
実施回 № 参加企業名 業　種 所在地
1 株式会社ユードム 情報通信業 県外

2 株式会社システムベース 情報通信業 県内

3 新岩手農業協同組合 複合サービス業 県内

4 花巻農業協同組合 複合サービス業 県内

5 いわて生活協同組合 卸売・小売業 県内

6 トーテックアメニティ株式会社 情報通信業 東北

7 北上市役所 公務 県内

8 株式会社ガスパル 電気・ガス・熱供給・水道業 県外

9 株式会社カガヤ 製造業 県内

10 イオンスーパーセンター株式会社 卸売・小売業 県内

11 モバイルコミュニケーションズ株式会社 卸売・小売業 県内

12 東京システムズ株式会社 情報通信業 県内

13 株式会社陽だまり工房 建設業 県内

14 有限会社栄光商会 複合サービス業 県内

15 学校法人岩手医科大学 医療・福祉 県内

16 株式会社日立ハイシステム２１ 情報通信業 県外

17 盛岡地方裁判所・盛岡家庭裁判所 公務 県内

18 大和リース株式会社 建設業 県外

19 盛岡いすゞモーター株式会社 卸売・小売業 県内

20 ＮＲＩデータiテック株式会社 情報通信業 県外

21 岩手県予防医学協会 サービス業 県内

22 株式会社小田島 卸売・小売業 県内

23 社会福祉法人緑愛会 医療・福祉 東北

24 株式会社　マクロミル 情報通信業 県外

25 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融・保険業 県外

26 大正製薬グループ 製造業 県外

27 ジスクソフト株式会社 情報通信業 県外

28 株式会社シムネット 情報通信業 東北

29 株式会社北洲 建設業 東北

30 山人ーyamadoー 飲食・宿泊業 県内

31 北良株式会社 製造業 県内

32 ハンナンフーズ東北株式会社 卸売・小売業 東北

1 株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ 情報通信業 県外

2 株式会社日本旅行東北 サービス業 東北

3 株式会社マースエンジニアリング 情報通信業 県外

4 NHK（日本放送協会） 情報通信業 東北

5 株式会社岩手銀行 金融・保険業 県内

6 株式会社NTT東日本-東北 情報通信業 東北

7 アドソル日進株式会社 情報通信業 県外

8 株式会社　新鉛温泉　結びの宿　愛隣館 飲食・宿泊業 県内

9 株式会社十文字チキンカンパニー 製造業 県内

10 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金融・保険業 県内

11 株式会社ハイマックス 情報通信業 県外

12 株式会社三田商店 卸売・小売業 県内

13 岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報通信業 県内

14 東日本旅客鉄道株式会社　盛岡支社 運輸業・郵便業 県内

15 東京エレクトロングループ 製造業 県内

16 株式会社SRA東北 情報通信業 東北

17 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 卸売・小売業 県内

18 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 情報通信業 県外

19 岩手県森林組合連合会 複合サービス業 県内

20 株式会社　電子工学センタ- 情報通信業 県外

21 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 県外

22 花巻市 公務 県内

23 全労済岩手県本部 金融・保険業 県内

24 株式会社ユニバース 卸売・小売業 東北

25 白石食品工業株式会社 製造業 県内

26 医療法人社団敬和会 医療・福祉 県内

27 全国農業協同組合連合会　岩手県本部 複合サービス業 県内

28 大和ハウス工業株式会社 建設業 県外

29 川口印刷工業株式会社 製造業 県内

30 株式会社北日本銀行 金融・保険業 県内

31 東北労働金庫 金融・保険業 東北

32 全国共済農業協同組合連合会岩手県本部 金融・保険業 県内
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第1回：3月1日（木）　午前の部

【タイムスケジュール】
　◆ 9:50　　講堂集合
  ◆10:00～10:05 主催者挨拶
　◆10:05～10:10 事務連絡
　◆10:10～10:40 各企業様からの
　　　　「1分間プレゼンテーション」
　◆10:45～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　10:45～11:15
      第2ターム　11:20～11:50
      第3ターム　11:55～12:25
　　　第4ターム　12:30～13:00
　◆13:00　解　散

第2回：3月1日（木）　午後の部
　
【タイムスケジュール】
　◆14:20　　講堂集合
  ◆14:30～14:35 主催者挨拶
　◆14:35～14:40 事務連絡
　◆14:40～15:10 各企業様からの
　　　　「1分間プレゼンテーション」
　◆15:15～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　15:15～15:45
      第2ターム　15:50～16:20
      第3ターム　16:25～16:55
　　　第4ターム　17:00～17:30
　◆17:30　解　散



実施回 № 参加企業名 業　種 所在地
1 株式会社東北銀行 金融・保険業 県内

2 株式会社小田島組 建設業 県内

3 東北インフォメーション・システムズ株式会社 情報通信業 東北

4 テクノ・マインド株式会社 情報通信業 東北

5 株式会社システムエグゼ 情報通信業 県外

6 株式会社ツガワ 情報通信業 県外

7 小岩井農牧株式会社 複合サービス業 県内

8 株式会社ＮＴＴデータ アイ 情報通信業 県外

9 丸木医科器械株式会社 卸売・小売業 東北

10 トヨタ紡織東北株式会社 製造業 県内

11 株式会社ベルジョイス 卸売・小売業 県内

12 全国健康保険協会 医療・福祉 県外

13 イオンリテール株式会社 卸売・小売業 県外

14 株式会社アンフィニ 情報通信業 県外

15 株式会社　岩手芝浦電子 製造業 県内

16 株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 情報通信業 県外

17 岩手県信用農業協同組合連合会 金融・保険業 県内

18 東京海上日動火災保険株式会社 金融・保険業 県内

19 岩手県 公務 県内

20 アイ・ケイ・ケイ株式会社 サービス業 県外

21 盛岡ターミナルビル株式会社 サービス業 県内

22 東北財務局盛岡財務事務所 公務 県内

23 株式会社岩手ホテル＆リゾート 飲食・宿泊業 県内

24 株式会社岩手日報社 製造業 県内

25 日販コンピュータテクノロジイ株式会社 情報通信業 県外

26 防衛省・自衛隊 公務 県内

27 岩手ダイハツ販売株式会社 卸売・小売業 県内

28 トヨタカローラ岩手株式会社 卸売・小売業 県内

29 カストマシステム株式会社 情報通信業 県外

30 三甲株式会社 製造業 県外

31 株式会社プライム下舘工務店 建設業 県内

32 株式会社青木商店 卸売・小売業 県外

1 株式会社アート不動産 不動産業・物品賃貸業 県内

2 株式会社ワイズマン 情報通信業 県内

3 岩手県警察本部 公務 県内

4 株式会社薬王堂 卸売・小売業 県内

5 株式会社菅文 卸売・小売業 県内

6 株式会社サンライズ・エー・イー 情報通信業 東北

7 モルデック株式会社　宮古工場 製造業 県内

8 農中情報システム株式会社 情報通信業 県外

9 株式会社吉田産業 卸売・小売業 県外

10 三井住友海上火災保険株式会社 金融・保険業 県内

11 株式会社NTTデータ東北 情報通信業 東北

12 NTTデータカスタマサービス　株式会社 情報通信業 県外

13 滝沢市 公務 県内

14 国立大学法人等 教育・学習支援業 東北

15 岩手県社会福祉事業団 医療・福祉 県内

16 ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 運輸業・郵便業 県内

17 日本年金機構 医療・福祉 県外

18 株式会社タカヤ 建設業 県内

19 株式会社川徳 卸売・小売業 県内

20 株式会社アルファシステムズ 情報通信業 県外

21 株式会社ビッツ 情報通信業 県外

22 岩手トヨペット株式会社 卸売・小売業 県内

23 岩手県信用保証協会 金融・保険業 県内

24 株式会社みちのくジャパン 飲食・宿泊業 県内

25 合同会社スプリングブリーズ 医療・福祉 県内

26 東芝メモリ岩手株式会社 製造業 県内

27 株式会社日立ソリューションズ東日本 情報通信業 東北

28 独立行政法人国立病院機構 医療・福祉 県外

29 株式会社ＩＢＣ岩手放送 情報通信業 県内

30 株式会社ミクロスソフトウエア 情報通信業 県外

31 日本精機株式会社 製造業 県外

32 株式会社いんべクリーニング サービス業 県内

第3回：3月2日（金）　午前の部

【タイムスケジュール】
　◆ 9:50　　講堂集合
  ◆10:00～10:05 主催者挨拶
　◆10:05～10:10 事務連絡
　◆10:10～10:40 各企業様からの
　　　　「1分間プレゼンテーション」
　◆10:45～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　10:45～11:15
      第2ターム　11:20～11:50
      第3ターム　11:55～12:25
　　　第4ターム　12:30～13:00
　◆13:00　解　散

第4回：3月2日（金）　午後の部

【タイムスケジュール】
　◆14:20　　講堂集合
  ◆14:30～14:35 主催者挨拶
　◆14:35～14:40 事務連絡
　◆14:40～15:10 各企業様からの
　　　　「1分間プレゼンテーション」
　◆15:15～ 企業説明会（ブース形式）
　　　第1ターム　15:15～15:45
      第2ターム　15:50～16:20
      第3ターム　16:25～16:55
　　　第4ターム　17:00～17:30
　◆17:30　解　散
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