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
社名

事業内容

滋賀トヨタ自動車株式会社

センチュリー・クラウン・サイ・アリオン・プリウス・ポル
テ・サクシード・アイシス・エスティマ・ランドクルー
ザー・ＦＪクルーザー・商用車などの新車販売、各種
中古車販売、レクサス車、ＶＷ車販売、自動車整備・
修理・鈑金・塗装、保険、通信業務を行う自動車総合
商社

綜合警備保障株式会社

各種セキュリティサービス及びセキュリティシステム
の企画・開発・販売を全国ネットで展開しています。

文系 文系 理工 理工
Uﾀｰﾝ
短大生 留学生
学部 大学院 学部 大学院
Iﾀｰﾝ

○

○

エリア
限定

○

○

○

障がい
者

募集職種

学生へのメッセージ

・営業スタッフ職＇担当地区内において自動車販売
の促進・フォローを行う（
・システム技術職＇自動車販売の促進・フォローを
経験し、その後、システム管理業務・経理業務等、
本部にて店舗スタッフサポート業務を行う（

【特徴】「トヨタ車・レクサス車・ＶＷ車」の販売、修理、メンテナンスをしていま
す。69年の歴史を持つ歴史ある企業です。研修専用施設「ＴＥＣＮＯ研修セン
ター」があり、各種社内研修に使用しています。
【求める人物像】元気と笑顔ある方を求めています。また、パソコンが得意な
方、興味のある方の応募をお待ちしています。

企画職、経理職、研究・開発職＇Ｒ＆Ｄ（
・・・東京本社勤務

○

営業職、技術職・・・近畿及び全国の事業所勤務

株式会社イチバン・コーポレーション

株式会社イチバン・コーポレーション
①パチンコホール運営 ②不動産管理
石原産業株式会社
①飲食店経営 ②ＦＣ事業 ③カラオケ店経営
④不動産管理

トランプのトップメーカーとして、商品企画から販売ま
で自社で一貫して行っています。トランプの国内占有
エンゼルプレイングカード製造株式会社
率トップに止まらず、国際的にも屈指のメーカーとして
世界規模で確固たるシェアを築いています。

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ーネットワークシ
ステムの設計、開発、販売、運営、保守及びコン
サルティング

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
ズキ四輪車と電動車両を滋賀県にて販売、アフター
サービスを行います。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

店舗運営管理職
・店舗マネージャー＇キャリア社員、レギュラー社
員（
・幹部候補＇キャリア社員、レギュラー社員（

求める人物像 ①明るく元気で笑顔のできる素直な人 ②人より先に自分か
ら挨拶のできる人 ③夢とやる気のある人 ④声が大きい人
当社は人物本位の採用を行っています。何か特別な資格が必要なわけで
はありません。経験も不要です。仲間としてお迎えしたいのは、「お客様に喜
んで頂ける店」を作るために考え、行動できる方です。一緒に「お客様に喜ん
で頂ける店」を作りましょう。

製造技能職・・・トランプの印刷・加工・包装のマシ
ンオペレーション

当社は顧客満足を第一とし、トランプの製造技術の改良に努めています。独
自の技術を駆使し、世界トップクラスの高品質を追求し続け、究極のものづく
り工場を目指して全員一丸となって挑戦し続けている企業です。また、物事の
本質にたどり着くまで決して妥協せずに真面目に最後まで取り組み、トップレ
ベルの品質、ものづくりにこだわり続けています。エンゼルの社員として、世界
トップクオリティーのトランプを一緒に造りませんか。

○

・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
営業管理職＇ＳＶ（候補
・多くの人に思いやりを持って行動すること
☆将来、当社の幹部となる人材を募集しています。
そんな行動ができる、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！

○

営業職
・業販・・・ルートセールスです。
・直販・・・ショールーム中心の体制です。

当社のブースでは、会社の説明はほとんど話しません。私達の仕事の中身に
ついてお話しします。世間から「しんどい仕事」の代表のように思われているこ
の仕事がどんなものなのかお話しします。お待ちしております。

技術系社員＇幹部候補、生産管理、生産技術素材
常に前向きなチャレンジ精神に富む人材を求める。
管理、品質管理（

桃栄金属工業株式会社

建設鉱山機械部品の加工、組立

株式会社サンファミリー

業務請負、人材派遣

○

○

電気機器製造業＇産業用電子基板の設計～試作～
実装～評価、太陽光発電用セル製造、高密度実装、
光通信用中継器電子部品など（

○

○

○

中小企業の特長を生かして、電気、電子、機械の知識を生かせます。また将
技術系総合職＇生産管理・設備部材管理、改善活
来の管理職候補として職場のリーダーとしての資質をお持ちの方を求めてい
動など工場での製造や管理監督者を目指して活
ます。
動します（
文系の方も相談可。海外子会社もあります。

ホテル業
びわ湖畔のリゾート＆シティーホテル
ブライダル・宿泊・宴会・レストラン＇和・洋・中（

○

○

○

ホテル業務全般
＇サービス・営業・企画プランニング（

ワボウ電子株式会社

北ビワコホテルグラツィエ
株式会社住文

○

○

○

電気、ガス、水道…そしてセキュリティ。いまやセキュリティ産業は社会インフ
ラの一部となりつつあります。ＡＬＳＯＫ綜合警備保障は最新のテクノロジーと
圧倒的なマンパワーで日本の安心、安全を見守り続けてきました。今後は海
外進出している日本企業のセキュリティニーズに応えるべく、海外への展開も
積極的に対応していきます。

○

営業職、請負現場の管理者
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当社は、滋賀県及び岐阜県にて人材サービスを提供している会社です。お客
様の声にスピードとスマイルでお応えできる会社を目指しており、明るく行動
力のある社員を求めております。

イタリアの街「ヴェローナ」の美しくおだやかな感性が散りばめられた湖畔の
「隠れ家」～北ビワコホテルグラツィエ～
詳しくは、ホームページをご覧下さい。
http://www.k-grazie.co.jp

ブース
ナンバー

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
社名

大津コンピュータ株式会社

株式会社永昌堂印刷

日産プリンス滋賀販売株式会社

事業内容

情報処理サービス全般
・システム開発 ・システムコンサルティング
・システム運用管理 ・技術者派遣 ・データエント
リー

文系 文系 理工 理工
Uﾀｰﾝ
短大生 留学生
学部 大学院 学部 大学院
Iﾀｰﾝ

○

○

○

○

エリア
限定

･プログラマー、システムエンジニア
・オペレータ＇運用管理（

○

学生へのメッセージ

滋賀県＇大津市（から全国展開しているＩＴ企業です。点字名刺の採用やレイク
パピルスの使用などＣＳＲ活動にも力を入れています。自分に合った「目標設
定」が出来る方。失敗を恐れずチャレンジ意欲のある方を求めます。また、お
客様と接する機会が多い職場になるので、コミュニケーション能力を必要とし
ます。

営業部門＇クライアントの商業広告制作計画への 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＇コ
参画業務（
ワいもの知らず（を求めています。
企画デザイン部門＇商業広告の企画立案及びデザ
イン・Ｍａｃ編集（
※企画デザイン＇グラフィックデザイン関連学科必須（

商業広告の企画・デザイン等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

・日産自動車、ルノー車の新車販売および整備
・中古車販売
・損害保険、生命保険の業務全般

募集職種

障がい
者

○

○

求める人財 “お客様に「ありがとう！」と言われるのが好きな人”
１．社交性・・・良好な人間関係を築き
２．誠実性・・・誠意を持って、真摯に取り組み
３．貢献 ・・・人の役に立ちたい人

○

営業職

○

当社は上戸彩さんでおなじみの「アパマンショップ」を滋賀県内に13店舗出店
ルームアドバイザー：アパマンショップへご来店さ しています。進学・就職・転勤・結婚など「引越しは転機の瞬間」私たちと一緒
れたお客様の物件紹介～案内～契約までの業務 にお客様の転機の瞬間に立ち会いませんか？お客様からの「ありがとう」と心
全般からアフターサービスまで。
から言ってもらえた感動はやりがいになります。私たちは素直な心と謙虚な気
持ちと前向きな姿勢で日々進化できる人を求めています。

株式会社エルアイシー

賃貸マンション・アパート等の紹介業務、管理業務。
不動産売買の仲介業務。増改築リフォーム業、他。

○

滋賀トヨペット株式会社

トヨタ車販売、レクサス車販売、Ｖ-ｃａｒ販売・買取、自
動車整備、損害保険代理店業務、ＫＤＤＩ代理店業
務、自動車関連商品販売

○

○

営業スタッフ、店舗・事務スタッフ

滋賀観光バス株式会社

貸切観光バス、旅行業

○

○

当社は、滋賀交通グループの一社であり、観光バス・旅行業部門を担当して
営業職＇観光バスを使った団体旅行のプラン作成・ いる会社です。長浜・彦根・八日市・甲西・水口・信楽・守山・大津に営業所が
ツアー広告の作成・団体客への交渉及び添乗（
あり、それぞれの場所で営業活動をしています。活発で明るい人物を求めて
います。

○

製造管理・商品開発

京滋の学生さんとコラボし、お弁当を創りました。～現在販売中！～
食に関心のある学生の皆さん、我社であなたの想いを形にして下さい。

営業

～木と人のあいだに幸せを願って～
弊社は地域密着型企業としての利点を生かし、「バリアフリー・高齢者住宅」
「健康住宅」「省エネ住宅」など「多種多様な建築物」への資材を供給サポート
しております。
住宅や商店舗を創るためのあらゆるサポートをしてみたいと思っている人。こ
だわりやポリシーを持ち続けたいと考えている人。そして規模は小さくても自
分の情熱をかけられる会社と仕事を探している人。
私達はそんな人材を求めています。

①注文住宅営業職
②技術職＇設計・施工管理（

当社が求める人材要件は以下の通りです。
全職種 ・環境の変化に敏感に反応、対応できる人
・諦めることなく、目標達成へ向けて努力できる人
・情熱をもって、お客様の夢の実現をお手伝いできる人
※技術系職種におきましては、追加要件を明記します。
・既成概念にとらわれず、柔軟な対応ができる人
・何事にも興味を持ち、創意工夫ができる人
・豊かな発想を持ち、お客様の夢の実現をお手伝いできる人

株式会社ベストーネ

株式会社スンエン

エス・バイ・エル株式会社

平和堂グループの食品工場として、平成３年に創立。
お客様に ①安全な商品 ②美味しい商品 ③新鮮
な商品 ④環境にやさしい商品 ⑤お値打ちな商品
をお届けするため、グループならではの食材流通メ
リットを活用して豊かな食文化の提案を行っていま
す。

プレカット加工・新建材・住宅機器の卸売
製材品・国産原木市場

住宅メーカー

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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若手社員が活躍する現場で、活々と働きませんか？興味のある方は是非
ブースにお越し下さい！！

ブース
ナンバー

