札幌市 平成28年度札幌ＵＩターン就職センター 事業

札幌UIターン就職支援業務
（本事業は札幌市より株式会社パソナが運営を受託しています。）
（本事業は株式会社パソナが札幌市より受託し行っている事業です。）

札幌市主催

学生･社会人向け

さっぽろ

日
10:00～16:00

就職直結セミナー&
合同企業説明会
予約制

参加無料

入退場自由

(最終入場 15:30)

服装自由

履歴書不要

第1部：就職直結セミナー
10:00～12:00
第2部：合同企業説明会
12:00～16:00

ＵＩターン採用に積極的な
札幌企業が東京に集結！

36

ＩＴ
放送
通信

社

による企業説明会（社会人・学生）

第1部：就職直結セミナー（事前予約制）
魅力的な企業の見つけ方と就職活動の心得

第2部：合同企業説明会 （事前予約制）
個別ブース形式（札幌企業担当者から直接話を聞けます）
＜対象＞
札幌市や北海道にUIターン就職したい学生・社会人
※第1部のみ参加、第2部のみ参加も可能
詳細は https://www.sapporo-ui.com/ をご確認下さい

企業ブース

第2部の合同企業説明会では
スタンプラリーを実施します！
企業ブースを『４社以上』訪問して
スタンプを集めた方に札幌UIターン
就職センターオリジナルデザインの

ワンプッシュ真空ステンレスボトル
又は

札幌銘菓 をプレゼント！

企業資料コーナー

会場

TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
第1部：カンファレンスルーム210
第2部：ホール 6A

東京都中央区八重洲1-2-16TGビルディング
Tel 03-3510-9123

お問合せ

札幌ＵＩターン就職センター
E-mail info@sapporo-uinavi.jp
Web
https://www.sapporo-ui.com/
Tel
03-6734-1052 ※日月祝を除く（10:00～18:00）

【主催】 札幌市

さっぽろ市
02-H03-19-522
31-2-436

【運営】 株式会社パソナ

予約はこちら

札幌市役所ブース

参加企業
NO. 企業名

（会場：TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター）

業種

募集職種（新卒）

募集職種（中途）

1 株式会社アイティ・コミュニケーションズ

情報処理サービス業

コールセンタースタッフ

コールセンタースタッフ、SE、一般事務他

2 株式会社アルファ水工コンサルタンツ

建設コンサルタント

建設コンサルタント、SE、情報処理職

建設コンサルタント、SE、情報処理職

3 株式会社井上技研

建設業

建築施工管理

建築施工管理、総務・経理事務

4 株式会社岩崎

技術商社

営業職、技術職

なし

5 株式会社STVラジオ

放送業

総合職

総合職

6 株式会社エッセ

不動産業

総合職

企画営業（売買・賃貸）、不動産管理

7 株式会社NTT東日本-北海道

IT通信業

コンサルティング営業職、SE

コンサルティング営業職、SE

8 株式会社カナモト

建設機械のレンタル

営業職、技術職

営業職、技術職

9 株式会社キットアライブ

ITコンサルティング

WEB開発エンジニア

WEB開発エンジニア

10 株式会社きのとや

洋菓子製造販売

販売職、製造職

販売職、製造職

11 株式会社クラブメッド

ホテル業

ﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ（料飲、宿泊、ﾚｼﾞｬｰ）

ﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ（料飲、宿泊、ﾚｼﾞｬｰ）、管理

12 国分北海道株式会社

酒類食品卸売業

総合職

なし

13 株式会社札幌進学プラザ

サービス業（教育）

教室運営、生徒指導・教務指導

教室運営、生徒指導・教務指導

14 ＪＲ北海道ホテルズ株式会社

ホテル経営・運営

ホテルサービス（宿泊・料飲）

フロント、宿泊予約、料飲サービス

15 ジーエムラボ株式会社

情報サービス

プログラマー、地下水解析技術者

プログラマー、地下水解析技術者

16 システムディ北海道株式会社

ソフトウェア開発

プログラマー、SE

プログラマー、SE

17 大丸株式会社

商社

総合職

営業、営業事務、経理事務他

18 田中商事株式会社

商社

営業職(法人向けルート)

営業職(法人向けルート)

19 株式会社土谷製作所

製造業

製造職、営業職（営業所スタッフ含）

開発職（IT技術者）

20 株式会社土屋ホーム

建設業

営業、設計、技術、管理（一般事務） 営業、設計、技術、管理（一般事務）

21 株式会社two.seven

医療介護・フィットネス

運動系総合職・リハビリ職・介護職

運動系総合職・リハビリ職・介護職・看護職

22 東京コンピュータサービス株式会社

情報通信業

SE

SE、プロジェクトリーダー、サブリーダー

23 日糧製パン株式会社

食品製造業

総合職

製造、営業、システム管理者他

24 株式会社Birth47

サービス業

住宅リフォーム、スポーツ、教育他

住宅リフォーム、スポーツ、教育他

25 不二建設株式会社

建設業

土木・舗装工事における施工管理職

土木・舗装工事における施工管理職

26 北都システム株式会社

ソフトウェア設計・開発 エンジニア（開発・導入・支援・提案）

エンジニア（組込・医療・業務系）

27 北雄ラッキー株式会社

小売業

総合職

販売職

28 株式会社北海道アルバイト情報社

人材サービス業

営業、システム開発

なし

29 北海道イシダ株式会社

計量包装機械卸売業 営業、技術職、SE

営業、技術職、SE

30 株式会社北海道総合技術研究所

ソフトウェア開発

プログラマー、SE（流通・組込系等）

プログラマー、SE（流通・組込系等）

31 一般社団法人北海道中小企業家同友会 経営者団体

総合職（組織担当）

総合職（組織担当）

32 株式会社北海道日立システムズ

情報サービス業

SE、営業、カスタマーエンジニア

SE、営業、電気通信の施工管理者

33 北海道日野自動車株式会社

小売業

営業職、整備職

営業職、整備職

34 株式会社北海道丸和ロジスティクス

物流業

物流マネジャー職、事務職

なし

35 丸水札幌中央水産株式会社

卸売業

営業職

営業職

36 株式会社ミクロスソフトウエア

ソフトウェア開発

SE

SE、プロジェクトリーダー

札幌ＵＩターン就職センター
E-mail
Web
Tel

info@sapporo-uinavi.jp
https://www.sapporo-ui.com/
03-6734-1052 ※日月祝を除く（10:00～18:00）

【主催】 札幌市

【運営】 株式会社パソナ

さっぽろ市
02-H03-19-522
31-2-436

イベント会場のご案内

JR東京駅 日本橋口 徒歩4分
東京メトロ・都営地下鉄
日本橋駅 A1出口 徒歩1分

TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル

第一部

就活直結セミナー 10:00~12:00
カンファレンスルーム210（本館２階）

第二部

さっぽろ合同企業説明会 12:00~16:00
ホール６Ａ（別館６階）

