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新木産業株式会社

当社は倉庫業、製品品質検査業務、製品運搬業務、
リゾート事業＇天然温泉、レストラン、ホテル（を営む
企業であり、グループ会社において自動車教習事業
を行っています。

○ ○
製品品質検査業務。主にFPD＇フラットパネルディ
スプレイ（に関するオペレーション業務＇品質管理、
機械管理（。

明るく元気で協調性を持って仕事に従事できる人。仕事を通じて自分スキル・
レベルを絶えず向上させようとする意欲のある人。自ら仕事を創り出そうとす
る創造豊かな人。夢と可能性にチャレンジする人。ポルトガル語が堪能な人。

株式会社永昌堂印刷
商業広告の企画デザインによる広告制作代理業務、
オフセット輪転印刷機による総合印刷業務。

営業＇クライアントの販売促進広告計画への参画（
企画デザイン＇ＭＡＣを利用した商業広告物のデザ
イン制作（
必要履修学科：営業＇不問（、企画デザイン＇グラ
フィックデザイン学科（

広告に興味のある学生来たれ！
わたしたちは貴方の斬新なアイデア＇何でもアリ（と若さ溢れるそのパワー＇怖
いもの知らず（を求めています。

株式会社エルアイシー

・賃貸物件の管理・運営・仲介
・各企業・大学との提携による住宅斡旋
・土地・建物の売買および仲介
・ IT関連事業　他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ルームアドバイザー…アパマンショップへご来店さ
れたお客様への物件紹介、ご案内からアフターサ
－ビスなどの業務全般。
制作デザイナー…当社ホームページ、他社クライ
アントホームページの作成・管理・運営から広告デ
ザイン、通信事業全般。

当社は滋賀県内に上戸彩さんでおなじみの「アパマンショップ」を13店舗出店
しています。私達は｢営業｣ではなく「ルームアドバイザー」と名乗っています。
なぜなら「お客様が本当に気に入っていただけるお部屋探しに真摯に向き合
いたい」という思いがあるからです。私たち採用担当が会いたい学生さんは
「元気で明るく素直な方」です。例えば貴重な学生生活で勉強でもクラブ活動
でもバイトでも何かに打ち込んで一生懸命取り組んでいたというひたむきな
方。楽しいことが大好きで、自分から楽しいことを発見したり、周りを楽しませ
たりできる笑顔の素敵な方。家族や友達を大切にできる方です。不動産知識
は入社後に習得していただきますのでご安心ください。

株式会社奥田工務店
事業所ビル・マンション・工場・個人住宅・道路整備等
の調査企画から、設計・リフォームの相談など、あら
ゆる建設工事を請け負う総合建設業及び不動産業

○ ○ ○ ○
現場施工管理技術者・・・1名
営業・・・1名

当社の取り扱い建設業は土木工事・建設工事・大工工事・どび土工工事・屋
根工事・舗装工事・内装仕上げ工事の7種を取り扱いし、1級建築士をはじめと
する国家資格者及び管理技術者の有資格者は60名以上に達し、毎年全員が
新たな資格取得の挑戦を意欲的におこなっています。

喜楽鉱業株式会社
喜楽鉱業㈱は地球上の油系廃棄物の無害化と法に
遵じた適正処理を実践し、その有効利用により世に
益することを使命と考え、日々行動しています。

○ ○ 営業職、技術職

「君は何のために働くのか？」・・・【人間、誰にでも生まれてきたからには役割
があります。その役割を実現するために働く。一生懸命働けば、世の中に貢
献できる人間になれる。貢献するということは自分の役割に徹するというこ
と。】という喜楽鉱業哲学に同意していただける学生さんにご応募いただきた
い。

甲賀高分子株式会社
プラスチックなどの高分子素材を中心とする包装用・
工業用製品の設備開発、製造および販売をする”高
分子素材のハード＆ソフトメーカー”です。

○ ○ ○

総合営業職：ユーザー＇主にメーカー（に対する企
画、提案販売
総合事務職：営業事務、営業支援事務、総務・経
理事務

「産業の育成を通して地方の時代を創造する」。この理念のもと、当社は設立
以来｢高分子素材のハード＆ソフトメーカー」と位置づけ、企画提案型のシンク
タンク企業として常にプラス成長を遂げてきました。そしてこの実績をさらに伸
ばし、地域の活性化に貢献できるリーディングカンパニーをめざします。明るく
元気な方、行動力のある方、一緒に夢を実現しましょう。

株式会社サンファミリー
業務請負、人材派遣、紹介派遣、外国人人材サービ
ス

○ ○ ○ ○ ○
営業：既在の顧客管理、新規顧客開拓　等
現場管理者：当社請負現場の生産管理、品質管
理、勤怠管理等

創業以来”育てる”をモットーに会社運営を行っている1990年創業の元気みな
ぎる組織です。頑張れる組織、一人一人が企業経営に参画出来るような体制
を願って頑張った人には報われる組織を造れる若い力を待ってます。

滋賀ＴＣＭ株式会社
ＴＣＭ、クボタ、日立建機の滋賀県特約販売店
産業車両＇フォークリフト（、物流システム、
建設車両の販売

○
営業職。産業車両、物流システムの販売を滋賀県
下4拠点で行っています。

国産第一号のフォークリフト製造メーカーであるＴＣＭ製品、クボタ、日立建機
製品の販売、サービスを滋賀県下一円にネットワーク化し、親切、親身な対応
をモットーにお客様第一に行っています。近江八幡市にＴＣＭ滋賀工場及び部
品センターがあり、地元ディーラーとして順調に業績を伸ばしております。

株式会社スズキ自販滋賀
スズキ株式会社100％出資の滋賀県代理店です。ス
ズキ四輪車＇ワゴンＲ，スイフト等（をお客様へ販売す
ると共にアフターサービス行います。

○ ○ ○

営業職＇主に2種類あります（
業販営業・・・特約販売店への卸売販売を行いま
す。
直販営業・・・店頭による接客応対、顧客のフォ
ローを　通して販売に結びつけます。

「SUZUKI」はコンパクトカーで確たるブランドですが、それだけで仕事できるほ
ど甘い仕事ではありません。「個」の力をいかに伸ばしてゆくか、お客さまとの
「絆」を深めることができるかが問われます。今のあなたの資質がそこまで及
ばなくてもそうありたいと願う思いがあれば、生き抜ける世界です。ご理解いた
だけるまでお話します。その上で、自分に合うか合わないか判断できると思い
ます。

トヨタカローラ滋賀株式会社 車の販売とリース、車の点検・整備、各種保険の販売 ○ ○ 営業職＇販売（、事務職＇店舗事務（

当社は全国トヨタ販売会社290社の中の1社で、湖国滋賀をその商圏としてい
ます。カローラ、ノア、パッソ、プリウス等々、取扱い車種の優位性を販売方針
により県内で一番沢山のお客様に販売し、カーライフ全般のコンサルティング
をお任せいただいています。クルマと人との出会いに興味のある方、ぜひ当
社に。

環びわこ大学･地域コンソーシアム主催　合同企業説明会(湖北会場)参加企業概要一覧  ※９月２５日現在

社名 事業内容
ブース
ナンバー

募集職種 学生へのメッセージ
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環びわこ大学･地域コンソーシアム主催　合同企業説明会(湖北会場)参加企業概要一覧  ※９月２５日現在

社名 事業内容
ブース
ナンバー

募集職種 学生へのメッセージ

ドリームフーズ株式会社

1.飲食店の経営
2.フランチャイズシステムによる飲食店の加盟店の募
集及び加盟店の指導
3.食品の加工、製造、販売及び輸出入
4.インターネットを含むコンピュータネットワークシステ
ム及びコンピュータシステムの設計、開発、販売、運
営、保守及びコンサルティング

○ ○ ○ ○ ○ ○
営業管理職＇マネージャー（候補
☆将来、当社の幹部となる人材を募集しています。

目標を達成するために一生懸命努力すること。自分の役割を理解し、積極的
に行動すること。多くの人に思いやりを持って行動すること。そんなことができ
る、もしくはそんな自分になりたいと思っている人。ぜひ一度当社のブースに
足を運んでください。

ナニワトイシ株式会社 研削砥石及び関連材料、ダイヤモンド工具の製造 ○ ○ ○ ○
理系：技術総合職＇大学卒（
文系：事務職＇大学卒、短大卒（

新しいことにチャレンジし、意欲的な人を求めます。
当社の説明：弊社は研削砥石および関連材料、ダイヤモンド工具などの生産
から販売までを一貫体制でおこなうナニワ研磨工業株式会社の製造グループ
です。ナニワ研磨工業株式会社は創業以来「研ぐ・切る・削る・磨く・あける・彫
る」という分野のリーディングカンパニーとして墓石や包丁などの砥石メーカー
ではトップシェアを誇る優良企業です。弊社はそのナニワ研磨工業株式会社
の研磨関連製品のほぼ全てを製造しています。

株式会社西日本技術コンサルタント

・上下水道施設の計画・設計
・自然環境・生活環境の調査
・水質・土壌・大気・騒音の測定、
　分析等の計量証明事業

○ ○ ○
上下水道施設の設計
＇調査、計画、設計、工事監理、維持管理、経営診
断（

仕事をやり遂げる責任感や顧客とのコミュニケーション力を重視したいです。
また、各種資格取得に向けた向上心のある方を期待します。
弊社ホームページ上に全社員が日替わりでブログの書き込みをしています。

ハヤミ工業株式会社
ハイテク繊維を使用した高性能ロープ、端末加工の
製造販売を行っています。また、あらゆるニーズに合
致した携帯ストラップ等の製造販売を行っています。

○ 品質管理、及び開発 やる気、チャレンジ精神、創造性豊かな人材を希望します。

株式会社ヤマカワ
携帯電話・通信機器等の販売＇ドコモショップ運営（
法人向回線、通信システムのコンサルティング営業

○ ○ ○ ○ 法人営業、ショップスタッフ

当社は、学力や成績で選考しません。第一に社会人として基礎力を持った人
を望みます。あいさつ、マナー、身だしなみ・・・。当たり前のことが当たり前に
できる人を求めます。そして、最も大切なことは、目的意識を持っている人。自
分自身を向上させようと最上志向のある人です。会社というコミュニティーの
中で最大限に自分自身の力を発揮し成長し続ける人を望みます。社員が会
社とともに」成長することを心から願っています。

ユニプラス滋賀株式会社

当社グループはプラスチック素材＇特にモノフィラメン
ト（の開発、製造、販売、原子製造のために必要な製
造機器まで一貫に手がける素材メーカーで弊社へ開
発及び製造を担当しています。

○ ○

主力商材のモノフィラメントを中心とした新素材樹
脂の使用用途の研究、開発、OEM商品に関する取
引先、メーカーとの技術施策や打ち合わせ、不具
合商品があった場合の顧客への説明・クレーム対
＇分析)etc

弊社はグループ企業内に2製造機器から製品の開発、製造、販売まで一貫し
て手がけることにより他社では真似できないハードとソフトの両面から独自技
術でアプローチし、スピード感を持って挑戦できる上、大手合繊メーカーから
のＯＥＭ商品にも技術、設備面において柔軟に対応することが可能で、業界
でもトップシェアを誇っています。情報社会の発展に伴い、業務内容は日々国
際化しており、自発的で意欲のある人材を求めます。＇海外出張もあり（

ライトケミカル工業株式会社

当社は30基以上の反応釜を持ち、多品種少量生産
をしている受託専門の化学会社です。お客様の開発
された試作品を当社の設備に合わせたトレースを行
い、製品化へと対応します。

○ ○ ○ ○

＇技術・生産技術職（
1.新規受託案件の取引先との打ち合わせ、調整
2.ﾗﾎﾞでのトレース実験、ラボスケールから工場
　生産設備へのスケールアップ
＇事務・製造に関する職種（
1.管理事務
2.製造事務
3.生産オペレーター

受託専門の化学会社です。受注のほとんどは大手企業であり、年間売り上げ
40億円で今後大きく成長する可能性がある企業です。化学＇有機化学、高分
子化学、化学工学、分析化学（が好きな方、大歓迎。健康で明るい人。人と接
することが好きな人。何にでも興味を持って前向きに挑戦できる人。

株式会社渡辺工業

金属製品の塗料を中心として板金、加工、塗装、仕
組までの一貫生産をし、あらゆる塗装仕様や短納期
多品種少量生産とお客様のご要望に対応できる塗装
ラインが多数あり。

○ ○ 生産技術

当社の創業は昭和5年と歴史は古く、長年の技能と技術の蓄積によりお客様
にご満足いただける商品を提供し「お客様に愛される企業」を目指しておりま
す。また、当社理念として社員一人一人が目標を共有し、働きがいのある会
社を目指し、自然環境とより良い暮らしを守るため、環境への負荷低減に努
めております。共に新たな時代に向けて渡辺らしさを創造していきましょう。
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