料品卸小売業 日向市細島772 http:www.miyazakiya.jp/

184 宮崎県 外山木材株式会社 製材業 都城市甲斐元町６街区２号
http://www3.ocn.ne.jp/~t-
lumber/

185 宮崎県 前田木材有限会社 木材伐出業 えびの市大字末永７６４-１ 0984-33-5689

186 沖縄県
株式会社沖縄コールスタッ
フサービス

コールセンター事業、派
遣事業

那覇市牧志2丁目18番17号
NTT牧志ビル１F

http://css-okinawa.jp

187 沖縄県 有限会社楽園計画 出版編集プロダクション 那覇市楚辺1-14-39 2階 http://www.rakuen-keikaku.com/

注）この表は平成23年4月28日時点のものです。各企業の採用充足等に伴い状況は変更します。今後、企業のお申し込みに応じ、順次追加していく予定です。


