2017.05 やまがた
ハローワーク就職面談会

５月２９日（月）

◆◆参加企業一覧◆◆

13:00～16:00

（受付12:00～）
山形ﾋﾞｯｸﾞｳｲﾝｸﾞ

№

企 業 名

1

株式会社 アイ・タックル

2

株式会社 アイン企画

3

有限会社 青空介護サービス

4

アクサ生命保険 株式会社 山形営業所

5

株式会社 浅倉工業

6

株式会社 アサヒマーケティング

7

株式会社 アドエイション （介護福祉施設 燦燦）

8

株式会社 アビリティコンサルタント

9

株式会社 一楽荘 桜桃の花 湯坊 いちらく

10 株式会社 伊藤熱処理
11 イノチオ東北 株式会社
12 合同会社 ヴォーチェ
13 株式会社 ウンノハウス
14 株式会社 エイアンドシー
15 株式会社 エースジャパン
16 Ａ－Ｓｙｓｔｅｍｓ 株式会社
17 株式会社 ＳＲホーム
18 株式会社 エスト
19 株式会社 エツキ
20 株式会社 近江建設
21 株式会社 オーイズミラボ 東北工場
22 株式会社 大風印刷
23 株式会社 大河原自動車販売
24 株式会社 おーばん
25 株式会社 角栄警備保障
26 株式会社 カネト製作所
27 株式会社 カルイ

28 株式会社 管製作所
29 株式会社 クリエイト礼文
30 社会福祉法人 敬寿会
31 株式会社 KDDIエボルバ やまがたワークプレイス
32 ケーデー工業 株式会社
33 株式会社 建装テクノ
34 光洋技研 株式会社 山形工場
35 株式会社 ゴトウ通信 （ドコモショップ寒河江店、道ノ駅 河北 ぶらっとぴあ）
36 有限会社 ゴトールーフ工業所
37 株式会社 ザオウ製作所
38 寒河江仮設工業 株式会社
39 株式会社 佐々木ダイヤ精研
40 佐藤繊維 株式会社
41 株式会社 三和
42 シー・キャド 株式会社
43 ジェイロジスティクス 株式会社 山形営業所
44 医療法人 篠田好生会 篠田総合病院
45 芝浦シヤリング 株式会社 山形工場
46 株式会社 ジョイン／ 株式会社 ジョインセレモニー
47 進和ラベル印刷 株式会社
48 株式会社 スガサワ
49 太志建設 株式会社
50 社会福祉法人 たいよう福祉会／株式会社 タイヨウ
51 株式会社 たかき （フードセンターたかき）
52 株式会社 千代田商事
53 土谷食品 株式会社
54 株式会社 つるかめ
55 株式会社 テイクオフ
56 株式会社 テクノカミオカ
57 テクノクオーツ 株式会社
58 株式会社 テトラス

59 株式会社 天童ホテル
60 東栄コンクリート工業 株式会社
61 医療法人 東北医療福祉会 山形厚生病院
62 東北パイオニアEG 株式会社
63 株式会社 東北福祉サービス
64 株式会社 トーショー 本社
65 株式会社 トヨタレンタリース山形
66 株式会社 ニシヒロ 山形営業所
67 株式会社 ニチイ学館 山形支店
68 日新製薬 株式会社
69 日本生命保険相互会社 （山形支社法人職域営業部）
70 ハイテクシステム株式会社 山形支店
71 株式会社 パル・ミート 山形事業所
72 株式会社 マイセルフ
73 丸和熱処理 株式会社
74 社会福祉法人 みゆき福祉会
75 社会福祉法人 みらい
76 医療法人社団 明山会 山形ロイヤル病院
77 株式会社 メフォス北日本／株式会社 メフォス 山形事業部
78 株式会社 モミの木
79 株式会社 ヤガイ
80 山形小木医科器械 株式会社
81 社会福祉法人 山形県コロニー協会
82 山形県水 株式会社／有限会社 食賛
83 山形電子 株式会社
84 山形電設 株式会社
85 山形農業協同組合 JAやまがた福祉センター青田
86 山形三菱自動車販売 株式会社
87 山形三菱電機機器販売 株式会社
88 山形ヤクルト販売 株式会社
89 山形陸上運送 株式会社

90 株式会社 山本製作所
91 医療法人社団 悠愛会
92 社会福祉法人 ユトリア会
93 社会福祉法人 悠々会 （特別養護老人ホームしらいわ）
94 社会福祉法人 友愛会
95 米沢電話設備 株式会社
96 株式会社 リプライ
97 医療法人社団 緑愛会
98 ＹＢＳサービス 株式会社
99 和歌山産業 株式会社
100 渡辺ヒーティング 株式会社

