
山口大学学内業界・企業研究会 ｗｅｂ合同 ＜広島・岡山・山口＞ 運営：LLP 人材開発 

12 月  3 日（金） 

web合同は、Zoomミーティングを活用した合同研究会です。 

※ 参加申込をした方に Zoom入室コードを送ります。必ず、事前の申し込みをお願いいたします。 

冒頭の30分は、メインルームでの全体説明と参加企業による１分間スピーチです。カメラオフ。 

その後、ブレイクアウトルームを設定します。自己移動機能を使って各社ルームを訪問してください。 

ルーム訪問は全5回。一回25分です。カメラオン・オフはルームの指示に従ってください。 

フリータイムは、再訪問可能時間。質問できます。新規の訪問も可能です。自由にお使いください。 

16時から２回目の説明をします。ここから参加の学生のためです。すでに聞いた方は休憩してください。 

休憩室はご自由にお使いください。とくに声をかけません。 

途中入退出自由です。服装も自由です。全学年対象。１年生も２年生も参加できます。 

当日の時間は、以下のとおりです。 

14:30-15:00 開会行事・学生への全体説明（１回目）・１分間スピーチ 

15:00-16:00 ルーム訪問 ① 15:00-15:25 ② 15:30-15:55  

16:00-16:10 学生への全体説明（２回目） 

16:10-18:00 ルーム訪問 ③ 16:10-16:35 ④ 16:40-17:05 ⑤ 17:10-17:35  

              ⑥ 17:40-18:00 = フリータイム 

この日の参加企業は、こちら 

アデリー 岡山県警察 吉南 大晃機械工業 タツモ 田村ビ

ルズ 長府工産 テルモ山口 PACRAFT 丸久 山口トヨペ

ット ユタカ電業 理研産業  

12 月3 日（金）14:30-18:00 学内業界・企業研究会 ｗｅｂ合同 ＜広島・岡山・山口＞ 運営：LLP人材開発 

No. 企業名 本社所在地 事業内容 山大生へのメッセージ 

1 アデリー 
山口県 
柳井市 

贈り物の新たな価値を
創造。開発~物流を一貫
して手掛ける総合プロ
デュースカンパニー 

私たちアデリーは、多くのお客様へ幸せを届けるため、食を中心とした販売
事業、あるいは記念事業や業務開発、その他様々な新しい取り組みを「アイ
デアを現実化する」ことでサポートします。企画会社・デザイン会社・商社・
物流・花き栽培などと様々な顔を持つ、他には類を見ない稀なタイプの企業
です。

2 岡山県警察 
岡山県 
岡山市 

事件捜査や交通指導取
締り、犯罪を未然に防ぐ
ための広報啓発活動な
どを行います 

山口大学のみなさん！こんにちは♪私たちは、みなさんが日々安心・安全に
暮らせるように事件捜査や交通指導取締り、犯罪を未然に防ぐための広報啓
発活動などを行っています。学部・学科、文系・理系に関係なく多くの人が
活躍できる仕事があります！ぜひ警察の仕事を聞きにきてくださいね♪ 

3 
キチナン 
グループ 
（吉南） 

山口県 
宇部市 

運送貨物業・倉庫管理
業・製造請負業・梱包資
材販売業・人材派遣業 

「スピードと徹底」を武器に世の中の当たり前を支える総合物流企業です。
2020 年 5 月、35 歳の社長が代表に就任し、今後も新たな事業展開を模索し
ています。幅広い事業があり、活躍できるフィールドは広く若くても挑戦的
なキャリアを過ごせる機会も！山口大学の先輩もイベントに参加予定で
す！

裏面につづく 



No. 企業名 本社所在地 事業内容 山大生へのメッセージ 

4 
大晃機械工業
(大晃ホールディ
ングスグループ)

山口県 
熊毛郡 
田布施町 

流体機器の設計製作販
売、環境施設の設計施
工、再生可能エネルギー
事業 

地元田布施町の工場誘致第１号として１９５６年設立。出荷台数世界トップ
クラスのポンプメーカーとして、あらゆる業界へ、日本中、世界中のお客様
へ製品を提供しています。当社の研究開発、機械設計、営業部門などで山大
ＯＢが多数活躍中。世界を舞台に働きたい方、チャレンジ精神のある方をお
待ちしています。

5 タツモ 
岡山県 
岡山市 

半導体・液晶製造装置、
ウエハ搬送ロボット、精
密金型、樹脂成型品等の
開発、製造販売 

タツモ株式会社は、東証一部上場のメーカーで、２０１９年１２月に本社を
岡山市に新築移転し、社員が働きやすく、お客様にデモができる環境を整え
ました。 世界の一流企業に、半導体・液晶製造装置、ウエハ搬送ロボット
などを、オー ダーメイドで作るカスタムマシンとして届けています。理系
学生歓迎！

6 
田村ビルズ 
グループ 

山口県 
山口市 

新築住宅分譲販売、不動
産売買仲介・賃貸仲介管
理、投資アパート企画販
売、産業廃棄物処理 

創業 140 余年の実績と安定した経営基盤を持ち、社員の 3 割近くを 20 代が
占める「常に変化と成長を求める」老舗ベンチャー。住関連事業を通じ当社
が何より重視するのは「人として何が正しいか」という判断基準。近年は九
州にもエリアを拡大し、直近 5 年で地域有数の住関連企業となる事を目指し
ています。

7 長府工産 
山口県 
下関市 

住宅設備機器のメーカ
ー・商社（給湯機等の製
造・販売、太陽光発電等
の卸販売） 

下関市から全国へ展開する住宅設備機器のメーカー・商社です。石油給湯機
メーカーとして培ったノウハウを基盤に、太陽光発電等のエネルギーマネジ
メントに関する商材の取り扱い等を行っています。経営理念として「全従業
員の物心両面の幸福の追求」を掲げる、従業員を大切にする会社です。 

8 テルモ山口 
山口県 
山口市 

医療機器・医薬品の製造 私たちテルモ山口は、2016 年 1 月に本格稼働をスタートさせた「テルモグ
ループの新たな生産拠点」です。カテーテル関連製品およびドラッグ＆デバ
イス製品というグループの中核製品を製造し、国内はもとより世界 160 カ国
の医療現場へ製品をお届けしています。 

9 PACRAFT
東京都 
（主な勤務地

山口県岩国市）

自動計量機・各種包装
機・包装関連システム機
器・包装プラントの開
発、製造、販売 

レトルト食品や、詰め替え用洗剤、暮らしに欠かせない袋包装、当社は充填
包装機械の国内トップメーカー。多様な製品の袋詰めを可能にする確かな技
術で、海外にも多くの顧客を獲得し成長を続けています。新しい機械の開発、
世界を飛び回る営業、活躍の場は広く、機械好きの方必見です。 

10 丸久 
山口県 
防府市 

山口県を中心とした食
品スーパーマーケット 

創業 67 年、地域に愛される食品スーパーマーケット「Aruk」「Marukyu」「サ
ンマート」「中央フード」を 88 店舗展開しています。安心・安全な食の提供
と地域のニーズに寄り添った経営で、地域 NO.1 の店舗づくりを行っていま
す。企業としての役割や工夫を、企画演習を通じて学んでいただきます。 

11 
山口トヨペ
ット 

山口県 
山口市 

自動車（トヨタ新車・各
種中古車）販売、自動車
整備・修理、保険代理店
業務 

山口県内 29 店舗で事業展開しているトヨタの自動車販売会社です。お客様
に「またお店にいきたい」と思っていただけるようなイベントを企画・実施
するなど、「お客様満足度」に徹底してこだわっています。山口大学出身の
先輩も多数活躍しています。皆さまとお話しできるのを楽しみにしておりま
す。

12 ユタカ電業 
山口県 
下関市 

鉄道に関する情報通信
機器の設計・製造 

日本の鉄道を支えて約半世紀。山口・東京・大阪・仙台を拠点に、鉄道の通
信や信号の分野で日々の安全運行や快適な環境づくりに貢献しております。
普段利用している駅で見かけるあの金具も、もしかしたらユタカ電業の製品
かもしれません。学部・専攻は問いません。皆さんのご参加をお待ちしてお
ります。

13 理研産業 
広島県 
広島市 

ICT コンサルティング、
ICT 機器販売やサポー
ト、オフィス設計 

私たち理研産業は『モノづくりができる ICT 会社』です。お客様のオフィス
をもっと快適に、もっと楽しく仕事ができるように ICT を通じ、お客様の「働
く」をより良いカタチにするお手伝いをしています。 

参加申込は、キャリア学習webサイト → 
               https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ss-web/yoyakus/ 

ｗｅｂ合同 ＜広島・岡山・山口＞ 運営：LLP人材開発 次回以降の予定 
1 月 17 日（月）14:30-18:00  

イズミ 三井開発 日本セレモニー 長府製作所 宇部情報システム 山口日野自動車  
コプロス ユニオン石油工業 ほか 

1 月 28 日（金）14:30-18:00  
中特ホールディングス トヨタカローラ山口 ヤマネ鉄工建設 みうら テラル あじかん  
不二輸送機工業 山口産業 サンエス ほか 

山口大学学生支援センター／就職支援室 2021.11.15


