
平成28年3月実施
＊「所在地」セル内網
掛け：福島県内企業

実施日 参加企業 募集職種 所在地 実施日 参加企業 募集職種 所在地

平成28年 1 (株)　北日本金型工業 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金型製造、設計、管理業務 福島県（会津若松市） 平成28年 1 (株)シンク システムエンジニア、ネットワークエンジニア 福島県（会津若松市）
3月25日 2 ソフトウエア情報開発(株) システムエンジニア 東京都 3月30日 2 (株)ソルクシーズ システムエンジニア、プログラマ 東京都

(金） 3 (株) 福島銀行 銀行業務全般 福島県（福島市） (水） 3 東杜シーテック(株) システムエンジニア、プログラマ 宮城県
4 (株)ＢＳＮアイネット システムエンジニア、プログラマ 新潟県 4 インタープリズム(株) プログラマ 東京都
5 ソニーエナジー・デバイス(株) ソフトウェア開発設計エンジニア 福島県（郡山市） 5 日本テラデータ(株) ソリューション コンサルタント 東京都
6 ＷＤＢ(株) 総合職、エリア限定総合職 東京都 6 ＪＣＣソフト(株) システムエンジニア、プログラマ 新潟県

7 SOC(株)　東北支社 システムエンジニア
福島県（郡山市）/本
社：北海道

7 (株)いい生活 開発職 東京都

8 (株)セントラルシステムズ ソフトウェア/ネットワーク技術者 神奈川県 8 (株)サイエンティア システムエンジニア 宮城県
9 コムシス(株) システムエンジニア、プログラマ 神奈川県 9 日販コンピュータテクノロジイ(株) エンジニア、ソリューションセールス 東京都

10 (株)ブロンコビリー 総合職 愛知県 10 (株)第一コンピュータリソース システムエンジニア、プログラマ 愛知県

11 (株)EWMファクトリー
Webエンジニア、Webデザイナー、プログラ
マー、アプリ開発エンジニア

福島県（南会津町） 11 (株)エヌアイデイ
・ソフトウェア開発エンジニア(SE)　　・ネットワー
クシステムエンジニア

東京都

12 ジャパニアス(株)
ソフトウェア開発エンジニア
ネットワーク・サーバエンジニア

神奈川県 12 日商エレクトロニクス(株)
システムエンジニア、ネットワークエンジニア、
営業、マーケティング

東京都

13 北芝電機株式会社 開発設計、ソフトウエア開発、営業 福島県（福島市） 13
東北インフォメーション・システムズ(株)
（東北電力グループ企業）

システムエンジニア 宮城県

14 SCSK(株) 総合職（技術系職種、営業系職種） 東京都 14 (株)マイナビ 営業職･制作編集職・業務職・システム職 東京都
15 (株)　NSD システムエンジニア 東京都 15 北部通信工業(株) 製造職、エンジニア、営業職 福島県（福島市）
16 パナソニックエコソリューションズアモルトン 設計・開発技術職 福島県（喜多方市） 16 (株)ティージー情報ネットワーク システムエンジニア 東京都

17 (株)セールスフォース・ドットコム ビジネス総合職、技術職など
サンフランシスコ
東京都

17 東芝テック(株)
システムエンジニア、開発（ソフト・ハード）、研究
など

東京都

18 (株)IDCフロンティア
インフラエンジニア(サーバー、クラウド)、プログ
ラマー

東京都 18 CTCシステムマネジメント(株) システム運用エンジニア 東京都

19 (株)協和エクシオ
①通信・社会インフラ系エンジニア　②システム
エンジニア　③ビジネスマネジメント　等

東京都 19 富士通アプリケーションズ(株) システムエンジニア 東京都

20 東京エレクトロングループ ソフトウェア開発 東京都 20 ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱
設計開発（ハード）、設計開発（ソフト）、生産技
術、構造設計、実装技術等

福島県（福島市）

21 ㈱ＳＣＣ/宇宙技術開発㈱（ＳＥＤ） SCC：ＳＥ、システム営業　/　SED：技術職 東京都 21 (株)シグマ
ソフトウェア開発、アプリケーション開発、画像
処理　その他

神奈川県、福島県（磐
梯町）

22
リコーインダストリー(株)
リコーテクノロジーズ(株)

リコーインダストリー：機械、電気
リコーテクノロジーズ：機械、電気、情報

神奈川県 22
三菱電機インフォメーションシステムズ
(株)

システムエンジニア職 東京都

23 (株)ＮＴＴデータ東北 システムエンジニア（営業含む） 宮城県 23 (株)エクサ システムエンジニア職、営業職 神奈川県

24 ＮＲＩシステムテクノ(株) システムエンジニア 神奈川県 24 アルパイン(株)

（技術系）行開発、システム開発、意匠・機構設
計など
（事務系）国際/国内営業、営業企画、国際生産
企画など

福島県（いわき市）
東京都

25 CTCテクノロジー(株) カスタマーサービスエンジニア 東京都 25 ニフティ(株) エンジニア、営業・企画 東京都

26 三井情報(株)
総合職（技術職（システムエンジニア、ネット
ワーク・インフラエンジニア）、営業職、業務職）

東京都 26 京セラコミュニケーションシステム(株)
システムエンジニア、環境･通信エンジニア、研
究、営業、管理部門

京都府

27 イノテック(株) FAE、設計開発エンジニア 神奈川県 27 (株)さくらケーシーエス
SE（アプリケーションエンジニア/基盤系技術
者）、ソリューション営業

東京都（本社：兵庫
県）

28 パイオニアシステムテクノロジー(株) ソフトウェア開発者 宮城県 28 NTTコミュニケーションズグループ セールス、マーケットクリエイター、財務、エンジ 東京都

29 (株)日本トータル・システム システムエンジニア 神奈川県 29 アンリツエンジニアリング(株)
ソフトウェアエンジニア・ハードウェアエンジニ
ア・メカニカルエンジニア

神奈川県

30 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) システムエンジニア 東京都 30 (株)日本デジタル研究所
ハードウェアシステム開発、ソフトウェア開発、
生産技術

東京都、福島県（郡山
市）

31 31 セコムトラストシステムズ(株) エンジニア 東京都
32 32 フコク情報システム(株) システムエンジニア（アプリケーション、ネット 千葉県
33 33 エイムネクスト(株) コンサルタント・エンジニア 東京都
34 34 (株)東日本計算センター システムエンジニア 福島県（いわき市）

35 ネオス(株)
テクニカルディレクター、企画プロデューサー
（WEB/モバイル）

東京都

36 日本工営(株) 総合職（開発・設計）
東京都、福島県（須賀
川）

平成28年4月実施
実施日 参加企業 募集職種 所在地 実施日 参加企業 募集職種 所在地

平成28年 1 JFEシステムズ(株) システムエンジニア、営業 東京都 平成28年 1 (株)　富士通システムズ・イースト システムエンジニア（ＳＥ） 東京都
3月31日 2 (株)ぐるなび 総合職、技術職 東京都 4月4日 2 SCREENホールディングス 開発、設計（ソフト・画像処理）、技術サービス 京都府

（木） 3 (株)ティービーケー・システムエンジニアリン システムエンジニア、プログラマ 福島県（郡山市） (月） 3 富士通アイソテック(株) エンジニア・スタッフ職 福島県(伊達市）
4 Ｔ＆Ｄ情報システム(株) システムエンジニア、プログラマ 埼玉県 4 イー・アンド・エム(株) ソフトウェア開発エンジニア 東京都

5 GMOクラウド(株)
システム運用エンジニア、開発エンジニア、ネッ
トワークエンジニア

東京都 5 ソニービジネスソリューション(株) システムエンジニア、ソリューション営業 東京都

6 ＮＥＣエンジニアリング(株) システムエンジニア、ＳＷ，ＨＷ技術 神奈川県 6 (株)内田洋行 総合職（SE、営業等） 東京都

7 福島コンピューターシステム(株) システムエンジニア、プログラマ 福島県（郡山市） 7 (株)　富士通ソーシアルサイエンスラボラ システムエンジニア 神奈川県
8 厚生労働省福島労働局 労働基準監督官B（理工系） 東京都 8 ネットワンシステムズ(株) 技術職、営業職 東京都

9 NRIデータiテック(株)
ITインフラエンジニア(インフラ構築)、ITインフラ
エンジニア(ITサポート)

東京都 9 農中情報システム(株) システムエンジニア 東京都

10 (株)NTTデータ アイ システムエンジニア 東京都 10 ＯＫＩ　（沖電気工業(株)） 技術開発職 東京都

11 キヤノンイメージングシステムズ(株) ソフトウェア開発、品質技術 新潟県 11 (株)NS・コンピュータサービス
技術職（業務系システム開発、組み込みソフト
ウェア開発、電子回路設計、外装設計）

新潟県

12 (株)　牧野技術サービス サービスエンジニア、事務職 東京都 12 テクノ・マインド(株) システムエンジニア、営業 宮城県

13 (株)アースリンク
技術職（システムエンジニア、クラウドコンサル
タント）　※営業職同時募集あり

東京都 13 理想科学工業(株) 研究開発職 東京都

14 (株)東京機械製作所 研究開発、機械・電気設計、SEなど 東京都 14 (株)ジェイ・クリエイション システムエンジニア、プログラマ 東京都
15 (株)イーブックイニシアティブジャパン システムエンジニア、プログラマ、営業 東京都 15 ビップシステムズ(株) ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ、ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ 東京都
16 (株)ＤＮＰ情報システム システムエンジニア、インフラエンジニア 東京都 16 (株)システムアート システムエンジニア、プログラマ 東京都
17 (株)第一システムエンジニアリング 技術職（総合職） 愛知県 17 アイリスオーヤマ(株) システムエンジニア 宮城県
18 (株)　アルコ・イーエックス システムエンジニア、プログラマ 茨城県 18 (株)キューブシステム システムエンジニア 東京都
19 (株)VSN IT,ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ,ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ,ﾌｧｰﾑｳｪｱ,ｹﾐｽﾄﾘｰｴﾝｼﾞ 東京都 19 (株)シーティーエス 総合職（営業職） 長野県

20 (株)メンバーズ
プロデューサー職、クリエイター職(エンジニア、
デザイナー)

東京都 20 (株)永和システムマネジメント
ソフトウェアエンジニア
カスタマエンジニア

福井県

21 税理士法人三部会計事務所 税理士補助、ＩＴコーディネーター 福島県（郡山市） 21 (株)フライトシステムコンサルティング システムエンジニア、プログラマ 東京都

22 日鉄住金テックスエンジ(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都 22
(株)パナソニックシステムネットワークス
開発研究所

技術職（ハード、ソフト、機構） 宮城県

23 日本情報産業(株)
技術職（システム開発エンジニア．システム運
用エンジニア）・営業職

東京都 23 ｱﾙﾌﾟｽｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都

24 JBSテクノロジー(株) ITインフラエンジニア 東京都 24 (株)　図研 ソフトウェア開発エンジニア・SE・営業 神奈川県
25 ティエム2 システムエンジニア 東京都 25 パナソニックITS(株) エンジニア（ソフトウェア開発、電気回路設計な 神奈川県
26 (株)クラフト システムエンジニア、プログラマ 福島県（須賀川市） 26 (株)アルトナー ソフトウェア設計開発　機械・電気設計 神奈川県

27 日本銀行 システムエンジニア 東京都 27
(株)ビッグツリーテクノロジー&コンサル
ティング

システムエンジニア、プログラマ 東京都

28 株式会社ウェブレッジ テストエンジニア、プログラマー
東京都／福島県（郡
山市）

28 エヌシーアイ総合システム(株) システムエンジニア 東京都

29 アルパイン技研株式会社 技術職(電気回路・ソフト・機械系エンジニア) 福島県（いわき市） 29 (株)博報堂プロダクツ
Webプロデュース職/データアナリスト職/ITエン
ジニア職　等

東京都

30 リクルートコミュニケーションズ エンジニア 東京都 30 (株)ウィナス システムエンジニア、プログラマ 東京都
31 福島県警 公安職・一般職 福島県 31 東洋エンジニアリング株式会社 ICTエンジニア 千葉県

32

実施日 参加企業 募集職種 所在地 実施日 参加企業 募集職種 所在地
平成28年 1 フューチャーアーキテクト(株) ITコンサルタント 東京都 平成28年 1 エヌ・ティ・ティ・システム技研(株) システムエンジニア 東京都

4月5日 2 東京コンピュータサービス(株) システムエンジニア 東京都 4月6日 2 日本エンタープライズ(株) エンジニア、プログラマ、プランナー 東京都

(火） 3 アルパイン情報システム(株)(AISI)
業務アプリ系システムエンジニア/Web系システ
ムエンジニア/技術系情報システムエンジニア
/IT基盤構築エンジニア

福島県（いわき市） (水） 3 (株)菱友システムズ ITエンジニア、解析・設計エンジニア 東京都

4 月電ソフトウェア(株) システムエンジニア、プログラマ 福島県（福島市） 4 JR東日本情報システム システムエンジニア 東京都
5 日本システムウエア(株) ITエンジニア、営業 東京都 5 会津オリンパス(株) 情報技術職 福島県（会津若松市）

6 (株)ＩＳＩＤインターテクノロジー
  ・アプリケーション開発エンジニア　　  ・ＩＴテク
ニカルアーキテクト

東京都 6 アクサ生命保険(株) 総合職 東京都

7 (株)シー・エス・イー システムエンジニア、プログラマ 東京都 7 アドソル日進(株) システムエンジニア 東京都
8 (株)日立ハイテクソリューションズ 営業、設計・開発、システムエンジニア 東京都 8 インフォコム(株) ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、Webｸﾘｴｰﾀｰ、営業 東京都
9 (株)プロトコーポレーション IT技術職 愛知県 9 双日システムズ(株) システムエンジニア、ネットワークエンジニア 東京都

10 (株)　ハイマックス システムエンジニア（SE) 神奈川県 10 (株)ランドコンピュータ システムエンジニア 東京都
11 アイエックス・ナレッジ(株) システムエンジニア・営業 東京都 11 NRIネットコム(株) Web系システムエンジニア、Webディレクター等 東京都
12 (株)システムシェアード システムエンジニア、プログラマ 東京都 12 (株)ステップ システムエンジニア、プログラマ 宮城県
13 富士ソフト(株) 技術職、営業職 神奈川県 13 サン・エム・システム(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都
14 (株)ビッツ システムエンジニア、プログラマ 東京都 14 (株)ミクロスソフトウエア システムエンジニア 神奈川県
15 (株)シャノン エンジニア職 東京都 15 ジスクソフト㈱ システムエンジニア 神奈川県
16 (株)ヒップ ソフトウェア開発技術職 神奈川県 16 (株)　エスエフシー新潟 システムエンジニア、プログラマ 新潟県

17 (株)アテネコンピュータシステム システムエンジニア、プログラマ 東京都 17
パナソニック ソリューションテクノロジー
(株)

システムエンジニア（SI）、システムエンジニア
（開発）

東京都

18 (株)ジャパンテクニカルソフトウェア システムエンジニア 東京都 18 東京エレクトロン デバイス(株) 製品エンジニア(FAE・FE)、設計開発、セールス 神奈川県
19 (株)日立ソリューションズ・クリエイト システムエンジニア、開発 東京都 19 テンプスタッフ・テクノロジー(株) 技術職（IT・機械設計）、営業 東京都

20 ソニーLSIデザイン(株)
半導体デバイス設計・開発、
設計環境構築

神奈川県 20 CEC新潟情報サービス(株)
営業、システムエンジニア、ネットワークエンジ
ニア

新潟県

21 日本ＳＥ(株) ＩＴエンジニア（ＳＥ） 東京都 21 NHNテコラス(株) エンジニア 東京都
22 NSSLCサービス(株) システムエンジニア 東京都 22 (株)　日立物流 LE、IT、営業、現場運営、管理部門 東京都
23 (株)ＳＫ２ システムエンジニア 東京都 23 (株)　モアソンジャパン システムエンジニア、プログラマ 静岡県
24 (株)アイエンター システムエンジニア、プログラマ 東京都 24 (株)ダイキエンジニアリング 組込プログラマ・CADオペレーター 広島県
25 (株)ＳＫＢ システムエンジニア 東京都 25 ラティス・テクノロジー(株) 開発職／技術営業職 東京都
26 ハートランド・データ(株) システム開発エンジニア 栃木県 26 (株)メディックス アカウントプランナー（企画営業職） 東京都

27 株式会社コンピューターシステムハウス システムエンジニア、プログラマ 福島県（郡山市） 27
信越化学工業(株)
【勤務地 ： 信越半導体(株) 白河工場】

システムエンジニア、プログラマ－ 東京都

28 日本ヒューレット･パッカード株式会社 エンジニア、コンサルタント、セールス、HR 東京都 28 (株)会津ラボ プログラマ 福島県（会津若松市）
29 株式会社ベネッセコーポレーション 総合職 岡山県 29 (株)NSソリューションズ東京 システムエンジニア 東京都

30
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミ
ング研究所

システムエンジニア、プログラマ 東京都 30
株式会社アドバンストラフィックシステム
ズ

システムエンジニア、プログラマ 東京都

31 31 トヨタテクニカルディベロップメント株式会 計測制御、知的財産 愛知県

【会津大学】学内合同企業説明会参加企業一覧（2016（平成28）年度卒業・修了学生対象）　※順不同



実施日 参加企業 募集職種 所在地 実施日 参加企業 募集職種 所在地

平成28年 1 (株)ラック
セキュリティコンサルタント・セキュリティアナリス
ト・セキュリティエンジニア　他

東京都 平成28年 1 (株)東日本技術研究所 ソフト開発技術者 茨城県

4月13日 2 ＪＢグループ システムエンジニア、研究開発 東京都 4月15日 2 (株)福島情報処理センター ＳＥ職 福島県（郡山市）

(水） 3 サイバーコム(株)
システムエンジニア、ネットワーク・サーバーエ
ンジニア

神奈川県 (金） 3  (株)ＳＲＡ
システムエンジニア、ネットワークエンジニア、
営業

東京都

4 アイコム(株) 設計技術職（ソフトウェア） 大阪府 4 (株)　学情 事務系・技術系総合職、エリア限定 大阪府
5 ソフトバンク・テクノロジー(株) 総合職(技術職、営業職) 東京都 5 ドコモ・データコム(株) システム開発職・システム運用職 東京都

6 (株)エフコム
システムエンジニア、セールスエンジニア、サー
ビスエンジニア

福島県（郡山市） 6 (株)日立公共システム
システムエンジニア、
営業職（セールスエンジニア）

東京都

7 (株)日本データコントロール システムエンジニア、プログラマ 東京都 7 (株)リオン・ドールコーポレーション 販売職 福島県（会津若松市）
8 (株)メタテクノ システムエンジニア、プログラマ 神奈川県 8 トヨタ情報システム愛知(株) システムエンジニア 愛知県

9 (株)日立ソリューションズ東日本 システムエンジニア 宮城県 9 (株)SRA東北
システムエンジニア、プログラマ、ネットワークエ
ンジニア

宮城県

10 (株)サンソウシステムズ システムエンジニア 東京都 10 富士ゼロックス福島(株) カストマーエンジニア、ソリューション営業 福島県（郡山市）
11 日本精機(株) 製造技術職、設計職、技術開発職、品質保証 新潟県 11 インクリメントＰ（株） 総合職（技術開発・地図制作・営業等） 神奈川県
12 朝日システム(株) システムエンジニア 福島県（福島市） 12 アイビーシー(株) 技術職、開発職 東京都

13 (株)JALインフォテック ITエンジニア 東京都 13 (株)システムサポート
ビジネスエンジニア（システムエンジニア）/ITコ
ンサルタント/インフラ・データベースエンジニア

石川県

14 (株)アイオス システムエンジニア 東京都 14 ウチダエスコ(株) エンジニア職：SE,CE,NE　営業職 東京都
15 (株)アルプス技研 情報系技術職 神奈川県 15 (株) 両毛システムズ 技術職・営業職・事務職 群馬県
16 富士インフォックス・ネット(株) ネットワークエンジニア、システム開発エンジニ 東京都 16 持田製薬(株) MR職、研究職、生産技術職 東京都
17 (株)ネットワーク21 システムエンジニア、プログラマ 東京都 17 (株)インプレス システム開発、インフラ構築 東京都
18 (株)トプコン ソフトウェア設計・開発職 東京都 18 (株)エヌデーデー システムエンジニア 東京都

19 (株)ＳＪＣ
SE・PG、営業職、事務職、
ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｶｽﾀﾏｰｴﾝｼﾞﾆｱ

宮城県 19 関東情報サービス(株) システムエンジニア、プログラマ 茨城県

20 日立ＩＮＳソフトウェア(株) システムエンジニア、ソフトウェア開発エンジニ 神奈川県 20 (株)パスコ システムエンジニア　他 東京都
21 ノバシステム(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都 21 藤森工業(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都
22 (株)ネットマイル システムエンジニア、プログラマー、、Webエンジ 東京都 22 (株)アピリッツ Webエンジニア、ゲームエンジニア 東京都
23 (株)テイ・アイ・シイ 開発検証エンジニア 愛知県 23 (株)ＦＳＫ システムエンジニア、プログラマ 福島県（いわき市）

24
(株)JSOL
（旧：日本総研ソリューションズ）

システムエンジニア、基盤系エンジニア、ＣＡＥ
エンジニア、システム提案営業　等

東京都 24 三栄ハイテックス(株) LSI設計、ソフトウェア開発、ITサービス 静岡県

25 キング通信工業(株)
営業、設計開発（ソフト、ファーム、
ハード）、技術サービス

東京都 25 (株)富士通ビー･エス･シー システムエンジニア 東京都

26 (株)帆風 システムエンジニア 東京都 26 (株)ニッセイコム システムエンジニア 東京都
27 (株)アルファネット ITエンジニア 東京都 27 インターネットウェア(株) システムエンジニア、プログラマ 東京都
28 コムチュア株式会社 システムエンジニア、営業職、管理部門スタッフ 東京都 28 (株)カールビット システムエンジニア、プログラマ 神奈川県

29 株式会社会津タムラ製作所 製造技術 福島県（会津美里町） 29 (株)アイレップ ストラテジスト、アカウントプランナーなど 東京都

30 ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社 品質管理、製造技術、製品評価 福島県（郡山市） 30 (株)レコチョク システムエンジニア 東京都

31 パナソニック株式会社
研究開発、設計開発、生産技術、品質管理、
SE/SI、知財、調達等

大阪府 31 クロス・ヘッド(株) 総合職（SE、営業） 東京都

32
会津富士通セミコンダクターマニュファクチャ
リング株式会社

半導体のプロセスエンジニア 福島県（会津若松市） 32 (株)ジャイロ システムエンジニア、プログラマ 東京都

33 協栄産業(株) システムエンジニア、営業　他 東京都


