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雇用保険給付の求職活動対象となります
（証明書発行いたします）

    採用担当者    採用担当者とと
    直接話せる！    直接話せる！
合同企業説明会合同企業説明会inin山形山形

参加企業29社（予定）

南とうほく人材確保プロジェクト南とうほく人材確保プロジェクト
後援：山形労働局・山形県・山形市後援：山形労働局・山形県・山形市

経済産業省東北経済産業局委託経済産業省東北経済産業局委託
 就職（転職）活動中の方はどなたでもご参加ください

運　　営

参加
無料

申込
不要

履歴書
不要

入退場
自由

服装
自由

仙台支店　パブリックサービス　担当：嶺岸 ・ 岸田
仙台市青葉区本町2丁目10番33号第二日本オフィスビル 6F

       022–393–6020 TEL

 2022 2022  

11/2411/24㊍㊍

時 間

会 場

１部 10：00〜12：30
２部 13：00〜15：30

山形ビッグウイング
（２階交流サロン）山形市平久保100

※参加企業の詳細は裏面をご覧ください

※  本イベントは経済産業省東北経済産業局が推進する、令和４年度「東北経済産業局における地域中小
企業・小規模事業者の人材確保支援等事業（人材確保等総合支援事業）」の一環として実施するものです。

就職相談コーナー

ハローワークやまがたでは、皆さまの就職を全面的に支援しております。
お困りごとなどございましたら、遠慮なくご相談ください。

ハローワークやまがた相談ブース
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企業名 業　種 募集職種 未経験
可否 必須資格 募集人材

1 株式会社アビーズ 建設
（電気工事）

①電気施工管理業務（正） 
②土木施工管理業務（正） 
③電気設備工事（正） 
④土木工事（正）

可 
不可

（施工管理）
①②施工管理技士 
③④普免（AT 不可）

中核人材 
ミドル人材

2 新庄自動車株式会社 製造
①トラックボデー溶接・組立（正） 
②油圧クレーン修理・整備（正） 
③電気配線・電装品組付（正）

可 不問 中核人材 
ミドル人材

3 株式会社スリーエス 警備 施設警備（正）（契）（パ） 可 不問 中核人材 
ミドル人材

4 株式会社セントラルリース 仮設足場リース セイフティービルダー（正） 可 普通自動車運転免許（AT 限定不可） 
※ AT 限定の方はご相談ください ミドル人材

5 株式会社長栄精密 製造 加工職（正）（契） 可 不問 中核人材 
ミドル人材

6 株式会社千代田商事 石油製品小売
①営業職・総合職（正） 
②ガス営業・総合職（正） 
③自動車整備士（正）

可 不問 中核人材 
ミドル人材

7 株式会社ＤＮＰデジタル
ソリューションズ ＩＴサービス業 システムエンジニア（正） 不可 不問 中核人材

8 東洋ワークセキュリティ株式会社 サービス
（警備）

①警備スタッフ（契） 
②警備スタッフ〔有資格者〕（契） 可 不問 中核人材 

ミドル人材

9 株式会社ニクニアサヒ 製造
① NC オペレーター（正）
②組立（正） 
③生産管理〔物流業務〕（正）

可 不問 中核人材

10 株式会社み・らいとコンサル
ティング

専門コンサル
ティング

①②開発設計・測量に関する業務（正） 
③④行政書士・土地家屋調査士に関す
る業務（正）

可

あれば尚可（例 測量士（補） 
土木施工管理技士　他 
土木系国家資格・宅地建物取引士 
行政書士・土地家屋調査士　他 
行政系国家資格

中核人材

11 株式会社ヤガイ 食品製造 ①製造職（正）
②製品包装作業（契・パ） 可 不問 中核人材

12 山形いすゞ自動車株式会社 小売、卸売 ①自動車整備員〔経験者〕（正）
②自動車部品販売員（正）

①不可
②可

①自動車検査員 
   １級自動車整備士あれば尚可 
 ②不問

ミドル人材

13 株式会社　山形県食肉公社 食肉製造 食肉製造・加工（正）（パ） 可 不問 中核人材 
ミドル人材

14 山交バス株式会社 運輸・サービス 大型バス運転士（正）
可

普通自動車免許 (MT) 中核人材 
ミドル人材

企業名 業　種 募集職種 未経験
可否 必須資格 募集人材

1 ＡＬＳＯＫ山形株式会社 警備 ①警備職（正）　②営業職（正） 可 普通自動車運転免許　必須 中核人材 
ミドル人材

2 株式会社いそのボデー 製造 ①生産管理（正）　②製造スタッフ（正） 可 不問 中核人材 
ミドル人材

3 株式会社エム・エス・アイ IT・情報処理・ 
ソフトウェア

①総務（正）　②経営企画（正） 
③営業（正）　④ IT インストラクター（正） 
⑤プログラマー（正） 
⑥システムエンジニア（正） 
⑦カスタマエンジニア（正） 
⑧ Web デザイナー（正）

可 不問 中核人材 
ミドル人材

4 株式会社カーサービス山形 自動車販売・整備 ①営業職（正）　②整備職（正）　　 
③一般事務及び受付（正） 可 不問 中核人材 

ミドル人材

5 サンフウ精密株式会社 製造
① 5 軸加工機オペレーター（正） 
②工作機械オペレーター（正）（パ） 
③工場内補助作業者（正）（パ）

①不可 
②③可 不問 中核人材 

ミドル人材

6 株式会社仙和 葬祭 ①セレモニースタッフ（正）（パ） 可 不問 中核人材

7 第一貨物株式会社 運輸
①集配ドライバー職（正） 
②ターミナルオペレーター職〔事務系〕（正） 
③大型運行ドライバー職（正）

可 不問 中核人材 
ミドル人材

8 株式会社　大商金山牧場
山形事業部 食品製造

①食肉製造加工（正）
②食肉製造加工（契） 
③ルート配送（契）

可 不問 中核人材 
ミドル人材

9 株式会社所沢軽合金 非鉄金属製造 ①砂型鋳造（正） 
②仕上・検査（正） 可 不問 中核人材 

ミドル人材

10 株式会社野川食肉食品センター 小売・卸売 生鮮加工技術者（契） 可 不問 中核人材 
ミドル人材

11 株式会社ハッピージャパン 製造
①資材購買・生産管理（正） 
②開発設計〔メカ・エレキ〕（正 ) 
③品質保証（正）

不可 不問 中核人材 
ミドル人材

12 株式会社フジワーク 人材サービス ①半導体製造装置の保守保全（正） 
②生産管理マネジメント（正） 可 不問 中核人材 

ミドル人材

13 株式会社丸江製作所 製造
①マシンオペレータ〔未経験可〕（正） 
②マシンオペレータ〔夜勤専門〕（正） 
③マシンオペレータ〔経験者〕　（正）

可 不問 中核人材

14 株式会社山形ミートランド 食肉卸、加工、
販売

①食品処理・加工・製造（準社員、社員登用有） 
②一般事務〔通信販売対応含む〕（正） 可 普通自動車運転免許 中核人材 

ミドル人材
15 株式会社山形メイコー 製造 ①品質管理（正）　②設備保全（正） 不可 各業務経験者 ミドル人材

※右端「募集人材」の見方	 	
中核 人材：�各部門の中枢として高度な業・難易度の高い業務を担う人材、組織の管理・運営の責任者となっている人材

複数の人員を指揮・管理する人材、高い専門性や性能レベル、習熟度を有している人材等を求めています
ミドル人材：35歳以上55歳未満の人材を求めています

〔50音順〕●１部　10：00～12：30

●２部　13：00～15：30

出展企業一覧

山形県外居
住者は不可（　　 ）


