
平成１８年度　札幌大学会社説明会を開催しました

　２月１３日(火)～１４日(水)にかけ、本学体育館において平成１８年度「札幌大学会社説明

会」を開催しました。２日間で１８９社の企業にご参加いただいたこの会社説明会に、延べ１

２００人の現大学３年生、短大１年生が参加しました。

　本学の会社説明会は、道内大学の中でも最大規模を誇っています。参加した学生は、企業の

人事担当者や現場担当者の説明に熱心に聞き入っていました。

　現大学3年生、短大1年生は、昨年の秋から就職講座や模擬試験等により就職活動の準備を進

めてきましたが、これにより本格的な就職活動がスタートしました。

　　　　会社説明会会場に入る学生 　　　　　会社説明会の会場

会社説明会の会場 会社説明会開始前のガイダンス

２００７年、札幌大学は創立４０周年を迎えます。
札 幌 大 学
札幌大学女子短期大学部



平成１８年度　札幌大学会社説明会参加企業（２月１３日～２月１４日）

アースサポート 株式会社　 新日軽 株式会社 ニューソン 株式会社

株式会社 アイエスエフネット　 新菱冷熱工業 株式会社 ネッツトヨタ旭川 株式会社

株式会社 アインファーマシーズ 株式会社 新和 ネッツトヨタ苫小牧 株式会社

青山商事 株式会社 スウェーデンハウス　株式会社　 ネットワークサービスアンドテクノロジーズ 株式会社

株式会社 アコーディア・ゴルフ 株式会社 すかいらーく 株式会社 ノーリツ

旭川トヨペット 株式会社 株式会社スズキ自販北海道 野口観光 株式会社

旭川トヨタ自動車 株式会社 株式会社 鈴乃屋 株式会社 ハウスメイトパートナーズ

株式会社 あらた 株式会社 スズラン薬局 橋本総業 株式会社

株式会社 アレフ スターゼン 株式会社 ビーコンシステム 株式会社

イオン 株式会社 株式会社 須田製版 株式会社 日立製作所

石上車輌 株式会社 住商第一石油ガス 株式会社 ピップトウキョウ 株式会社

伊藤組土建 株式会社 生活協同組合 コープさっぽろ 日比谷総合設備 株式会社

株式会社 岩崎 株式会社 セイコーマート ヒューマングループ

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント 積水ハウス 株式会社 株式会社 フジキン

株式会社 エイチ・エル・シー 株式会社 セノン 富士ゼロックス北海道 株式会社

ＡＮＡセールス北海道 株式会社 株式会社 セブン－イレブン・ジャパン 富士通北海道システムズ

株式会社エーティ・プランニング 株式会社 ゼンショー 株式会社 富士メガネ

エスアールジータカミヤ 株式会社　 セントラル・コンピュータ・サービス 株式会社 株式会社 プリプレス・センター

ＳＯＣ 株式会社 綜合警備保障 株式会社　北海道採用センター 株式会社 プリンスホテル

エヌエス・テック 株式会社 大正製薬株式会社・大正富山医薬品株式会社 文化シヤッター 株式会社

ＮＴＴデータフィット株式会社 株式会社 ダイナム 株式会社 ベルシステム２４

株式会社 エミヤ ダイハツ北海道販売 株式会社 ベル食品 株式会社

遠軽信用金庫 太平ビルサービス 株式会社 ホーマック 株式会社

大槻食材 株式会社 大丸藤井 株式会社 株式会社 ホームトピア

株式会社 オーディンフーズ 株式会社 太陽グループ 株式会社 北酒連

花王販売　株式会社 大和ハウス工業 株式会社　東京人事部 ホクトヤンマー 株式会社

科研製薬 株式会社 株式会社 タカキュー 株式会社 ほくやく

株式会社 カナモト タキゲン製造 株式会社 北雄ラッキー 株式会社

曲メ高橋水産 株式会社 株式会社 竹山 株式会社 北洋銀行

株式会社 カネマツ　 株式会社 つぼ八 ホクレン農業 協同組合連合会

株式会社 加森観光 株式会社ツルハホールディングス 株式会社 ポスフール

株式会社 北一硝子 株式会社　ツルヤ 株式会社 北海道アルバイト情報社

株式会社 キムラ 株式会社 ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ 北海道漁業 協同組合連合会

株式会社 キユーソー流通システム 株式会社 デニーズジャパン 株式会社 北海道キューブシステム

株式会社 共成レンテム 株式会社 テンポスバスターズ 北海道信用農業 協同組合連合会

共和コンクリート工業 株式会社 東海東京証券 株式会社 株式会社 北海道電子計算センター

金港青果 株式会社 東京海上日動火災保険 株式会社 北海道マツダ販売 株式会社

釧路トヨタ自動車 株式会社 株式会社 東京めいらく 北海道リコー 株式会社

釧路三菱自動車販売 株式会社 株式会社 東陽 北海道旅客鉄道 株式会社

株式会社グッドウィル・エンジニアリング 株式会社 トーモク 北海道労働金庫

株式会社 クラヤ三星堂 十勝三菱自動車販売 株式会社 株式会社 ホンダカーズ南札幌

クリエイト 株式会社 凸版印刷 株式会社　 マックスバリュ北海道 株式会社

株式会社 京王プラザホテル札幌 トップツアー 株式会社　 株式会社 丸井今井

株式会社 恵和ビジネス トヨタカローラ青森 株式会社 丸水札幌中央水産 株式会社

株式会社 幸楽苑 トヨタカローラ函館 株式会社 株式会社 マルハン

株式会社 ココスジャパン トヨタカローラ室蘭 株式会社 株式会社 三城

株式会社 コハタ トヨタカローラ札幌 株式会社 ミサワホーム北海道 株式会社

株式会社 コメリ トヨタ部品北海道共販 株式会社 三井観光開発 株式会社

コンドーテック株式会社 株式会社 ドラール 株式会社 ムトウ

株式会社 サエグサ薬品 株式会社ナガワ 株式会社 ムラタ

札幌信用金庫 ナブコシステム 株式会社 明治安田生命保険 相互会社

札幌通運 株式会社 ナラサキ産業 株式会社 明和地所 株式会社

株式会社 札幌東急ストア ナラサキスタックス 株式会社 株式会社 モロオ

札幌トヨペット 株式会社 西尾レントオール 株式会社 株式会社 ラルズ

札幌トヨタグループ 日産プリンス札幌販売 株式会社 株式会社 柳月

株式会社 サッポロドラッグストアー 日総工産株式会社 株式会社 レオパレス２１

サンウエーブ工業 株式会社 株式会社 ニトリ 練成会グループ

株式会社 シーテック 株式会社 ニトリパブリック 株式会社 ワールドストアパートナーズ

株式会社 システムフロンティア 日本銀行　 ＹＫＫ　ＡＰ 株式会社

株式会社 システム・プロデュース　 日本食研 株式会社 和幸商事 株式会社

株式会社 ＪＡＬナビア札幌 日本生命保険 相互会社 ワタキューセイモア 株式会社

株式会社 ジョイフルエーケー 日本通運 株式会社　 2/13・14に参加できなかった企業の説明会については

新開 株式会社 日本放送協会 企業様からの要望により、2/21以降、開催していきます。


