
 
 

IT企業＝「理系の仕事」とイメージしがちですが、当社の社員は文系が6割を占めています。 
ですから「ITに精通しているかどうか」よりも、仕事も遊びも一生懸命に打ち込む好奇心旺盛な方
を求めています。 
みなさんには「何でも良いので夢中になって打ち込む」経験をして欲しいと思っています。 
毎日がエキサイティング（ドキドキ、ワクワク）で面白い。そんな仕事が島根にもあります！ 

平日は仕事に熱中、休日は旧知の人たちと大いに楽しむ。仕事もプライベートも充実できる、これ

が故郷で働く一番の魅力です。 

【現代の社会基盤・ＩＴを支えるコンサルティング集団】 
富士ゼロックスグループの一員として1984年に設立し、デジタル複合機やネッ
トワークセキュリティ機器、ソフトウェア、Webサービスなどの販売からシステム
構築・保守まで幅広くサポートしており、島根県内の取引事業所数は10,000事

業所を超えています。現代のビジネスにはＩＴの活用が必須。より快適で効率
的、そして安全なＩＴ環境を企業に提供することが私たちミックのミッションです。 
 
【島根から全国、そして世界へ】 

ミックはＩＴ社会の進化を見据えた新事業にも取り組んでいます。その中のひと
つが9年前に設立したネットワークセキュリティ製品のメーカー、株式会社ＭＣ

セキュリティです。現在、ＩＴネットワークで管理される顧客情報や企業の大切
な情報が、サイバー攻撃・ウィルス感染の脅威に晒されています。情報漏えい
は企業にとってこれまで培った社会的信用を失いかねない深刻な問題です。
ＭＣセキュリティは安全で安心なネットワーク環境を実現することを目的に
2006年に設立されました。独自開発の主力製品「NetStableシリーズ」は2006
年の発売以来、累計販売台数は50,000台を突破。国内大手企業や海外企業
と提携しながら成長を遂げています。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  株式会社ミック 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース １ 
情報通信業 



私たちは、今まで培ったIT技術で「故郷や地方で困っている人たち
の力になりたい！」と考えています。 

大学進学などで故郷を離れた後でも、故郷に貢献できる場所がコ
ミクリにはあります。 

 「コミュニティ（地域社会）」を 「クリエイション（創
造）」 するから、「コミクリ」です！ 
 私たちは、地域や故郷を 「IT技術を使って元気
にしたい！」いう想いでつくられた企業です。 
 
日本生まれの「Ruby」という言語を使って、図書館システムや

施設予約システムなどを自社開発し、島根では、松江市立図
書館、出雲市などで採用さています。 
 

また、地域で活躍したい方々向けに、場所や時間にとらわれ
ない柔軟な働き方=『テレワーク』を全国に推し進め、 
岡山県新庄村、福岡県田川市などで事業展開しています。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  株式会社 コミクリ 

活動雰囲気 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース ２ 
情報通信業 



 新入社員の方々に対しても約6ヶ月の充実した研修制度を用意しておりま

すので、未経験の方で不安に感じられている方も安心して下さい。皆さんと
一緒に弊社をより良い会社へとしていきたいと思っております。 

 弊社は東京と出雲に拠点を構え、今年11年目を迎える社員
90名程の会社となっております。「お客様を大切に、社員とそ

の家族を大切に」をモットーに、コミニュケーションを大切に仕
事をしております。平均年齢が30.5歳、新卒入社の多い出雲
だけでは26.8歳と幅広い年齢の社員がおりますが、上司との

距離が近く、話しかけやすい先輩社員が多いのでとても雰囲
気が良いです。 
 

 福利厚生も充実しており、社会保険完備、社内イベントも多
数開催しています。毎年恒例の社員旅行ではグアム・サイパ
ン・沖縄・北海道・京都等へ行っております。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

株式会社 ｱｲﾃｨｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース ３ 
情報通信業 



企業理念は「社員第一主義」!! 社員の「待遇向上」と「仕事

のやりがい」を提供できるよう日々努めています。松江にあ
る西日本支社は新設したばかりの拠点です。これから島根
のIT産業をさらに盛り上げていきたいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  日本システム開発株式会社 

当社は名古屋、東京、松江に事業所を構える
独立系のソフトハウスです。 
主な開発内容は、 
【情報系ソリューション】 
 ・EC ・企業情報 ・金融システム 
【組込み系ソリューション】 
 ・Android/Linux ・オートモーティブ ・教育 
 ・品質 ・ハードウェア 

希望の開発業務に携わることができる点や、勤
務地も選択可能な点が当社の特徴です。 
また、人材育成にも力を入れています！ 
 詳しい企業情報はこちらから 

 ブース ４ 
情報通信業 



 会社を自己実現の場として成長してくれる方、仕事に対し
て積極的に楽しんで取り組める方を歓迎します。 

 島根県松江市に本社を構え、東京支社
との2拠点で、プログラミング言語Rubyを得

意として事業を展開しているシステムイン
テグレーション、コンピュータシステムの構
築を行う会社です。 

スマホやタブレットを利用して、手書きのサ
インで行う「Lafcadioサイン認証」の研究開
発・普及にも取り組んでいます。 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社ワコムアイティ 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース ５ 
情報通信業 



社会の役に立つ仕事がしたい、最先端の世界で仕事がしたい、今後も成長・
拡大していく業界で仕事がしたい、そんな思いがあるならば、ぜひＩＴ業界を
目指してください。期待を裏切らない刺激的な毎日が待っています。 

●当社は Linux という OS を開発・販売している日本で唯一の
会社です。Linux OS はインターネットを構成する欠かせない存
在であり、皆さんが送受信するデータのほとんどは Linux OS 
上で処理されています。 
● Linux OS の他にも当社はＩＴインフラに必要なソフトウェア

製品を開発・販売している、現代社会を影から支える縁の下
の力持ち集団です。 
● 「生活インフラ」といえば道路や水道・電気などの生活に欠

かせない社会基盤のことですが、現代社会においてはＩＴイン
フラも生活の重要な基盤となっています。それどころか、スマ
ホの普及や様々な業務のＩＴ化にともない、日々その重要性
が増しています。 
●その下支えをしているのが、私たちです。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

詳しい企業情報はこちらから 

   ブース 6 
情報通信業 



 
文系・理系は問いません。 
ITに興味を持ち向上心のある方、逆にITって何？と思ってい
る方も気軽に声をかけてください。 
お待ちしております。 
 

 
 
 
 
 
2017年10月に創業45周年を迎え、創業以来「技術」に「思い
やり」を添えて、お客様のニーズに則したシステム開発を 
行っております。 
オーダーメイドによるシステムの開発を実施 
◎カーナビなど車載システムに関する組込み系システムの 
  設計・構築・開発、ドローンの安全制御研究 
◎ATMの制御システム、インターネットバンキングシステム 
◎新幹線の運行制御システム 
◎IC系カード決済などのポイント管理 
 

野球をはじめ、バスケットボール、スノボ＆スキー、ボウリン
グ＆ビリヤードなどの部活動やロボコンへの参加など、仕事
以外でも社員同士の連携はバッチリ！ 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

株式会社セントラル情報ｾﾝﾀｰ 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース 7 
情報通信業 



  

山陰中央テレビでは、テレビが好きで、島根が好きで、どんなことにもチャレ
ンジしていく、元気で明るい人を求めています。 

生まれ育った身近な地域である島根を、テレビやイベントを通じて一緒に盛
り上げていきましょう！ 
 

山陰中央テレビは、島根・鳥取を放送エリアとするフジテレビ
系列の地上波民放テレビ局です。開局以来、山陰地区の皆
様の情報源として、地域に密着した番組制作や、迅速かつ正
確な報道、心から楽しんで頂けるイベントの企画運営に取り
組んでいます。昨年８月からは島根県松江市にある大橋川
沿いの新社屋に移転しました。新しい社屋を利用した放送や
イベントを行い、地域の情報を積極的に発信しています。 
 
【仕事内容】 
  営業編成局 ： ＣＭ枠の販売、契約・売上管理、番組編成 
  報道制作局 ： ニュースの取材から送出、自社番組の制作 
  放送技術局 ： 放送設備・送信所の運用管理、放送・中継業務 
  事業開発局 ： 各種イベントの企画・運営、新規事業開発 
  総務局      ： 人事・労務・経営管理等の放送外業務 

 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

山陰中央テレビジョン放送株式会社 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 8 
情報通信業 



  
 
 

 山陰中央新報社は、発行部数18万3,000部の山陰最大の
地方紙です。 
 
1882（明治15）年の創刊以来、地域の躍動する姿を伝えると

ともに、社会が抱える問題を深く掘り下げ、「地域に愛され、
信頼される地方紙」として成長してきました。正確な報道とス
ピーディーな情報の提供を最大の役割と考えて、激動する政
治、経済、 社会情勢の報道に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

仕事をする上で大切なのは、地域への愛情と関心を持つことです。
地域に暮らす人たちの言葉を真摯に聞き、深く知ろうとする気持
ちが必要です。問題意識を持って現状を変えていこうとする柔軟
な思考や行動力のある社員が活躍しています。 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース 9 
情報通信業 



この工場で作った部品は色々なところで見かけるんです。 

自分が関わった部品が世界中で使われているところを目に
すると結構うれしいものです。 
これが”ものづくり”の醍醐味だと思います。 

最新鋭の設備と優れた生産力で、建機のカウンターウエイト
を始め、鉄アレイのような小さなウエイトから、組合せにより
200tを超えるウエイトまで、メーカーのニーズに合わせて100
種類以上のウエイトを製造しています。 
寸法・精度においても、無加工で製缶品に近い品質・精度を
保っています。 
また、鋳物という性質上、使われなくなった建機のウエイト等
を再び溶かして使うことによる、リサイクルも可能です。 
 
地味な存在ですが、いつもどこかで人とテクノロジーとの調和
をはかり、快適な暮らしを応援しています。 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

東洋製鉄株式会社 出雲仁多工場 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 10 
 製造業 



私たちのふるさと“島根”は、日本有数の高齢化県です。 これは見方を変え

ると、これからの日本が体験する「高齢化の先進地」であるということです。
島根には、これからの日本に役立つノウハウがたくさんあります。進学後多く
を経験を積んだ皆さんが、ふるさと“島根”に戻り一緒に働けることを楽しみ
にしています。 

【事業概要】 
・高齢者向け調理済み食材を製造販売 
 全国のお客様に毎日7000食をお届けしています。 
・高齢者施設の厨房運営受託 
・在宅高齢者弁当配食サービス 
・買い物弱者支援事業「ごようきき三河屋」 

・海外事業（中国における中食事業の店舗開発・運営） 
 
【各種取り組み】 
・しまね女性の活躍応援企業認定、県知事表彰 
・しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定 
・社内スポーツサークル（フットサル、スリッパ卓球、野球） 
・誕生日会、茶話会 

・自社農園「夢畑」 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  モルツウェル株式会社 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース 11 
  製造業 



【先輩からのメッセージ】 

最初は図面の記号が覚えられなくて大変でしたが、研修や先輩社員の指導により徐々に
慣れていきました。仕事を進める上で感じることは、技術的な知識・経験が必要なことは
もちろんですが、社内の人たちから情報を引き出し、問題解決につなげていくコミュニケー
ション力が必要だということです。いろいろな分野の製品に携わることができる魅力的な

仕事だと思っています。 

 当社は、刀匠であった創業社長が昭和２８年に守谷作業所
として、安来の地で創業いたしました。創業以来、世界最高
級といわれる「ヤスキハガネ」の優れた特性を最大限に活か
し、高精度・高品質加工部品を製造しています。H2ロケットの
切り離し用カッターや貨幣刻印用パンチ材、半導体製造装置
部品、競艇用スクリュー軸など、多岐にわたる製品をつくって
います。中でも、自動車のパワーステアリング用ベーンは世
界で高いシェアを獲得。当社の技術レベルの高さや、お客様
からの信頼をもとに、順調にシェアを伸ばしています。 
 常に高付加価値を追求した製品を供給するため、社員一人
ひとりの意識を高めながら、熱処理、高精度仕上加工、検査、
発送まで一貫した生産体制を整え、日本国内だけでなく、海
外のお客様のご要望にもお応えしています。  
 

※「ヤスキハガネ」は日立金属（株）の登録商標です 

    
  
    
  
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

企業 
  株式会社 守谷刃物研究所 

詳しい企業情報はこちらから 

ブース 12 
 製造業 



 次の世代を担う、皆さんの若い力を求めています。 
 私達と働きませんか？待っています。 
 笑顔を作る製造業を目指しています。 
 

 
皆さんの身近に有る物を組み立てています。 
 私達の会社は、雲南市加茂町にあり、1975年創立、創業41
年になる会社で52名の社員と仕事をしています。 

 上場企業様の請負業務として、社会の基盤となる産業用の
大型モーターの回転数を変化させる、インバーターの組立、
電線加工、又、部品となる、鉄、ステンレス、銅などの金属の
薄板を、機械設備で複雑な形に切断して、折り曲げ加工をし
て板金部品も作っています。 

 皆さんの身近な所で使われていますが、舞台裏に有るので
気が付いてもらえません、しかし、エレベーターやテーマパー
ク、上下水道ポンプ、ビル空調設備等のモーターの制御に使
われていて、非常に重要な仕事しています。 

 地域の方々の雇用を守り、人々の生活基盤を守る事を使
命として創業した企業です。 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

   株式会社 明和 

工場全景 

明るい職場環境・男性社員、女性社員 

組立 板金部品 設計 

詳しい企業情報はこちらから 

ブース 13 
 製造業 



「ものづくり」は好きですか？ 
曽田鉄工には自分で考えたものを形にできる環境があります。 
 
 

 
私達の会社は鉄工所です。業種は製缶業になります。 
 

プラント向けの大型製缶製品や冶具などを溶接技術を中心
に切断・折り曲げ・ロール曲げ・展開などの基本的な要素技
術を使い製作していきます。 
仕事はCADを用いての設計製作ですがお客様の図面で製作
することもあります。 
 

一つの製品を完成もしくは完成に近い形まで作り上げてお客
様に提供します。 

部品加工でもありませんし、ラインの作業でもありません。難
しい場面が多いですがやりがいのある仕事です。 
２０１７年にはレーザースキャナーとNCプラズマ切断加工機を
導入し、新しいものづくりに挑戦しています。 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 曽田鉄工有限会社 

詳しい企業情報はこちらから 

ブース 14 
 製造業 



  
 
先輩社員から高校生の皆さんへ 

 私は現在、総務部に所属し、社員のバックアップ・お客様満足向上に努めております。
また人々が生活する住宅作りに携われることにやりがいを感じております。 

 我々の仕事は木を植え、育て、利用するだけでなく森林環境を守り、住環境を支えるこ
とです。そのためには、木材・住まいに関する幅広い知識が要求されますが先輩方が懇
切丁寧に指導して下さいます。ぜひ木材・住宅業界に興味のある方は私達と、共に成長
していきましょう。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

企業 
ロゴマーク 
記載  須山木材株式会社 

 木造住宅に必要な木材を製材し、プレカット
加工を施し、工務店やハウスメーカーに供給
する会社です。 

 プレカット加工機の導入後、高精度な機械加
工で安定した品質の住宅部材を供給していま
す。また、現在は、地元の高校生と産学連携
事業として、高校隣接地にある社有林の整備
や、アロマ製品を開発する「出雲の森プロジェ
クト」が始動しています。 
 

詳しい企業情報はこちらから 

ブース 15  
 製造業 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

日立金属(株)安来工場のベストパートナーとして、 

             製造工程の中間工程を担当 

若手の離職率が低い（14年間で６％） 

教育制度の充実 

転勤のない会社 

地元密着型 

 

 

 当社は、鋼を製造する際の原料供給から、高級特殊鋼の検査、鋼板・
棒鋼の手入・検査、帯鋼表面の加工、材料の分析等を担当し、高品質な
「ヤスキハガネ」の製造をサポートしています。また、大気、水質、廃
棄物等の環境測定も担当しており、環境保全や再資源化などの取り組み
をサポートしています。日立金属グループの一員としてお客様の信頼に
応える、高い品質の製品を届け続けています。 
 
 ◆特徴◆ 

本社所在地： 
 〒692-8606 
  島根県安来市飯島町 
   1240番地5 

先輩社員の様子 
(2017年度入社) 

◆会社概要◆ 
・会社設立：1995年4月1日 
・資本金   ：1億4400万円 
・従業員数：919名 （2017/4/1時点）  

     

日立金属安来製作所は、「挑戦」する勇気、「やり遂げる耐力」を持った人を求めています。 

 これから大学・専門学校等進学される皆さんには、たくさんの挑戦の機会が待っていると思いま
す。ぜひ、その機会を大切にして、様々なことに挑戦してみてください。その挑戦の中には、失敗
に終わってしまうこともあるかもしれません。しかし、自分から計画し実行し、それをやり遂げた
経験は、この先の就職活動においても必ず生きてくると思います。今回のセミナーを機会に、ぜひ、
数年後の自分の姿を想像しながら、この先の進学・就職について考えてみてください。 

高校・高専・大学卒の採用者 

合計90人のうち離職者数５人 
（04～17年） 

出身：島根大学総合理工学部 

出身：米子高等専門学校専攻科 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース 16 
 製造業 



  
 島根県安来市を中心として、世界で活躍する会社です。 
 １００年続く会社をめざして、継続的な採用を行います。   
 地元で一緒に働きましょう。 
 

 
 
 
 

 株式会社日立メタルプレシジョンは、多用途化するニーズ
に精密鋳造（ロストワックス）、金属粉末射出成形（MIM）、
カッター・パンチユニットなど精密加工/組立の加工技術と豊

富な材質を駆使して自動車、エネルギー、エレクトロニクス等
さまざまな分野の先端テクノロジーを的確にとらえ社会に貢
献しています。特に主力製品のタービンホイールは、世界
30％というトップシェア（当社調べ）を占めております。 
 

今後さらなる市場の拡大に合わせて、タービンホイールの増
産投資を３０億円規模で行い、世界のトップシェアを維持する
と共に、今後１００年続く会社をめざしております。 
 
安来、松江、米子在住の地元の方が多く、社内イベント等で 
交流を深めてます。 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社日立メタルプレシジョン 
 

詳しい企業情報はこちらから 

ブース 17 
 製造業 



  
  

 クルマは高額商品であるといえますし、購入したらそれで終わりではありま
せん。「何を買うか」はもちろん重要ですが、「誰から買うか」がとても重要に
なります。地元のお客様と本当の意味での信頼関係を築いて、「あなたから
買ってよかった」と言ってもらえたときが最高の喜びの瞬間です。地元島根で
一緒にやってみませんか。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 島根トヨタグループは、2016年に創業80周年

を迎えた、山陰で一番歴史のある自動車販売
会社です。「世界のトヨタ」の自動車を武器に、
クルマが日常生活に必要不可欠なこの山陰で
お客様が安全・安心・快適なカーライフを送れる
よう、販売だけでなくアフターサービスにも力を
入れています。 

 購入した後も安心してクルマのことを任せられ、
「次もあなたから買いたい」と言っていただける
ような深い関係を地元のお客様と時間をかけて
築いていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 島根トヨタグループ 

詳しい企業情報はこちらから 

   ブース 18 
 卸売業・小売業 



島根（山陰）らしさ、百貨店らしさ、一畑らしさ、自分らしさを
大切に営業していきます。皆さんもこのふるさとで育ったこ
とを誇りに思えるよう、自分らしく頑張って下さい。 

 
 

＜事業内容＞ 
各種小売業（主に百貨店業）…百貨店業（松江・出雲 他） 
                    観光地周辺でのレストラン・お土産店の運営 
 
当社は昭和33年の開店以来、百貨店として地域社会の皆様に「まごころ」の精
神で商品と文化を提供いたし、お客様に親しまれ信頼と期待にお応えの出来
る企業を目指しております。 
また、次世代育成・女性の活躍推進・子育て支援・障がい者雇用等について
積極的に取り組んでおり、これをさらに充実させるべく取り組んでいます。 
 
全従業員のうち約7割が女性です。また正社員のうち約3割が10代・20代の若
手社員です。したがって女性や若い方には職場に溶け込みやすく、ノビノビと
力が発揮しやすい企業です。島根子育て応援企業、松江市男女共同参画推
進宣言企業として特に子育て面などの制度は法定以上の制度を設けています。 

 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  株式会社 一畑百貨店 

詳しい企業情報はこちらから 

   ブース 19 
 卸売業・小売業 



 

 
 昔から山陰ではおなじみの”シューズ愛ランド”。 
 皆様の知らないシューズ愛ランドの魅力についてお話します！  
 靴に興味がない方も大歓迎です！ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
弊社は靴の大型専門店「シューズ愛ランド」を出店する会社
です。 
 

シューズ愛ランドの特徴といえば何といっても店内に陳列さ
れたたくさんの靴！！ 
 

品数の多さだけでなく、商品の種類も幅広く揃えていますの
で、お子様から大人の方までご家族で楽しんで頂ける店内で
す。 
 

”楽しい靴屋”をテーマにお客様はもちろん、従業員も楽しめ
る靴屋を目指しています。 

店舗での販売はもちろんのこと、本社での管理部門（経理・
総務・人事）で活躍することもできます♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

東京靴株式会社（ｼｭｰｽﾞ愛ﾗﾝﾄﾞ） 

最近放映した 
CMです！ 

詳しい企業情報はこちらから 

   ブース 20 
 卸売業・小売業 



島根での生活に自動車は欠かせません。 

生まれ育った島根で、自動車の販売や整備を通してそこに
住む人たちの生活を支える。 

故郷を支える仕事をやってみませんか？ 

  

  

 島根日産自動車と日産サティオ島根は同一
資本のグループ企業で、県内であわせて１４店
舗を営業する日産販売会社です。日産車の販
売や各メーカー車の中古車販売、自動車のメン
テナンスや部品・グッズの販売、自動車保険の
取り扱いなど自動車に関わる多くの業務を行っ
ています。 

 これらの商品及びサービスを通してお客さま
に満足いただくことで、お客様に選ばれる企業
を目指しています。 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

島根日産自動車株式会社 
株式会社日産サティオ島根 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 21 
 卸売業・小売業 



 今できることに全力を！ 
 

今しか出来ない事が沢山あります。外を見ることも大切ですし、内を見ること
も大切です。今できることに全力を尽くし、いろんな経験を積んでください。 
 
 

玉造温泉の“まち”を“デコレーション”する会社
です。 
 
玉造温泉のまちづくり会社です。 
スタッフは、女性が約9割で、女性が活躍する企業です。 

玉造温泉街で温泉水を使ったコスメやスイーツなどを販売し
てます。 

またインターネットでの販売などをしており、人気の姫ラボ石
鹸は、楽天市場でも何回も全国一位を取ってます。 

商品を通して、玉造温泉水の良さを実感していただき、美肌
温泉と言えば、“玉造温泉”と思っていただくよう日々ＰＲをし
てます。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社 玉造温泉まちデコ 

詳しい企業情報はこちらから 

 ブース 22 
卸売業・小売業 



 弊社のコンセプト『明日の環境を考える』を基に、社員一人一人が自ら考え、自ら行動
することで会社の事業を拡大しています。若手社員からの提案・意見であったとしても、
会社に有益であると判断されれば採用されますので、主体的に仕事がしたい方にはとて
もやりがいが感じられる会社です。 
 大学等進学先で身に着けたことを土台にして、弊社で環境保全等の技術を習得し、 
私たちと一緒に地域社会貢献を、ひいては地球環境貢献を目指してみませんか。 

島根県出雲市を中心に中国地方で環境関連事業を行い、 
地域社会の環境貢献に努めています。 
【主な事業内容】 
◯ 排水処理施設・下水道処理施設等の維持管理業務 
◯ ビル・温泉・プール施設等の維持管理業務 
◯ 環境分析（環境計量士による計量証明事業） 
◯ 管工事・土木工事・電気工事・空調設備工事等 
◯ 廃棄物収集運搬・中間処理業務 
◯ 産官学連携 
  島根大学、松江工業高等専門学校、 
  中山間地域研究センター、畜産技術センターと連携した技術開発 
  （例）・排水・用水の高度処理（殺菌・殺藻・栄養塩類の除去） 
     ・バイオマス資源の活用（資源回収・エネルギー回収） 
【PR】 
◯ 社員一人一人が各分野の高度な専門的技術を有しており、 
    ベテラン社員から若手社員への技術継承を行っています。 
◯ 事業内容が幅広いので、多様な技術を習得することができます。 
◯ 資格取得支援・育児休暇支援・介護休暇支援を行っています。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

中国環境株式会社 

▲ 水質分析の作業状況です ▲ 弊社設計施工の排水処理施設です 

▲ 温泉水槽の洗浄状況です ▲ 排水処理施設の点検状況です 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 23 
   サービス業 



嬉しいこと、良かったこと。悲しいこと、不便なこと。 
それが全て、人を、地域を、元気にする種になる可能性があります。 
視野を広く、好奇心を持って大学生活を送ってください。 

理系・文系、アウトドア・インドア。暮らすという事は、全てが関わり、全てが
役に立ちます。何かしたいとき、何でも出来る会社もあるんだ。と心の片隅に
でもとどめておいてください。 

メディアスコープは、人を地域を元気にすることを理念として
掲げ活動しています。元気にする対象は、地域、取引先はも
ちろん、社員も含まれます。 
元気にするというと分かりづらいですが、 
「その手段は面白い！」 
「やりがいがある！」 
「皆が喜ぶ顔が想像できる！」  
「参加して楽しかった！」 
「面白かった！」 など 
まちづくりを中心にたくさんの事を企画・実行する会社です。 
隣の人を元気にし、自分も元気になる。 

まちづくりと聞くと難しそうですが、一つ一つを考え、解決を目
指す会社です。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社メディアスコープ 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 24 
   サービス業 



さんびるは明るく元気な社員ばかりで、社員同志の距離が近くアットホーム
な雰囲気です☆入社前の特別な資格は必要なし！研修が充実しているので、
自分自身を成長できる場がたくさんありますよ！！ 
ぜひ一緒に働きましょう♪ 

◆本社所在地／〒690-0045 
           松江市乃白町薬師前3番地3 
◆電話番号／0852-26-0335    
◆FAX番号／0852-26-0339 
◆ホームページ／http://www.sanbg.com/ 
◆E‐mail／sanbiru@sanbg.com 
◆営業拠点：鳥取・米子・安来・松江・出雲・ 
        浜田・倉敷・広島・山口・東京 
 

≪業務内容≫ 
◆ビルメンテナンス（建物の清掃、設備、警備など） 
◆指定管理（施設の管理、運営など） 
◆健康福祉（高齢者向けの健康教室など） 
◆フード事業（レストランの運営など） 
◆さんびるアカデミー（学童塾、健康塾の運営など）  

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース 25 
   サービス業 



 
 

社会人として地域に暮らす人たちから必要とされ、その役に立ち、ほめてい
ただき、愛していただくことで人は真の幸せと自由を得ることができます。そ
のためには健康で元気が良く人と接することが好きなこと、また素直である
ことが肝要です。当社の使命に共感していただける方、地域のお困り事を解
決する仕事に関心のある皆さんとの出会いを望んでいます。 

「お客様の事業繁栄のパートナーとなり、皆様のより良い生
活の担い手となる」（第38期全社スローガン） 
 

カナツ技建工業グループとして、建設関連事業・環境商品事
業・生活支援サービスの主要３事業を展開しています。 

わが社には自由な発想で事業を展開できる気風があります。
例えば新規事業のベンリーでは工夫と努力次第で店長や社
長になることも不可能ではありません。 

ふるさとである地域の働く場を創り守るのはわが社のような
中小企業の使命ですから、未来の夢を描き、目標を立て、現
在に最善を尽くせる人、素直に他人の意見を聞くことができる
人、そんな皆さんと仲間になりたいと考えています。 
（島根県中小企業家同友会会員） 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

株式会社伸興サンライズ･ベンリー橋北店 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース26 
    建設業 



  
 一つの構造物には、多くの方々が携わっています。私もその一員として、
同じ目標に向かって仕事ができることを誇りに思います。 
 現場では、苦労や大変なこともありますが、完成した時の達成感や感動は
建設業でしか味わえません。 
 一人でも多くの皆さんにこの達成感や感動を共有してもらえたら嬉しいです。 
 
 

 総合建設業：土木･建築･港湾･上下水道･舗装工事 
 
中筋グループ： 
㈱中筋組、まるなか建設㈱…総合建設業 
㈱ナカサン…生コン・アスコン製造販売、建設資機材リース 
㈱中筋商事…石油販売、車検・車両整備 
㈱エスティック…コンピュータ機器販売、メンテナンス、 
                              ソフトウエア開発販売 
㈱かみありづき…土産品の製造･販売 
㈲中筋ファーム…農業（イチジク等の生産・販売） 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース27 
    建設業 



  
 

 島根電工が一番大切にしているのは“社員とその家族”です。社員がわく
わくした気持ちで仕事に取り組み、仕事を通じて自己実現できるような仕組
みや文化を定着させています。一番未開拓な資源は“潜在能力”です。自分
でさえ気づいていない能力や可能性が広がる喜びを感じながら、腰を据えて
「夢」をかなえることができる会社です！ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 当社グループは、島根電工を親会社として、岡田電工、シンセイ
技研、協和通信工業の関連会社を含め、4社で経営をしています。
創業より60年、地域社会の発展のため一貫して電気・管・通信工

事をメイン事業とし、あらゆる建築物に命を吹き込み続け、山陰地
域設備業界№1の企業として今日の経営基盤を築いてきました。 

 数年前から、地域のみな様の住まいの“困った”を即解決する
「住まいのおたすけ隊」サービスをはじめました。その中で「とって
も便利になったわ！」「助かったわ！」このお客さまの声ほど嬉し
いことはありません。それは、お客さまの求められるニーズにお応
えできただけでなく、新しい環境で過ごされる楽しい時間をご提供
できた証だと感じています。 

 「期待をこえる感動を！」このスローガンを常に掲げながら、私た
ちはより一層地域の皆様のお役に立てるよう、きめ細やかなサー
ビスを提供していきます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 島根電工株式会社 

詳しい企業情報はこちらから 

  ブース28 
    建設業 



 高校生のみなさんにとって「福利厚生」という言葉はピンとこないかもしれ
ませんが、これから社会で働くうえでとても重要な要素になってきます。社会
の中で「福利厚生」がどのように役立っているのか、というお話もしますので
興味のある方は是非イーウェルのブースにお立ち寄りください。 
 
 

 私たちは「福利厚生サービス」を通じて、日本
中の働くひとたちをサポートしています！ 
 

 大企業を中心に、約1,280団体、387万人の従

業員とそのご家族に福利厚生に関連したサー
ビスを提供しています(2017年4月現在) 。松江・
米子オペレーションセンターでは約500名の従

業員が各種サービスの運営（オペレーション）業
務を担当し、サービス運用に関わる様々な事務
処理を正確・迅速に対応し、山陰のみならず全
国のお客様にサービスを提供しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

株式会社 イーウェル 

松江オペレーションセンターは2011年、米子オペレーションセンター
は2015年に開設されました。機能的で快適なオフィス環境で仕事もは
かどります！ 

ボウリング大会や秋祭りを開催したりと社内イベントも充実！部活動
もありますよ。 

詳しい企業情報はこちらから 
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～弊社は設立４１年～ 
 

１．弊社の魅力 

 「プライベートの充実」です。弊社が目指す社員の幸せは、家族と我が
家（持家）で夕ご飯を食べられる事。仕事はほぼ１７時に終わります。 
 
 

２．仕事内容 

 重要文化財・後世に残したい建物・住宅等をシロアリや害虫から守る
大切な仕事をしています。高い技術力と屈指の施工実績がお客様に安
心と信頼を約束します。 

 強固な経営基盤と共に新規事業への挑戦も。事業拡大に向けて前進
しています。 
 
 
３．求める人物像・身に着けてほしい資質 
 自己表現力、コミュニケーション能力、果敢に前進していく基本姿勢。 
 
 
 

 
 
  

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社コダマサイエンス 

（※入社２年目の社員２名のコメントです。） 
 

 お客様にとても喜んでいただける仕事なので、毎日やりがいを感じます。 

若くても努力をすれば、しっかり結果につながり、結果を出した分だけ評価される実力成果
主義です。 
 

 職場の雰囲気も良く、良い環境で仕事が出来ます。みなさんと一緒に社会人として成長
できる日を楽しみにしています。 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース30 
その他ｻｰﾋﾞｽ業 



 

セコムというと、警備のイメージが強いですが、当社では、メディカル保険やＩ
Ｔなど、さまざまな面からお客様へ安心・安全を提供しています。安心・安全
は人々が暮らす上での基盤です。セコムでの業務を通じて、一緒に安心・安
全をお届けしていきましょう！ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

    セコム山陰株式会社 

【所在地】 〒690-0816 松江市北陵町34番地 
【代表者】 代表取締役社長 佐藤 陽一 
【設   立】 1972年8月24日 
【資本金】  290,389,512円 
【営業所】  松江、出雲、浜田、益田、隠岐 
        米子、鳥取 
【社員数】  204名（2017年4月1日現在） 
【関連会社】 セコムテック山陰(株)、 
          セコムジャスティック山陰(株) 

①セキュリティシステム 
②常駐警備サービス 
③現金護送サービス 
④安全商品の販売等 
⑤損害保険代理店 
⑥コンサルティング事業 
⑦情報提供サービス事業 
⑧データセンター事業 
⑨動産・不動産賃貸事業 

○会社概要 ○事業内容 

○プライバシーマークを警備業で初めて取得しました。 
○島根県・鳥取県で世界標準レベルのデータセンターを 
  運用し、ＩＳＭＳの認証を取得しています。 
○フレックス休暇（最長１０日の連続休暇）やリフレッシュ休暇（勤続１０ 
 年ごとに最長２週間の特別休暇）、資格取得報奨金制度があり、  
 福利厚生が充実しています。 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース31 
その他ｻｰﾋﾞｽ業 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

バイタルリードは建設コンサルタント・情報システム業・旅行
業の3つの事業を行っています。 

公共交通計画やまちづくり計画などのコンサルティング業務
を主体とし、GISやモバイルを活用したシステム開発の他、着

地型旅行業など、地域の問題解決のため日々進化したビジ
ネスを展開しています。 
 
従業員の6割が女性で、明るい雰囲気の職場です。子育て中

の社員も多く、育児休暇の取得・時間短縮勤務など女性が働
きやすい職場環境を整備しています。 

また、従業員全員が委員会に所属し、委員会活動を通して働
きやすい環境づくりをしています。 
 
先進的な技術力で社会を幸せにするために社員一丸となっ
て働いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 株式会社バイタルリード 

技術部の様子 

本社事務所 

私はこの会社で総合計画部に所属しています。ここで主に地域の公共交通計画業務に
関わっています。地域の皆さんの生活に関わる仕事は責任も大きいですが、地域の為に
働けるという「やりがい」を感じながら日々を過ごしています。 

当社の業務を一言でいえば、交通を通じて社会を元気にする仕事です。交通に興味のあ
る人、地域に貢献したいという想いのある人はぜひHPをご覧になってください！ 

2015年度新卒採用 福冨由貴 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース32 

学術研究・専門
技術ｻｰﾋﾞｽ業 



様々なところからいらっしゃるお客様におもてなしを提供するお仕事です。
「山陰が好きな人」「人と接することが好きな人」はぜひ当社にお越しください。 

皆美グループは、島根県内に「佳翠苑皆美」
「皆美館」「味皆美ふじな亭」「翠鳩の巣」の4店
舗、東京に「日本橋皆美」「銀座皆美」の2店舗

あります。また、オリジナル商品の通信販売や
仕出し、お弁当も手掛けており、宿泊と食による
おもてなしを提供している企業です。 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

 皆美グループ（宿泊業・飲食業） 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース33 
宿泊業・飲食 
サービス業 



山陰が大好きで、地元の発展を支えたい、そして地域ととも
に成長したいと思う皆さん、ぜひ私たちと一緒に山陰両県
を盛り上げていきましょう。 
 

昭和１６年の創立以来、「地域の夢、お客様の
夢をかなえる創造的なベストバンク」の経営理
念のもと、地域とともに発展してきた銀行です。
広域なネットワークと財務の健全性を活かし、
良質な金融サービスを提供してまいります。 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

詳しい企業情報はこちらから 

 株式会社山陰合同銀行      ブース34 
  金融保険業 



  

 
 
 
 

  

 当行は、大正４年の創業以来、どの金融機関とも合併等を行わず、自

主独往の精神の下、地域と共に発展を続け、この間、地域の皆様から

の信頼を第一に考え、島根、鳥取両県の山陰エリアに特化した地域密

着型金融の推進に取組んでまいりました。 

 そして平成27年には、創業100周年を迎えました。その歩みはお客様

との「信頼の絆」の歴史であり、これからも感謝の心を忘れず、地域密

着型金融の推進に努めてまいります。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

失敗を恐れず、新しい課題に挑戦し続けることのできる方、また、地域社会の発展に
役立ちたいという情熱を持った方を「しまぎん」はお待ちしています。  

詳しい企業情報はこちらから 

     ブース35 
  金融保険業 



島根県内にはいろいろな企業があります。 

当協会は、県内の約１／３の中小企業者の方々にご利用いただいており、
様々な企業や経営者の方と出会えるのが魅力のひとつです！！ 
 
 

  
 信用保証協会は、中小企業の支援を専門に行う公的機関
です。地域の中小企業が金融機関から事業資金を借り入れ
るときの「信用保証」をはじめ、経営相談や専門家派遣、情報
提供など、中小企業の方々の事業継続や発展に向けたお手
伝いをしています！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

   島根県信用保証協会 

詳しい企業情報はこちらから 

     ブース36 
  金融保険業 



社会福祉事業は暮らしに根差した事業です。地域とのつながりも深く、生ま
れ育った地元への貢献度の高さが仕事を通じて実感できることは大きな魅
力だといえます。 
さあ、アナタも51周年を迎えた歴史あるしらゆり会で一緒に働く仲間になりま
しょう！ 

第1種事業として高齢者や障害者の分野で6つの事業を、第2
種事業として保育所など10の事業を、公益事業として訪問看
護など2つの事業を、それぞれ運営しています。事業の対象
も0歳児からご高齢の方までと幅広いです。利用者数は入所
通所合わせて1000名を超えており、これらの方々を400名を

超える職員で支えています。このスケールメリットを生かした
法人運営を心掛けています。 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

  社会福祉法人 しらゆり会 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース37 
  医療・福祉 



 これから先、進路のことで悩む機会が増えるのではないかと思います。自
分が進みたい道を探す材料として、また自分自身のためにも、いろんな体験
をして、多くの人と関わっていき、価値観を広げていってください。今回のセミ
ナーでも、選択肢を広げるためにいろんな職種のブースを回っていただけれ
ばと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは、こんな会社です！ 

高校生の 
みなさんへ 

社会福祉法人 飯南町社会福祉協議会 

 本会は、「地域福祉の推進を図る団体」として社会福祉法に
位置づけられている民間組織です。地域の福祉課題の解決
に取り組み、誰もが安心して暮らしていけるよう活動に取り組
んでいます。主な活動として、小地域の中で様々な地域での
助け合い活動を支援したり、お一人暮らしの高齢者の孤立を
防ぐためのサロン活動の支援を行ったりしています。また、通
所介護事業や訪問介護事業、特別養護老人ホームの運営
や平成２４年度からは町内４ヶ所の保育所を受託運営してい
ます。 

 また、スムーズな職場適応の支援として、法人内部での研
修や配属部署での研修、採用後１ヶ月間の研修日誌により
日々の疑問や不安に応えることできる仕組みになっています。
その他に、職員による親睦会があり、歓迎会・忘年会・スポー
ツ交流会等で職員間の交流の場を設けています。 

ソフトバレー大会
を行いました♪ 

ディサービスの様子 

詳しい企業情報はこちらから 

    ブース38 
  医療・福祉 


