
2022年3月14日(月)　群馬ではたらく！若者のための合同企業説明会　参加企業リスト

2022年2月7日現在

№ 企業名/業種名 本社所在地 事業内容/企業PR
[2023年卒向け]

募集職種/就業場所
[2022年卒向け]

募集職種/就業場所
[既卒者向け]

募集職種/就業場所
留学生採用 採用対象

1
赤尾商事株式会社
/卸小売業

高崎市
地域に根差したエネルギー関連総合商社
/創業70年、歴史がありながらも進化し続ける会社です。お客様のお
困り事を解決するため、様々な事業を行っております。

○営業職/高崎市・太田市 ○営業職/高崎市・太田市 ○営業職/高崎市・太田市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

2
株式会社朝びき若鶏
/食料品製造業

高崎市
食鳥の飼育、鶏肉の生産加工販売、飼料・堆肥の生産販売
/朝びき若鶏は、業務スーパーでおなじみの神戸物産グループの企
業です。自社で鶏を飼育し、鶏肉・ソーセージを製造しております。

○食品製造管理/高崎市
○農場飼育管理/高崎市・渋川市

○食品製造/高崎市
○食品製造/高崎市
○機械保守保全/高崎市
○農場飼育管理/高崎市・渋川市

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

3
株式会社アサヒ商会
/商社・小売

高崎市
オフィス提案/OA機器販売保守/文具専門店
/創業73年のビジネス基盤と、創業11年ベンチャー企業のチャレンジ
精神を兼ね備えた、オフィスと文具のプロフェッショナルです。

○法人営業および店舗販売
　 /高崎市･前橋市･伊勢崎市

○法人営業および店舗販売
　 /高崎市･前橋市･伊勢崎市

○法人営業および店舗販売
　 /高崎市･前橋市･伊勢崎市 ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]条件なし

4
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及びセキュリティシステムの開発販売
/ALSOKグループ、綜合警備保障株式会社の100％子会社です。群
馬県のベストワンカンパニーとして、常にお客様に信頼される警備を
提供しています。

○警備職/県内25拠点
○営業職/前橋市・高崎市・太田市・
　　　　　　　伊勢崎市・桐生市・沼田市
○技術職/前橋市

○警備職/県内25拠点
○営業職/前橋市・高崎市・太田市・
　　　　　　　伊勢崎市・桐生市・沼田市

○警備職/県内25拠点
○営業職/前橋市・高崎市・太田市・
　　　　　　　伊勢崎市・桐生市・沼田市

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

5
エスビック株式会社
/製造業

高崎市
各種コンクリートブロック及び景観材の製造販売
/ブロック業界のトップシェア企業です。自分の仕事で街を彩る、とて
もやりがいのある仕事です。

○営業職/関東を中心とした営業拠点
○製造職/高崎市・渋川市・茨城県

○営業職/関東を中心とした営業拠点
○製造職/高崎市・茨城県

○製造職/高崎市・渋川市・茨城県 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

6
株式会社エムダブルエス日高
/福祉・介護

高崎市
健康・自立支援を理念とした介護サービス
/日本全国、海外から見学に訪れる施設を運営しています。健康に
関心ある方は、ぜひ見学にお越しください。

○介護職員兼相談員
　 /高崎市・太田市・沼田市

○介護職員兼相談員/高崎市・沼田市 ○介護職員兼相談員/高崎市 ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]日本語能力検定N1が望ましい

7
株式会社岡本工作機械製作所
/製造業

安中市

各種工作機械(研削盤)と半導体関連製造装置の設計、製造、販売
及びアフターサービス
/国産初の歯車研削盤・平面研削盤を開発、半導体事業も行う総合
砥粒加工機メーカーです。

○総合職/安中市・各営業所 他 ― ― ×

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

8
奥利根温泉ホテルサンバード・
藤原スキー場
/旅館・スキー場・キャンプ場

みなかみ町
ホテルサンバード、藤原スキー場を運営
/みなかみ町にて地域密着型の企業として営業し、休日は家族連
れ、平日は学校教育旅行を客層に事業展開中。

○総合専門職/みなかみ町
　 （フロント・仲居・営業・キャンプ場など）

―
○総合専門職/みなかみ町
　 （フロント・仲居・営業・キャンプ場・
　 　客室清掃・洗い場・調理など）

○

[23卒]大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]大・短・専・高
[留学生]JLPT N1または同等程度の会話が可能な方

9
株式会社関東
/卸売業

伊勢崎市

エクステリア・ 環境資材・住宅建材・住宅設備の企画・提案・卸販売・
施工/住空間に新たな快適さと価値づくりをモットーに、創業69年を
迎えます。長い歴史の中で培ってきたスキルやノウハウを吸収し、暮
らしを豊かに彩るお手伝いをしませんか？

○営業職/高崎市・伊勢崎市
○営業事務職/高崎市・伊勢崎市

○営業職/伊勢崎市
○営業事務職/伊勢崎市
○他/県外

○営業職/伊勢崎市
○営業事務職/伊勢崎市
○他/県外

×

[23卒]大・短・専
[22卒]大・短・専
[既卒]大・短・専・高
[留学生]対象外

10
関東運輸株式会社
/食品物流業

前橋市
・食品輸送事業  ・物流センター運営
/物流全てを一元化して鮮度・品質の可視化を図ったサービスを提
供。食品を通じて生活インフラを支える会社です。

○総合職/前橋市
　 （営業部門・運行管理部門・
　 　センター運営部門・間接部門等）

― ○総合職 他/前橋市 他 ×

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]大
[留学生]対象外

11
関東建設工業株式会社
/総合建設業

太田市
総合建設業、不動産業、エンジニアリング事業
/未来の子どもたちのために社会に貢献できる企業を目指して関東
建設工業は進化し続けます。

○施工管理職（建築、土木）/群馬県内 ○施工管理職（建築、土木）/群馬県内 ― ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]対象外
[留学生]対象外

12
北群渋川農業協同組合
/総合事業（協同組合）

渋川市
営農指導、販売、購買、金融、共済、その他事業
/渋川市、吉岡町、榛東村が管内エリアです。組合員・地域の利用者
の為に、一緒に働きましょう。

○ＪＡ職員（総合職）
　/渋川市・吉岡町・榛東村

―
○ＪＡ職員（総合職）
　/渋川市・吉岡町・榛東村 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

13
株式会社きのした
/食品製造業

東京都
菓子原料パフ、グラノーラ等の製造・販売・開発
/創業90年、大手菓子・食品メーカー様との直接取引がメイン。年齢
に関係なく仕事を任せる社風です。

○製造職/吉岡町
○生産管理職/吉岡町

○製造職/吉岡町
○生産管理職/吉岡町

○製造職/吉岡町 ×

[23卒]院・大
[22卒]院・大
[既卒]院・大・短・高
[留学生]対象外

14
共和産業株式会社
/製造業

高崎市

自動車試作開発部品、医療機器、ロケット・航空部品製造
/F1レース部品や自動車開発試作部品を中心に高精度加工で国内
外クライアントから高い信頼を得ています。近年は新分野にチャレン
ジし医療機器の開発も行っています。

○技術系/高崎市 ○技術系/高崎市 ○技術系/高崎市 ○

[23卒]院・大
[22卒]院・大
[既卒]院・大
[留学生]日本語能力検定N3・機械工学科

15
桐生信用金庫
/金融業

桐生市
信用金庫法に基づく金融業務全般
/桐生信用金庫は、地域に密着した金融機関です。私たちと一緒に
地域を元気に、ともに成長していきましょう！

○総合職・事務職
　 /桐生市・太田市・伊勢崎市・みどり市・
　 　前橋市・玉村町・大泉町・栃木県

― ― ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

※掲載情報は変更になる場合があります
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16
クシダ工業株式会社
/建設業・製造業

高崎市
電気・空調給排水・上下水道・通信設備工事業、配電盤・制御盤メー
カー/キーワードは「ワークライフバカンス」。高崎市で69年、「電気・
空気・水」のインフラ設備で地域の暮らしを支えている会社です！

○設計、施工管理、
　 サービスメンテナンス、SE
　 /群馬県内

― ― ○

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]日本語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝができる方

17
群栄化学工業株式会社
/化学

高崎市
化学品(合成樹脂・高機能繊維)、食品(澱粉糖類)
/あらゆる産業にフェノール樹脂を提供する化学品事業と、食品分野
に甘味料を提供する食品事業を柱とする素材メーカーです。

○総合職
　 /群馬県・滋賀県・東京都・大阪府
　 （総合職採用の為未定）

― ― ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]専用枠なし・学卒同様の選考基準

18
群馬県国民健康保険団体連合会
/公務（社会保険・社会福祉・
　介護事業等）

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（保険者）が行う国民健康保険事業に大きく貢献してい
ます。

○事務職/前橋市 ○事務職/前橋市 ○事務職/前橋市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

19
群馬県信用組合
/金融業

安中市

個人及び事業所等への金融サービスのご提供、ご提案を行っていま
す。/「創造と貢献」を経営理念に掲げ、地域のお客様とのふれあい
を大切にし、地域社会の活性化と豊かな暮らしづくりに貢献すること
が、使命と考え取り組んでいます。

○総合職/西毛地域（高崎市・安中市・
　　　　　　　　　　　　　 富岡市・甘楽郡）

― ○総合職/高崎市・安中市・富岡市 等 ×

[23卒]大・短・専
[22卒]大・短・専
[既卒]大・短・専・高
[留学生]対象外

20
群馬セキスイハイム株式会社
/住宅

前橋市

住宅販売、不動産、リフォームなど
/群馬で家をつくり続けて約50年。家をつくる会社は街をつくる会社
へ。家を建てるだけでなく、あらゆる生活シーンに貢献できる会社を
目指します。

○営業職、技術職等/群馬県内 ○営業職、技術職等/群馬県内 ○営業職/群馬県内 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]大・短
[既卒]院・大・短・専
[留学生]対象外

21
群馬トヨタグループ株式会社
/自動車小売業

高崎市

自動車・産業車両の販売・リース・レンタル、各種保険販売
/クルマのある生活から物流まで「群馬の動く」を支えている私たち。
多様化する業界の中で、グループの総合力を発揮し、地域の方々の
生活をこれからも支えていきます。

○営業職/県内全域
○ショールームスタッフ/県内全域
○店舗アシスタントスタッフ/県内全域
○レンタカー店舗スタッフ/県内全域

○営業職/県内全域
○レンタカー店舗スタッフ/県内全域

― ×

[23卒]大・短
[22卒]大・短
[既卒]対象外
[留学生]対象外

22
ぐんまみらい信用組合
/金融業

高崎市

預金・融資・為替
/個人・中小企業専門の金融機関。円滑な資金の供給やコンサル
ティング機能の発揮をはじめ、お客様のニーズを踏まえた各種金融
サービスを提供しています。

○一般職/群馬県内各支店
　 （窓口係・営業係・融資係等、
　 　全ての職種を担当する可能性あり）

○一般職/群馬県内各支店
　 （窓口係・営業係・融資係等、
　 　全ての職種を担当する可能性あり）

○経験職種考慮の上決定
 　/群馬県内各支店
　 金融機関経験者優先、嘱託から開始、
　 正職員登用の可能性有り

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

23
群馬ヤクルト販売株式会社
/卸・小売業

前橋市

ヤクルト等の乳製品乳酸菌飲料、食品、化粧品の販売
/ヤクルトブランド製品を通して「健康」で地域貢献をしている会社で
す。ヤクルトならではのお客様とのふれ合いを大切に、お客様の心
身の健康に寄与しています。

○総合職/群馬県内事業所 ― ― ×

[23卒]大
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

24
高信化学株式会社
/卸売業

高崎市
研究開発機関等への総合提案・販売業
/暮らしやすい世の中のために、研究・開発するお客様を支える理化
学専門商社です。

○営業職又は事務職
　 /群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県

―
○経理/高崎市
○システム/高崎市
○営業職/高崎市

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]院・大・短・専
[留学生]対象外

25
株式会社サカエ
/製造業

東京都
医療機器、体外診断薬、ヒーター機器の開発・設計、製造
/2022年に創業70周年を迎える業績安定の老舗企業です。新卒社
員の入社3年以内の離職率0を継続しています。

○開発・設計/藤岡市
○営業/藤岡市
○生産管理/藤岡市
○管理薬剤師/藤岡市

○開発・設計/藤岡市
○営業/藤岡市

○開発・設計/藤岡市
○生産技術/藤岡市 ×

[23卒]院・大・専
[22卒]院・大
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

26
坂本工業株式会社
/輸送用機械器具製造業

太田市
自動車の吸排気・燃料系部品の開発型メーカ
/安全性、耐久性を見極め信頼性の高い製品開発を行い、製造まで
一貫しておこなっている会社

○総合職/太田市
○技術系総合職/太田市

○生産技術/太田市 ○生産技術/太田市 ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大
[既卒]院・大
[留学生]日本語能力検定N2程度

27
佐田建設株式会社
/総合建設業

前橋市
土木建築の請負ならびに調査・企画・設計
/当社は、平均勤続年数が建設業全国1位でとても働きやすい環境
が整っています。

○土木施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場
○建築施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場
○建築設計職/前橋市
○建築設備職/前橋市・埼玉県
○事務営業職/前橋市・
　　　　　　　　　　他本支店・営業所

○土木施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場
○建築施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場

○土木施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場
○建築施工管理職/前橋市・
　　　　　　　　　　　　　他本支店管轄現場

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

28
サンデン・リテールシステム
株式会社
/製造業

東京都

自動販売機やショーケース等の製造開発販売等
/自販機やショーケース、コンビニのコーヒーマシン、ワクチン輸送用
コンテナ等、皆さんの生活を支える製品を世の中へ送り出す会社で
す

○営業職/東京都 他
○ITエンジニア職/前橋市 他

―
○保健師/前橋市
○開発職/前橋市 ○

[23卒]院・大・専
[22卒]対象外
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]日本語能力検定N1

29
しののめ信用金庫
/金融業（信用金庫）

富岡市
信用金庫法に基づく金融機関業務全般
/「夢を語ろう、手をつなごう」をスローガンに「お客さま応援力ナン
バーワン」の金融機関を目指します。

○総合職/当金庫本支店所在地
○総合職/当金庫本支店所在地
※2023年3月卒業学生の採用人数に含む

― ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]対象外
[留学生]対象外



2022年3月14日(月)　群馬ではたらく！若者のための合同企業説明会　参加企業リスト

2022年2月7日現在

№ 企業名/業種名 本社所在地 事業内容/企業PR
[2023年卒向け]

募集職種/就業場所
[2022年卒向け]

募集職種/就業場所
[既卒者向け]

募集職種/就業場所
留学生採用 採用対象

※掲載情報は変更になる場合があります

30
株式会社シムックス
/サービス業

太田市

警備業、ビル管理業、人材派遣業、鳥獣被害対策業
/東日本を中心に、幅広い分野でのセキュリティーサービスを提供し
ています。チャレンジ精神を大切にしており、警備業をはじめ様々な
事業を展開しています。

○幹部候補職/各事業所エリア ○幹部候補職/各事業所エリア ○幹部候補職/各事業所エリア ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

31
株式会社翔栄
/製造業

伊勢崎市
タッチパネル、車載用各種ミラー及び関連製品の開発・製造・販売
/自動車業界また時代の変化に合わせて新規事業を立ち上げるな
ど、現状に満足せず先を見据えた事業展開を行っております。

○技術職/伊勢崎市 ― ○技術職/伊勢崎市 ×

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]院・大
[留学生]対象外

32
株式会社高崎共同計算センター
/情報サービス業・印刷業

高崎市
ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア開発
/ＩＴ企業として自動車、医療、流通、製造、教育など様々な業界のお
客様のお手伝いをしています。

○技術職・営業職・事務職/高崎市 ― ― ○

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]日本人と同じ選考過程

33
高崎信用金庫
/金融業

高崎市
信用金庫法に基づく金融業務全般
/この街とともに歩んで１０７年。地域に寄り添い、地域で最も信頼さ
れる金融機関を目指し活動している信用金庫です

○総合職/高崎市・前橋市・玉村町 ― ― ×

[23卒]大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

34
高崎倉庫株式会社
/倉庫業

高崎市
倉庫業、不動産賃貸業
/創立明治30年、創業120年以上の歴史があり、県内でも安定した企
業です。

○総合職/高崎市・伊勢崎市 ○総合職/高崎市・伊勢崎市 ○総合職/高崎市・伊勢崎市 ×

[23卒]院・大・短
[22卒]院・大・短
[既卒]院・大・短
[留学生]対象外

35
高崎ターミナルビル株式会社
/不動産賃貸業

高崎市
ショッピングセンターの管理・運営等
/駅に隣接したショッピングセンターを管理・運営しています。地域とと
もに発展することを目指しています。

○総合職/高崎市・埼玉県 ○総合職/高崎市・埼玉県 ― ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]対象外
[留学生]日本語能力検定の取得

36
株式会社中広
/広告・出版

岐阜県
フリーマガジンの営業・取材編集業務
/女性の就業比率60％以上。くるみん認定企業。男女ともに働きやす
さを追求しています。

○営業職
　 /高崎市・伊勢崎市・桐生市・みどり市

○営業職
　 /高崎市・伊勢崎市・桐生市・みどり市

○営業職
　 /高崎市・伊勢崎市・桐生市・みどり市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専
[留学生]対象外

37
株式会社東京測器研究所
/製造業

東京都
ひずみゲージ等応力測定機器の製造販売、他
/当社は、ひずみゲージを中核とした測定機器やソフトウェアなどを
開発、提供し、社会に貢献しています。

○開発職/桐生市
○製造職/桐生市

○開発職/桐生市
○製造職/桐生市

○開発職/桐生市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大
[留学生]対象外

38
東武エンジニアリング株式会社
/運輸業（鉄道設備メンテナンス）

東京都

東武鉄道の線路、建築設備、電気設備の保守・管理
/当社は、関東私鉄最長を誇る東武鉄道の鉄道設備の保守・管理を
しています。社内試験に合格すれば、東武鉄道へ正社員として転籍
入社することもできます。

○線路設備メンテナンス/東武沿線各地
○建築施設メンテナンス/東武沿線各地
○電気設備メンテナンス/東武沿線各地

― ― ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

39
株式会社とりせん
/小売業

館林市
北関東（群馬、栃木、茨城、埼玉）にスーパーマーケットを展開
/とりせんでは、社員一人ひとりの成長が会社全体を支えていくと考
え、ステップアップの為の教育体制は十分に整えております。

○店長候補・店舗スタッフ
　 /とりせんの各店舗

○店長候補・店舗スタッフ
　 /とりせんの各店舗

○店長候補・店舗スタッフ
　 /とりせんの各店舗 ×

[23卒]大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

40
株式会社ナカヨ
/情報通信機械器具製造業

前橋市
企業向けIP電話機等、通信機器の開発・製造・販売
/70年以上培ってきたモノづくりの技術から最新のIoTセンシングまで
幅広い技術力があります。

○技術系・営業職・事務系
　 /群馬県・東京都 他全国各地

○技術系/前橋市 ○事務系・製造職/前橋市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

41
株式会社
日東システムテクノロジーズ
/情報通信業

太田市

学校法人・医療法人向けに様々なITソリューションサービスを提供し
ています。/当社の成長に必要不可欠な「コミュニケーションと集中」
を実現するため、「自席×ABW」という働き方を取り入れています。是
非1度会社見学でご体感ください！

○システムエンジニア/太田市
○カスタマーリレーション/太田市

― ○システムエンジニア/太田市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]院・大・短
[留学生]対象外

42
ニプロ医工株式会社
/医療用機器製造業

館林市
ディスポーザブル医療機器の製造
/当社で製造した注射針・採血針・インスリン針・フィルター類等は、
患者さんにもケアする人にも優しい製品です。

○総合職/館林市 ○総合職/館林市
○マシンオペレーター・品質管理業務等
　 /館林市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

43
ファームドゥホールディングス
株式会社
/電機・農業・小売

前橋市
再生可能エネルギー事業、農業生産、農産物直売所
/「農業を支援し農家の所得向上に貢献する」という経営理念の下、
小売、農業、太陽光発電を軸に事業展開を行っております。

○総合職/前橋市・高崎市・吉岡町 等 ○総合職/前橋市・高崎市・吉岡町 等 ○総合職/前橋市・高崎市・吉岡町 等 ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]日本語能力検定N2以上

44
冬木工業株式会社
/建設業

高崎市
総合建設業、鋼構造物工事業
/昭和2年創業以来、総合建設と鉄骨製作の事業分野で様々な建築
物をつくり、地域社会の発展に貢献しています。

○施工管理職/施工現場
　　（土木・建築系学科限定）
○積算職/高崎市
　　（土木・建築系学科限定）
○生産管理職（学部学科不問）/高崎市
○営業職（学部学科不問）/高崎市

○施工管理職・積算職/施工現場
　　（土木・建築系学科限定）
○生産管理職・営業職/高崎市
　　（学部学科不問）

○施工管理職/施工現場
○営業職・設計職・積算職
　　・鉄工加工技術者/高崎市

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外
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45
株式会社ホテル松本楼
/旅館業

渋川市

伊香保温泉にて旅館を2軒、レストラン1軒を経営しています。
/正社員38名中25名が30歳以下と若い社員が多く、業務時間以外で
の交流も多いです。若い社員が多い分、社員教育に力を入れていま
す。

○フロント接客/渋川市 ― ― ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]対象外
[既卒]対象外
[留学生]対象外

46
株式会社ボルテックスセイグン
/道路貨物運送業

安中市
総合物流（輸送・倉庫・通関・流通加工・特定派遣等）
/『創業70周年』地域に根差した総合物流、人材派遣に加え、デジタ
ル開発まで幅広く躍進しております。

○総合職/安中市 ○総合職/安中市 ○総合職/安中市 ×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外

47
三益半導体工業株式会社
/製造業

高崎市
半導体材料の加工および販売　ほか
/半導体基板材料の加工技術で世界をリード。自社開発の半導体関
連装置は自動車のエレクトロニクス化を支えています。

○技術職/高崎市
○営業職/高崎市
○事務職/高崎市

― ○製造職/高崎市 ×

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]専・高
[留学生]対象外

48
明星電気株式会社
/製造業

伊勢崎市
気象観測装置，宇宙観測機器，地震観測装置等の製造・販売
/明星電気は，気象・防災・宇宙という幅広い分野で活躍する総合環
境観測システムメーカーです。

○技術職/伊勢崎市
○営業職/東京都
○事務職/群馬県・東京都

○技術職/伊勢崎市
○営業職/東京都
○事務職/群馬県・東京都
※2023年度4月入社で第二新卒（卒業3年
以内）の方は募集いたします。

― ○

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専　（卒業後3年以内）
[既卒]対象外
[留学生]日本語での日常会話並びに読み書きができるス
キルをお持ちの方

49
株式会社ヨコオ
/製造業

東京都

車載通信機器、コネクタなどの微細精密加工製品の設計・製造・販
売/すべての周波数に対応できる“アンテナ技術”や、髪の毛よりも
細いパイプを加工する“微細精密加工”などの技術を活かして事業
展開する技術立脚企業です。

○技術職/富岡市
○事務職/富岡市・本社（東京都）

― ○技術職・事務職/富岡市 ○

[23卒]院・大
[22卒]対象外
[既卒]院・大
[留学生]JLPT N3

50
株式会社両毛システムズ
/情報サービス業

桐生市

自社開発の業務パッケージの販売、受託開発、導入・保守サービス
/群馬県最大規模のSierとして、ITに関わる全てのステージで製品と
サービスを提供しており、地元群馬を基盤に幅広い事業でお客様の
業務を支える仕組みを作っています。

○ITエンジニア職/桐生市・太田市
　 （ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ・
　　組込ｴﾝｼﾞﾆｱ）

○ITエンジニア職/桐生市・太田市
　 （ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ・
　　組込ｴﾝｼﾞﾆｱ）

○ITエンジニア職/桐生市・太田市
　 （ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ・
　　組込ｴﾝｼﾞﾆｱ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

×

[23卒]院・大・短・専
[22卒]院・大・短・専
[既卒]院・大・短・専・高
[留学生]対象外


