
大学等就職マッチングフェア2022　求人一覧表 【午後の部】

ブース

No.
事業所名 求人番号 職種名 ホームページURL 求人数 就業場所

1 株式会社ナスカコンピュータ 01010-00068628 プログラマ及びシステムエンジニア https://www.nazcacomputer.com/ 5 北海道札幌市

2 医療法人重仁会 01230-00136828 事務員（限定正職員） http://www.ohyachi-hp.or.jp/ 1 札幌市厚別区青葉町６丁目１番２９号


3 株式会社道東アークス 01050-11128 総合販売職 http://www.arcs-g.co.jp/group/doutou_arcs/ 5 北見市、網走市、美幌町、斜里町

4 モダグループ　茂田石油株式会社 01030-22828 総合職 https://www.moda.co.jp/ 3
北海道旭川市（全道各地事業所、勤務地は希望に応じま

す。当社HP参照、転勤はありません）

01010-77228 ｲﾝﾃﾘｱ資材営業 3 北海道札幌市

01010-79828 ｲﾝﾃﾘｱ資材営業 2 北海道苫小牧市

01010-207128 ｲﾝﾃﾘｱ資材営業 2 北海道旭川市

6 有限会社ホテルテトラ 01010-00157228 ホテル業務 http://www.e-tetora.com/ 10 北海道札幌市

7 札幌ボデー工業株式会社 01010-24728 車体製造・車体設計 https://www.sapporo-body.co.jp/ 2 札幌市西区発寒十五条13丁目4番60号


01040-62428 営業職 4 北海道帯広市ほか５事業所のいずれか

01040-61328 営業事務職 1 北海道帯広市・北海道江別市

01040-60928 商品管理職（事務職） 2 北海道帯広市ほか５事業所のいずれか

01040-59028 総務経理事務職 帯広市

01040-58828 技術職 帯広市

9 株式会社　北海道産地直送センター 01230-48528 販売促進スタッフ（コールセンター業務全般） https://www.h-scc.jp/ 7 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４番１号

10 日軽松尾株式会社苫小牧工場 0119-19528 総合職 https://group.nikkeikin.co.jp/mat/ 2 北海道苫小牧市

11 小柳協同株式会社 01010-40428 営業 http://www.koyanagi-kyoudou.co.jp/ 3 帯広市・北見市・旭川市・滝川市・函館市・倶知安町

12 旭川トヨタ自動車株式会社 01030-19428 営業職 https://www.asahikawatoyota.jp/ 5 旭川本社及び各店（稚内市、網走市、北見市他）

13 株式会社  山田組 01010-25628 土木施工管理技術者(現場施工) https://www.yamada-gumi.co.jp/ 2 北海道札幌市中央区大通西14丁目1番地  山田ビル8F

01010-38028 介護職員 2 札幌市南区石山933番地3

01010-37828 介護職員 2 札幌市南区石山932番地3

http://hapinisu.com/

https://nagata-kami.net/

社会福祉法人　北海道ハピニス

株式会社 角長 長田紙店

株式会社カルテック http://www.kaltech.co.jp/
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15 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社 01240-54428 警備職、技術職 http://www.hokkaido.alsok.co.jp/ 14 札幌市及び北海道全域

01240-26028 ソフトウェア開発職 7 東京都墨田区、又は、北海道札幌市

01240-28928 WEBデザイナー職 1 東京都墨田区、又は、北海道札幌市

01240-29328 研究職 1 東京都墨田区、又は、北海道札幌市

17 株式会社ムラタ　メガネのプリンス 01230- 188028 販売スタッフ http://www.mega-pri.co.jp/ 10 （札幌・旭川・函館・釧路・室 蘭・北見他）又は沖縄

01230-167628 セールス職（札幌市、石狩市） 2 札幌市、石狩市内５営業所のいずれか

01230-160828
自動車用タイヤ及び自動車関連用品のメンテナンス

サービス・販売(札幌市、北広島市)
1 札幌市、北広島市の計２店舗のいずれか


01230-158728 タイヤ等自動車用品の販売およびピット作業(札幌市内) 2 札幌市内１５店舗のいずれか

01010-118028 エリア総合職 2 札幌市中央区北2条東19丁目11-2

01010-121728 介護職 9 札幌市中央区北2条東19丁目11-2

01010-119128 生活相談員 2 札幌市中央区北2条東19丁目11-2

20 日糧製パン株式会社 01230-84328 総合職 http://www.nichiryo-pan.co.jp/ 5 北海道（札幌市・釧路市・函館市）

21 ニセコバス株式会社 01131- 5928 バス運転手 https://nisekobus.wixsite.com/3 ニセコ町、岩内町、小樽市

01230-00102528 モーターサイクルスポーツ用品の店頭販売 2 北海道札幌市

01230-00103828 四輪営業 2 北海道札幌市

01230-00105128 経理事務又は営業事務（二輪又は四輪担当） 2 北海道札幌市

23 株式会社ホクレン商事 01240- 102628 総合職 http://www.hokurenshoji.co.jp/index.html 5 全道５４店舗いずれか

24 東光薬品工業株式会社　釧路工場 01090-67028 製造部門、品質管理部門・品質保証部門 http://www.medicine.co.jp/toko/profile.php 5 北海道釧路市


25 株式会社三ッ星レストランシステム 札幌支社 01230-11728 店舗運営管理職 http://www.mitsuboshi.net/ 10 北海道札幌市内13店舗のいずれか

26 株式会社テックサプライ 01240-00101728 総合職 https://www.tec-supply.jp/ 1 札幌市

01110-11628 金融営業事務 8 本店又は支店８店舗

空知商工信用組合 https://www.sorachi.shinkumi.jp/

https://www.forestec.co.jp/16 株式会社フォレステック

19 社会福祉法人湖星会北海道事業部 http://koseikai-star.com/

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

北海道エリア
https://www.bridgestone.co.jp/group/btsj/

27

18

http://www.auto-land.co.jp/株式会社　オートランド札幌22
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01110-12228 金融営業事務 8 本店又は支店８店舗

28 株式会社北央情報サービス 01010-115228 ソフトウェアの開発・設計 https://www.hokuoh-js.co.jp/ 5 札幌市

29 北札幌電設株式会社 01240-45328 電気工事技術員 http://www.kitasatsu.co.jp/index.html 3 北海道札幌市

01040-00016828 【総合職】販売職 10 北海道札幌市

01040-00024828 【地域限定職】販売職 5 北海道帯広市（十勝管内）

31 日本クリエイティブシステム株式会社 01010-00055128
技術職（プログラマ／システムエンジニア／ ネット

ワークエンジニア）
http://www.tokyojcs.com/ 10 東京都千代田区

32 株式会社宮田自動車商会 01010-105628 得意先への補修部品の販売や提案営業 https://mcmiyata.co.jp/ 6
札幌市、苫小牧市、江別市、岩見沢市、千歳市、恵庭市、

小樽市の各営業所、物流センター

33 株式会社リビングプラットフォームケア 01010-220528 介護 https://www.living-platform.com/ 5 北海道札幌市

34 東旭川農業協同組合 01030-46228 事務・業務職 http://www.ja-higashiasahikawa.net/ 3 北海道旭川市


35 藤光鋼材株式会社 01010-151128 営業職 http://www.fujimitsu-steel.co.jp/ 2 北海道札幌市


01230-75928 介護職（介護資格未取得者） 15 北海道札幌市

01230-72828 相談員職 5 北海道札幌市


01230-70228 リハビリ職（理学療法士・作業療法士） 5 北海道札幌市

01230-42928 営業職 3 札幌市白石区または夕張郡栗山町


01230-41128 営業職 3 札幌市白石区または夕張郡栗山町


01230-43328 ガソリンスタンド販売員（ＳＳ） 3 夕張郡栗山町・空知郡南幌町・岩見沢市


38 北海道ベンディング株式会社 01240-93928 自動販売機のオペレーション担当 https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/company/group.html 5 北海道札幌市東区、北海道札幌市清田区、北海道札幌市西区

01230-95628 住宅建築技術職 2 札幌市豊平区水車町5丁目10‐10

01230-96228 営業職 2 札幌市豊平区水車町5丁目10‐10


40 株式会社ゼネット 13090-00143128 プログラマ https://www.zenet-web.co.jp/ 1 北海道札幌市

01010-49328 営業 1 札幌市中央区南１条西１２丁目


空知商工信用組合 https://www.sorachi.shinkumi.jp/

株式会社小林本店 http://kobayashi-honten.co.jp/

https://hokkaido-fujisash.co.jp/北海道不二サッシ株式会社

社会福祉法人　ノテ福祉会36 https://www.note.or.jp/

イワクラホーム株式会社 https://www.iwakura-home.co.jp/39
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30 株式会社NKインターナショナル https://nkinter.co.jp/
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01010-48928 設計職 1 札幌市中央区南１条西１２丁目

01010-76628 営業事務 1 札幌市中央区南１条西１２丁目

42 株式会社北日本オートバックス 01230-121128 店内販売・自動車整備 https://kitanihon-autobacs.com/ 10
札幌市・小樽市・石狩市・恵庭市・千歳市・旭川市・ 函館市・室蘭市・苫

小牧市・江別市・岩見沢市・滝川市・名寄市・ 稚内市・新ひだか町

43 ㈱北海道畜産公社（ホクレングループ） 01010-228628 食肉処理加工 https://tikusan.securesite.jp/saiyou/ 5 早来工場　・函館工場　・上川工場　・十勝工場　・北見工場


01230-00180928
 接客スタッフ 5 北海道内

01230-00169528 ガソリンスタンドスタッフ 5 札幌市、江別市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、小樽市の各店舗

45 丹羽建設株式会社　札幌本店 01010-234428 建設技術員（現場代理人） http://www.niwakensetu.com/ 2 北海道札幌市　札幌近隣工事現場

46 株式会社三協システム 01230-185228 営業販売員 https://www.san-gp.com/ 2 札幌市白石区菊水3条４丁目2

01240-00070728 商品開発業務 2 札幌市

01240-00067028 総合製造職 2 札幌市

01240-00069928 営業サービス業務・営業所スタッフ 2 札幌市、広尾郡大樹町、河東郡士幌町

48 札樽自動車運輸株式会社 01010-00060528 総合職 https://www.sasson.co.jp/ 4 北海道札幌市

49 株式会社　北海道総合技術研究所 01010-43228 プログラマー、システムエンジニア http://www.hit-giken.jp/ 4 北海道札幌市


01010-00235728 営業 1 北海道札幌市

01010- 239828 現業職 1 道内各地(石狩市、札幌市西区、苫小牧市)

https://www.suzuki-shokai.co.jp/株式会社鈴木商会50

https://hokkaido-fujisash.co.jp/北海道不二サッシ株式会社41

https://www.aix-group.co.jp/about/44 株式会社アイックス

47 株式会社土谷製作所 http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp/
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