
会社名 所在地 業種 募集している職種 ウェブサイトURL

株式会社北翔 北海道 EC・卸業・小売業 技術職 https://s-hokusyo.com

株式会社MIJ labo 北海道 その他 営業（販売）職 https://www.mij-labo.co.jp/

株式会社栗駒ポートリー 宮城県 その他 営業（販売）職 https://www.kurikoma-poultry.com/

東北黒沢建設工業株式会社 宮城県 建設業 営業（販売）職 https://kurosawa-kaitai.com/

泰光住建株式会社 宮城県 その他 技術職 http://www.taikoujuken.com/jp/index.html

小林工業株式会社 秋田県 製造業 営業（販売）職 https://www.kobayashi-akita.co.jp/

株式会社IMUZAK 山形県 製造業 技術職 http://imuzak.co.jp/ja/

株式会社エム・エス・アイ 山形県 情報通信業 技術職 https://msi-net.co.jp/

ペンギンシステム株式会社 茨城県 情報通信業 技術職 https://www.penguins.co.jp

株式会社土屋合成 群馬県 製造業 技術職 http://www.tsuchiya-gousei.com/

アイ・フィールド有限会社 群馬県 製造業 事務系職種 https://www.i-field.jp/

株式会社アリギス 群馬県 製造業 営業（販売）職 http://arigis.co.jp

株式会社ヨコオ 群馬県 製造業 営業（販売）職 https://www.yokowo.co.jp/

株式会社フロンティアジャパン 群馬県 技術・サービス業 営業（販売）職 http://www.hst20.com/

株式会社スリーアイ 群馬県 情報通信業 技術職 https://www.3i-net.co.jp/

株式会社西川精機製作所 東京都 製造業 営業（販売）職 https://nishikawa-seiki.co.jp/

クラウドサーカス株式会社 東京都 情報通信業 営業（販売）職 https://cloudcircus.jp/

株式会社丸運 東京都 その他 営業（販売）職 https://www.maruwn.co.jp

株式会社HUGEMORI商事 東京都 EC・卸業・小売業 事務系職種 http://japan.hugemori.com/

株式会社やまわインターナショナル 東京都 その他 営業（販売）職 https://www.yamawa.com/jp/

Social Good Foundation株式会社 東京都 EC・卸業・小売業 技術職 https://socialgood-foundation.com/jp/

株式会社ジェーアールケー 東京都 技術・サービス業 営業（販売）職 http://www.ryouka-n.co.jp/index.htm

コンピュータサイエンス株式会社 東京都 情報通信業 技術職 https://www.cscnet.co.jp/recruit/

UPWARD株式会社 東京都 情報通信業 技術職 https://www.upward.jp/

株式会社オハラ 神奈川県 製造業 営業（販売）職 https://www.ohara-inc.co.jp/

株式会社ニクニ 神奈川県 製造業 技術職 https://www.nikuni.co.jp/

愛洋株式会社 神奈川県 技術・サービス業 技術職 http://www.aiyou-tech.com/

ｈａｋｋａｉ株式会社 新潟県 製造業 技術職 https://www.hakkai.jp/

ライオンパワー株式会社 石川県 製造業 技術職 https://www.lionpower.co.jp/

株式会社ラピュタインターナショナル 石川県 その他 事務系職種 http://rapyuta.jp/

株式会社天晴データネット 福井県 情報通信業 技術職 https://www.tenseidatanet.co.jp/

山陽精工株式会社 山梨県 製造業 技術職 https://sanyoseiko.co.jp

株式会社石友 山梨県 製造業 技術職 https://www.ishitomo.co.jp

株式会社オズ・プリンティング 山梨県 製造業 技術職 https://ozp.jp

株式会社プラスワン 山梨県 EC・卸業・小売業 営業（販売）職 https://www.plusone-ps.com

株式会社クリエイティブリゾート 山梨県 その他 営業（販売）職 https://creative-r.com/

甲府ビルサービス株式会社 山梨県 技術・サービス業 技術職 http://kofu-bldg.co.jp/

株式会社小宮山土木 長野県 建設業 技術職 https://komiyama.jp/

株式会社エーアイテック 長野県 製造業 技術職 http://www.a-i-tec.co.jp/
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株式会社土木管理総合試験所 長野県 技術・サービス業 技術職 https://www.dksiken.co.jp/

中日本カプセル株式会社 岐阜県 製造業 営業（販売）職 https://www.nakanihon-cap.co.jp

株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 EC・卸業・小売業 営業（販売）職 https://www.s-eikodo.co.jp/

ユーエスウラサキ株式会社 岐阜県 製造業 営業（販売）職 http://www.usac-jp.com

株式会社ハイタック 静岡県 製造業 技術職 https://hi-tak.co.jp

株式会社光建 愛知県 建設業 技術職 https://www.kouken-nagoya.com/

株式会社ジャパンメタル 愛知県 製造業 技術職 https://www.japanmetal.asia/

株式会社名友産商 愛知県 製造業 技術職 http://www.meiyu-ss.co.jp

株式会社クリモト 愛知県 製造業 技術職 http://www.kmkogyo.co.jp/

株式会社杉友機械 愛知県 技術・サービス業 技術職 http://www.sugitomo.com/

覚田真珠株式会社 三重県 EC・卸業・小売業 営業（販売）職 https://kakudapearl.jp/

株式会社港屋珈琲 三重県 技術・サービス業 営業（販売）職 https://www.minatoya-coffee.net/

株式会社魁半導体 京都府 製造業 営業（販売）職 https://sakigakes.co.jp

KYOTO'S 3D STUDIO株式会社 京都府 技術・サービス業 技術職 https://k3s.jp/about/

レオニス株式会社 大阪府 EC・卸業・小売業 営業（販売）職 https://leonis-sf.com/

株式会社センショー 大阪府 製造業 技術職 http://www.sensyo-ltd.co.jp/

株式会社櫻川ポンプ製作所 大阪府 製造業 技術職 https://www.sakuragawa.co.jp/

株式会社いけうち 大阪府 製造業 営業（販売）職 https://www.kirinoikeuchi.co.jp/

日本カノマックス株式会社 大阪府 製造業 技術職 https://www.kanomax.co.jp/

株式会社monnali 大阪府 その他 営業（販売）職 https://www.monnali.jp/

富士テクノ工業株式会社 大阪府 製造業 営業（販売）職 https://www.fuji-techno.co.jp/

株式会社アクトプロ 大阪府 建設業 技術職 https://actpro.co.jp/wp/

株式会社ゆかり 大阪府 技術・サービス業 営業（販売）職 https://www.yukarichan.co.jp/

共栄産業株式会社 奈良県 製造業 技術職 http://kyoei-industry.com/

株式会社ライズクリエイション 奈良県 EC・卸業・小売業 事務系職種 https://risecreation.jp/

株式会社ヤマサ脇口水産 和歌山県 EC・卸業・小売業 営業（販売）職 https://maguro-yamasa.com/

協和プレス工業株式会社 和歌山県 製造業 技術職 http://www.kyowa-p.co.jp

丸京製菓株式会社 鳥取県 製造業 営業（販売）職 http://www.marukyo-seika.co.jp

山陽ロード工業株式会社 岡山県 建設業 技術職 https://www.sanyou-road.co.jp/

グリーンツール株式会社 岡山県 製造業 技術職 http://www.greentool.co.jp/

株式会社エリス 岡山県 製造業 技術職 https://waterweco.com/

株式会社タケウチ建設 広島県 建設業 技術職 https://www.takeuchi-const.co.jp/

株式会社荒谷商会 広島県 その他 技術職 https://aratanishoukai.jp/

株式会社アイグラン 広島県 技術・サービス業 事務系職種 https://aigran.co.jp/

四国計測工業株式会社 香川県 製造業 技術職 http://www.yonkei.co.jp/

株式会社今村紙工 愛媛県 製造業 事務系職種 http://imamurashiko.co.jp/

ジャスティン株式会社 愛媛県 製造業 営業（販売）職 https://justin.jp/

株式会社日本キャリア工業 愛媛県 製造業 技術職 http://nippon-career.co.jp

株式会社飯尾電機 愛媛県 製造業 技術職 https://iiodenki.co.jp/

株式会社アテックス 愛媛県 製造業 技術職 https://atexnet.co.jp/

廣瀬製紙株式会社 高知県 製造業 技術職 https://www.hirose-paper-mfg.co.jp/

有限会社かごしま有機生産組合 鹿児島県 EC・卸業・小売業 事務系職種 https://kofa.jp/

https://maguro-yamasa.com/


※12月15日時点。申込み受諾時点の企業数とは異なる。


