
【主催】富山県商工労働部労働雇用課　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/

お申し込み先
QRコード

お申し込み方法

Facebookページでは、カフェに参加する女性社員の情報を随時更新予定！
他にも富山県UIJターンに関する様々な情報もリンクで入手できます！

https:/www.facebook.com/toyama.uij.turn

就活女子応援カフェ Facebookページ

info@uturn.pref.toyama.lg.jpご記入いただいた個人情報は、委託元（富山県）へ提供し、富山県からの
UIJターンに関するイベント情報等の提供に使用するほか、個人を特定で
きない形式による統計データの作成・分析・公表に使用します。 
情報等の提供に同意されない方は、必ず希望しない旨をご記入ください。

0120-108-250
http://uturn.pref.toyama.lg.jp/HP

月曜日～金曜日 9:30～17:00
休 土・日・祝日、年末年始

お問い合わせ先
富山くらし・しごと支援センター白山オフィス
（富山県東京Uターン情報センター）

webのお申し込みフォーム、もしくはFAXにてお申し込みください。

 ①  以下のURLから、お申し込みフォームへアクセスしてください1

お名前 電話番号

Eメール

希望会場 学年

大学名・学部

 ①  FAXの場合は以下にご記入の上、 03-3816-2905までお送りください2

 https://s.cnz.jp/sv/kugx/eNV6GNNf

お茶やケーキを楽しみながら、富山県内の企業で活躍する女性社員から
「働くこと」や「就職活動」のお話を聞くことができるイベントを実施します。
富山県への　UIJ ターンをお考えの方、ぜひお気軽にご参加ください。

【運営】事業受託先　株式会社パソナ

定員40名（先着順・要予約）

2019年3月以降に卒業予定の女子学生
（大学・短期大学・専門学校生）対象

参加費無料
リアルな社会人の声が聞ける

服装自由
気軽に参加できる

当日は別会場にて富山県主催「元気とやま！就職セミナー」
を実施しております。あわせてご参加ください。
（詳細は裏面をご覧ください）

就活女子応援カフェ
in 東京・京都・名古屋

参加費無料

京都会場

京都市左京区粟田口鳥居町2-1
kokoka京都市国際交流会館2F

2017.11. 25 SAT
レストランTSUMUGI
16:30～18:00  （受付：16:00～）

東京会場

東京都千代田区大手町2-6-2
パソナ(JOB HUB SQUARE)

2017.11. 7TUE
17:15～18:50  （受付：16:45～）

名古屋駅から徒歩5分

2017.11. 26 SUN
名古屋会場

名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワーレストラン棟

LA ETERNITA (ラ エテルニータ）
10:00～11:30  （受付：9:30～）

第3 回第２ 回第1 回

東京駅から徒歩1分
岡崎公園 美術館・平安神宮前バス停から
徒歩10分

富山県へUIJターンしたい女子集まれ
!!

今年度卒業予定の先輩女子学生との交流会を開催
します。就活のヒントを先輩からこっそり伝授！
本音が聞けるチャンスです。

2018年2月
第４回就活女子応援カフェ 開催予定

予告！
東京会場（東京駅近辺）にて
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都合により会場が変更になる場合もあります。



立山科学グループ
（株）プレステージ・インターナショナル
（株）北陸銀行
北陸電力（株）
（株）リッチェル
YKK（株）

立山科学グループ
（株）プレステージ・インターナショナル
（株）北陸銀行
北陸コカ・コーラボトリング（株）
北陸電力（株）
YKK（株）

（株）池田模範堂
（株）プレステージ・インターナショナル
（株）北陸銀行
北陸電力（株）
（株）リッチェル
YKK（株）

東京東京

都合により企業が変更になる場合も
あります。最新情報はホームページ
もあわせてご確認ください。

参加企業
日程表
参加企業
日程表

11/７
2017.

 TUE 京都京都  SAT11/25
2017.

 SUN名古屋名古屋 11/26
2017.

元気とやま！就職セミナーを開催します！

東京会場
2017.11/7 TUE
2018.　2/3 SAT

京都会場
2017.11/25 SAT
2018.   2/11 SUN

名古屋会場
2017.11/26 SUN
2018.  2/10 SAT

参加費
無料

学生から社会人まで、富山県へのUIJターン就職をお考えの方のお手伝いをする「元気とやま！就職セミナー」。
今回は「準備編」と「実践編」の２回にわけて富山県で働く魅力や、就職活動の進め方などをご紹介します。

申し込み方法
申し込みフォームにてお申し込み

以下のURLよりお申し込みください。
https://s.cnz.jp/sv/kugx/E2nT2xZK

富山くらし・しごと支援センター  03-3816-2905

FAXにてお申し込み
氏名、電話番号、Email、学校・学部・学年、希望会場
イベント情報等の提供を希望する・しないを記入の上、
下記までお送りください。

QRコード

就活女子応援カフェに参加する女性社員 9名に聞きました！

「富山で働いてよかったことを教えてください」

同日開催！

経営管理部 主任
永井 茜さん（南砺市出身）

株式会社北陸銀行
金融・銀行業

「働きやすい」環境が整っているのが
富山の魅力です。
海や山に囲まれ、新鮮な野菜や魚が当たり前のよう
に身近にある富山。職場では上司後輩関係なく、気
の合う仲間と一緒に登山をしたり、仕事終わりにお

いしい日本酒を飲みに行ったりと富山生活
を楽しんでいます。キラキラした都会の
遊び場も楽しいですが、社会人になり、
生活の質が大切だと気づきました。

営業部企画課
荒地 泉穂さん（黒部市出身）

株式会社リッチェル
製造業（プラスチック製品）

社員同士の関係が良く、
相談しやすい環境が自慢の職場です。
社員同士の仲がとても良く、仕事以外のことも相談
しあえる環境なので、事務所は和気あいあいとして
います。ノー残業デーには飲み会も多いです。私は

地元の会社に勤めることで、支えて
くれる友達や家族が近くにいること
も心強いです。人の温かさを感じ、
充実した日々を過ごせています。

人事労務部プログレス推進チーム
白崎 小百合さん（高岡市出身）

北陸電力株式会社
電気・エネルギー業

「効率化に対する意識を持とう！」「メンバーを思いや
り、お互いを助け合おう！」をスローガンに掲げ、最
高のチームワークで業務を進めています。全国各地や、

海外に転勤をする友人の姿が、華々しく見え
ることもありますが、結婚後も仕事とプライ
ベートを両立しながら充実した生活を送れ
ることを、何よりも嬉しく思います。

富山の人は温かく真面目で、
一緒に働きやすいです。

人事部　人材開発担当（製造・技術）
仲家 有紀さん（愛知県出身）

YKK株式会社
製造業（ファスニング等）

ものづくりをしている会社で働くことを目指して就職
活動をし、縁があってYKKに入社しました。最初はとっ
つきにくいイメージがあった方も、懐に入って真摯に

コミュニケーションを重ねていると、みなさ
んとてもかわいがってくれます。職場の方
から、自宅で採れた野菜をいただくことも
あり、富山ならではの魅力だと思います。

人がやさしい！人と話をすることが
毎日良い刺激になっています。

人事部　人材開発担当（営業・管理）
坂上 星子さん（兵庫県出身）

YKK株式会社
製造業（ファスニング等）

職場では、上司や同僚とお互いに意見を交わしなが
ら企画内容を考えています。YKKグループでは、「失敗
しても成功せよ / 信じて任せる」という社風があり、

若手社員に大きな仕事を任せることも。
社員同士も仲が良く、同期や後輩と車で
いろいろなところへ行きました。ごはん
が美味しいことも嬉しいです。

若手社員にもチャンスのある
社風が魅力です！

秘書室 係員
清水 美里さん（高岡市出身）

飲料卸売業

仕事も私生活も、
「自分らしく」を実現できます。
富山は旬の味覚や自然、伝統文化など四季の楽しみ
が充実していて、県外の友人に自慢できる場所です。
職場は社内イベントも多く、部署の垣根を越えて、

会社全体で仲が良いです。よく話し、よく
笑う楽しい環境の中で仕事ができ、人と
の関わりを通して自分の視野が広がっ
たように感じます。

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

スーパーバイザー
梅川 真里子さん（射水市出身）

BPO（ビジネス・プロセス・
アウトソーシング）事業

都会に比べると飲食店の数は少ないですが、新鮮な
海の幸・山の幸が食べられるお店が色々あります。
弊社は、福利厚生が充実しており、カフェや託児所、
社員寮やトレーニングスタジオと、ON と OFF の切

替ができるように工夫されています。
良い環境の中で、集中して業務に取り
組むことができます。

自然豊かなところ！
満員電車や車の渋滞が少なく、安心です。

株式会社プレステージ・インター
ナショナル 富山 BPOタウン

株式会社池田模範堂
総務人事グループ人財開発チーム
加治 真実子さん（立山町出身）

製造業（医薬品）

家族が近くにいるので、
子育ても安心です。
所属部署は男性 3 名、女性 3 名で勤務しています。
人事に関わる仕事なので、メンバーは皆、社員のこ
とを親身になって考えています。いい仲間に囲まれて、
仕事と子育てを楽しみながら両立でき、とても幸せ
です。家族が近くにいるので、何かあった時に頼る

ことができるのも心強く、子育てに
はぴったりの環境だと思います。

立山科学グループ
総務部 人事グループ  新卒採用担当責任者
北川 カレンさん（富山市出身）

製造業

晴れた日の運転中に出会う
立山連峰は圧巻です。
富山は公共交通機関が他府県に比べてあまり整って
いないため、都会に比べると不便に感じることも多
いです。しかし、天気の良い日に自動車を運転して
いて綺麗な立山連峰が観れたときは、「富山っていい
な～」と改めて感じます。富山県を一度離れて生活

したからこそ富山の魅力を発見する
ことができたのかもしれません。

※五十音順


