
会場

平成３０年６月２９日（金）　13：30～16：30　

（受付時間13:00～15:30）

対象者

参加企業 １２０社予定

問合せ先 東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

※求人の詳細は最寄りのハローワークで確認いただけます。

新宿ＮＳビル　「ＮＳイベントホール」
東京都新宿区西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル　地下１階

開催日

平成３１年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等の
卒業予定者および既卒者（卒業後概ね３年以内の方）

第１回 新規大卒者等 

合同就職面接会 

参加企業・求人一覧表 



ブース
番号
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事業所名
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事業所番号
会社の特長

1 ★
ウィツ　㈱
(ソフトウェア業)
1304-636076-5

当社の使命はウィストロン社の子会社としてアジアにおいて世界第一級のＩＴ
サービスプロバイダーになることです。社員と共に効率的にパフォーマンス
を最大化します。

2 ★
㈱　河辺商会
(化学製品卸売業)
1301-219519-6

大手顧客と長年の信頼関係を構築しているので、仕事の価値や自己成長、
やりがいを見出す事が出来ます。自社ブランドの新商品の開発や企画もし
ております。社会奉仕活動も行っています。

3
㈱　翔栄
(電子部品製造業)
1004-500662-7

タッチパネルの開発、設計、販売を行なうタッチパネルの総合メーカー。当社
タッチパネルは自動車メーカー純正カーナビに採用されガラス／ガラスタッ
チパネルでは世界トップシェアを誇ります。

4
㈱　銀座ルノアール
(喫茶店)
1308-415882-3

会社設立以来、都市型喫茶店としてチェーン化を図り、多様化する都市生
活の中、ゆったりと落ち着いた雰囲気で「都会のオアシス」としてくつろぎの
空間を提供してきました。

5
興亜エー・シー・エル㈱
(印刷業)
1313-206820-7

当社は化粧品瓶への印刷業務を行っています。印刷機も多種多様の機械
を完備しており、男性女性問わず稼働出来るようになっています。尚、親会
社は化粧品の瓶製造で日本一です。

6
共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

創立以来６０年以上経過し、強固な経営体質を築き、健全経営に徹し、地域
社会との共存共栄を旨とした中小・小規模企業及び地域住民の為の金融機
関。

7
㈱　西原衛生工業所
(管工事業)
1304-133-5

大正６年に創業し「水の活用を通じて社会に貢献する」ことを経営理念に掲
げ、日本の給排水衛生設備の歴史を築いて参りました。これからもこの分野
のリーディングカンパニーとして歩み続けます。

8
㈱　ペッパーフードサービス
(食堂，レストラン)
1312-501912-7

２０１７年８月東証一部に株式上場。「いきなりステーキ」「ペッパーランチ」を
全国に展開中。海外も東南アジア・アメリカを中心に拡大中。社員独立制度
もあります。

9
日金スチール　㈱
(鉄鋼製品卸売業)
1304-231500-3

東証一部上場日本金属株式会社の１００％出資子会社です。自動車、ＩＴ分
野で使用されるステンレスで高いシェアを誇ります。

10
㈱　東京リーガルマインド
(専修学校，各種学校)
1308-619367-7

ＬＥＣ（レック）の呼称で全国に資格試験受験予備校を展開し、多くの合格者
を輩出してきた実績を誇っています。不況に強く、時代に必要とされる成長
企業です。１３－ユー０８０５１５

11 ★
ｓｏａｍ．ＩＣＴ　㈱
(ソフトウェア業)
1320-615094-3

お客様の信頼をモットーに丁寧なモノ作りに徹しています。また、社員とのコ
ミュニケ－ションを大切にする風通しの良い会社です。社員のスキルアップ・
キャリア形成をサポートします。

12 ★
㈱　ソラマス・ソフトウェア・サービス
(ソフトウェア業)
1308-629829-6

高い技術力を武器にサブシステムインテグレーターとして、顧客との共存・
発展を目指しています。
業務の大半はエンドユーザーから直接受注しています。

13
㈱　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

社訓「利益を失うも信用を失うな」のモットーのもと４０年。
銘木商社の中でトップクラスの実績を誇っています。

14
フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

創業以来、自社開発製品を各業界に開発・提案・製造・販売していく独立資
本型企業。特許件数は申請分を含め７２０以上。

15
旭興　㈱
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
2702-435373-8

人と人とのつながりを第一に。室内装飾品の企画開発から内装工事まで一
貫した住生活空間造りを展開しています。確かな技術と品質で大手ハウス
メーカーや工務店から高い評価を頂いています。

16
管清工業　㈱
(職別工事業)
1307-202947-8

下水道の維持管理業としては大手で管理業のパイオニア的役割を果たして
いる。事業所は全国展開しており、下水道の啓蒙活動にも力を入れ、出前
事業を全国各地に無償で行っている。

17
㈱エム・シー・サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

分譲マンション中心の管理会社
（Ｈ２９年３月末管理実績：５２０棟１８，４２８戸）
ＩＳＯ９００１：２００８年版認証取得済

18
ブルーチップ　㈱
(事業サービス業)
1301-626182-0

創業５０年以来、一貫して地域の小売業の良きパートナーとして販売促進シ
ステムを提供し続け、ポイントカードビジネスのリーディングカンパニーとして
全国展開している会社です。

19 ★
㈱　ファイブドライブ
(情報処理・提供サービス業)
1301-582572-0

民間企業、官公庁に対し、主に脆弱性診断、対策提案サービスを提供す
る、技術者主体のセキュリティ専門会社です。セキュリティ対策の必要性増
大により、業績急伸、今後の発展も期待できます

20 ★
㈱　ビービージーシー
(情報処理・提供サービス業)
1309-623958-8

難易度の高いシステム設計や構築も得意とする一方、人材の育成に力を入
れています。社内外の教育と定期的な面接を実施し、着実に実力をつけて
いただけます。

21
㈱　三洋
(化学製品卸売業)
1302-302101-7

昭和２３年会社創立以来一度も赤字決算がなく発展をしている。

22
ハヤシレピック　㈱
(電子応用装置製造業)
1309-101069-3

時計で培った精密加工組立技術を応用し、自社製品（スポット照明器具、電
動ドライバー、電子クーラー等）を商品化する一方、精密プレス部品の製
造、組立を行っている堅実な会社。

23
㈱　王将フードサービス（餃子の王将）
(食堂，レストラン)
2602-69125-5

昭和４２年に創業以来「餃子の王将」を国内に展開している、東京証券取引
所１部上場企業です。また店舗スタッフがお客様のニーズに合わせた店舗
をつくる「店舗主導型経営」を推進しています。
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24
旭商事　㈱
(各種商品小売業)
1301-101199-0

出光系のガソリンスタンドにて、近隣の固定客を中心に地域密着の商売を１
００年あまり続けています。ベビーシッター事業を通し子育て世代の方達を
後方からサポートし地域活性化を目指します。

25
㈱　エイチ・エス・ジェイ
(電気通信・信号装置工事業)
1306-617346-8

創設以来順調に業績を伸ばし、得意先として大手企業の京王グループやＮ
ＥＣグループ他と取引があり、大変安定した経営と未来に広がる通信事業を
展開する企業です。

26
三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

１９４７年の創業以来こだわり続けてきたのは「安全な水と空気」をつくること
でした。［信頼と正しい技術］を企業理念とし、社会に役立つ事業に邁進して
いきます。

27
Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱
(情報サービス業)
1301-561291-3

業界トップクラスのクオリティーの高さを誇り、成長中の会社です。個人向け
のパソコン・スマホ・タブレットサポートから、法人向けのオフィスサポートま
で、様々なサポートを行っています。

28
㈱　リンカイ
(一般産業用機械・装置製造業)
2708-291527-9

水をもって社会に貢献する。社員の豊かな生活の向上をはかる。

29
医療法人社団　めぐみ会
(一般診療所)
1320-7572-3

診療所施設は、複数ヶ所あり。年中無休の診療体制を整えている。週休２日
制で有給休暇の他、季節休暇等福利厚生の配慮もある。

30
㈱　アイデム
(専門サービス業)
1308-425042-0

求人折込広告から始まりフリーぺーパー・求人サイ卜を営む総合求人広告
業です。人材の採用から人材の戦力化、さらには雇用情報の提供等を行っ
ている総合人材サービスを目指しています。

31
オーケー㈱
(百貨店，総合スーパー)
1401-629228-4

「高品質・ＥｖｅｒｙｄａｙＬｏｗＰｒｉｃｅ」を経営方針にお客様に愛される店造りをし
ています。

32
共和物産　㈱
(こん包業)
1307-104565-7

創業以来、堅実経営で業績拡大。取引先に一流企業多数。安全第一、家族
的雰囲気の中で仕事。

33
㈱　銀座ヨシノヤ
(呉服・服地・寝具小売業)
1303-203945-0

・お客様に『喜ばれる』商品をご提供することをモットーにした会社です。
・当社の靴は高品質、高機能、高品格を自負致しております。

34
㈱　アイワコピー
(速記・ワープロ入力・複写業)
1311-306095-9

社員は全員親切な人ばかりです。社員各自が自分の果たすべき責任を自
覚しており、明るい活気のある会社です。会社は収益性、安定性、成長性等
財務分析結果とビジョンを話しています。

35
㈱　ゼンチク販売
(農畜産物・水産物卸売業)
1304-230001-3

スターゼン株式会社（東京証券取引所１部上場）１００％出資会社。外食
チェーン（レス卜ラン、居酒屋）、給食関係への食材提案、販売を業務として
おります。

36
㈱　イノベイションオブメディカルサービス
(老人福祉・介護事業)
1410-100991-1

私達ＩＭＳは、医療・福祉を通じて地域社会から頼られる存在となり接するあ
らゆる人々に貢献することを目指しています。この企業理念を実践する為、
社員一丸となって日々の業務を行っています。

37 ★
エム・ビー・エーインターナショナル　㈱
(ソフトウェア業)
1307-345514-1

当社は、ゲームソフトからＷｅｂシステムまで幅広く手掛けるソフトウェア開発
会社です。

38 ★
㈱　キャンドゥコンセプト
(情報処理・提供サービス業)
1307-114360-1

トップが技術者である当社は「技術者が定年まで安心して働くことが出来る
企業」を目指して起業しました。

39
丸全昭和運輸　㈱
(一般貨物自動車運送業)
1401-471-0

海・陸・空すべての分野でワールドワイドなサービスを提供し、総合物流企
業として幅広いお客様から信頼をいただいてます。

40
㈱　サイプレス・ソリューションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

創業４０年以上の安定企業。国内外に約７０社以上の関連会社を傘下に持
ち、従業員数約１万人のＴＣＳグループの一員です。

41
㈱　ヤガイ
(畜産食料品製造業)
0601-3608-6

○サラミ（おやつカルパス）やビーフジャキーなどを全国で販売しています。
「杜の都　太助」は牛たん焼専門店として東京都内５店舗展開しています。

42
㈱　ケ－・エキスプレス
(専門料理店)
2701-424177-5

グループ創業５０年以上、着実に業績を伸ばし安定成長を遂げています。男
女、年齢を問わず、やる気と実力が勝負の活力に溢れた職場です。お客様
の喜びを直接実感できる仕事です。

43
㈱　菱友システムズ
(ソフトウェア業)
1304-16131-5

創業以来、三菱系各社を始め多くの会社の情報システムの構築と運用に参
画。「信頼性・技術力が高くお客様から頼られる」、「社員が誇りと意欲を持ち
働き続ける」会社として社会に貢献

44
㈱　ワキュウトレーディング東京事務所
(食料・飲料卸売業)
1309-937371-4

マッシュルームのみを扱う日本で唯一の会社です。美味しいメニュー提案な
ど常に積極的な活動をしています。食に興味のある人が集まる明るく活発
的な会社です。業務拡大の為の増員。社内禁煙。

45 ★
㈱　コスモ・インテリジェンス
(ソフトウェア業)
1315-613735-8

“人”それをとりまく“環境”を一番に考え、信頼される会社創り、人間創りを
実践している会社です。
【ユースエール認定企業】

46 ★
㈱　ｊｉｏｗｏｒｋｓ
(インターネット附随サービス業)
1308-637306-7

東京都中小企業振興公社の事業可能性評価事業で事業評価を得た事業を
展開していく創業したてのベンチャー企業です◆東京都「経営革新計画事
業承認」◆厚生労働大臣認定「ユースエール認定企業」
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47
アオイ　スタジオ　㈱
(映像情報制作・配給業)
1304-8782-3

当社は録音スタジオとして６０年以上の歴史があり、取り扱う作品は映画、
予告編、コマーシャル、アニメーション等多岐にわたります。その他、全国で
イベントの制作を行っております。

48
㈱　ラピーヌ　東京店
(外衣・シャツ製造業)
1304-924210-6

国内トップクラスのプレタメーカー。お客様に愛されるのは「本当に良い物」。
「何万着つくってもお客様には一人一着」を合言葉に品質の高さにこだわっ
ています。（東証・大証２部上場）

49
㈱　ライト
(産業機械器具卸売業)
1301-224673-6

昭和３８年創業以来、半世紀以上にわたり黒字経営を更新中。「創造と進
化」を社是に更なる企業発展を目指していきます。

50
斎長物産㈱
(建築材料卸売業)
1301-503384-0

長い歴史が物語る堅実性におごる事無く、社員は常に鋭く時代の動向を捕
らえ、活き活きと活躍しています。躍動感あふれる若者を育成し続けている
事がリーディングカンパニーで有り続ける由縁です

51 ★
㈱　ライズテック
(ソフトウェア業)
1307-645539-8

「社員が幸福で希望を持ち社会貢献する会社を目指す」を企業理念に掲
げ、社員一人一人が安心して働ける環境づくりのために、教育制度、福利厚
生などの社内制度の充実を図っています。

52 ★
㈱　テイルウィンドシステム
(情報処理・提供サービス業)
1315-314336-8

独立系ソフト会社。主に大手企業向け情報システムコンサルティング、設
計、開発を行なっています。平均年齢２０代と若手の多い会社です。やる気
のある方を全力で支援します

53
㈱　オカダヤ
(織物・衣服・身の回り品小売業)
1308-102955-1

創業は昭和２年で、東京、神奈川、埼玉に各店舗を有し、関東を中心に展開
中である。専門店であり、年間２～３店舗増加の予定。

54
㈱　光邦
(印刷業)
1301-204806-3

当社は、誠実・謙虚・尊敬の社是を立て、お客様と心の通ったおつき合いを
大切にしています。そして、熟練した社員による優れた技術によって高品質
の印刷物を手掛けています。

55
㈱　金陽社
(ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業)
1304-617025-8

会社創立以来８０年以上にわたり国内最大のゴムロール・
ゴムブランケットのトップメーカーとして独創性と先進性に富んだ確かな技術
力で安定成長を遂げている。

56
㈱　レーベンコミュニティ
(建物サービス業)
1301-660043-0

東証１部タカラレーべングループの中核会社。毎年安定した供給を受け業
績は順調に推移しております。社員の活気に溢れ、自己資本比率７０％強、
堅実経営を貫いています。

57
㈱　ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

当社は贈り物専門店チェーン「ハリカ」を運営する本部ですが、近年はブライ
ダル部門として大型ホテルのサロン拡大やスーパー等流通系への進出も進
めています。

58
㈱　グッドライフケア東京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

グッドライフケアでは、介護、看護、居宅、リハビリデイサービスそして定期
巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスを提供することにより多職種が
連携した地域密着型サービスを展開しています。

59
㈱ユニフロー
(建設用・建築用金属製品製造業)
1304-621102-0

国内シェア８０％を誇る、コンビニやスーパーなどで必ず目にする『スイング
ドア』を始め業務用ドア・シャッターなど様々な商品を製造・販売し、業績を伸
ばしている企業です。

60
名鉄運輸㈱　東京支社
(一般貨物自動車運送業)
1313-614307-4

全国に路線網を持ち、北海道から九州まで１５０余の直営店を有する。トラッ
ク便、引越等の取扱を行っている。
名古屋鉄道グループのー員。

61
㈱　ビット・エイ
(ソフトウェア業)
1507-503366-3

株コメリの関連会社（情報戦略部門として独立しコメリグループ全社におけ
る業務のシステム化、流通センターにおける物流システムの構築等、流通
の分野を核としたシステムを創造しています）

62
松田通商㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-232773-8

取扱商品は、プ口の音楽・放送業界トップレベルの機器であり、あらゆる放
送局や著名な施設で利用されている。コミュニケーションシステム分野では、
業界Ｎｏ１であり、ユーザーの信頼も厚い

63
太陽鉱油　㈱
(燃料小売業)
1301-574801-3

運送会社向けに軽油を供給しており、取引会社数は１６，０００社を超え、
日々拡大を続けています。

64
沖昌エンジニアリング　㈱
(土木建築サービス業)
1310-105353-9

国土交通省等の発注者支援業務並びに民間の土木工事・建築工事（民間
は主に鉄道関連）の設計・積算・測量・調査及び施工管理業務を行っている
安定した会社です。

65
牛島総合法律事務所　　牛島　信
(法律事務所，特許事務所)
1301-578901-9

企業活動にかかわる法律業務（国際法務を含む）

66
ナショナル　ベンディング㈱
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

昭和３８年紙コップコーヒー自動販売機を日本初展開し５６年を迎えます。以
後自販機一筋北海道～山口まで４３拠点展開、現在は飲料に限らず、パン
や菓子、おにぎり惣菜等、職域を広げています。

67
㈱ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

当社は社是に「社員と社会に還元する経営」を掲げ、技術力だけでなく「人
間力」を兼ね備えた技術集団を目指しております。

68
㈱　クロステレビビジョン
(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス
業)
1308-112711-7

ＨＤテレビ中継車をはじめ最新鋭の放送用機材を所有しており、企画から撮
影、編集までの番組制作を一貫して行うトータルクリエイティブシステムを全
国展開している会社です。

69
㈱　丸和通運
(一般貨物自動車運送業)
1311-200376-7

通運・区域・倉庫業を兼営し、お客様は旭硝子株・江崎グリコ株・合同酒精
株・雪印乳業株・王子製紙株・中越パルプ工業株・三井化学株等で経営安
定。
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70
ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製品製造業)
1303-617168-5

堅実な社風のもと、開発から製造・施工に至るまで一貫して建材製造の事
業を展開している。海外での事業を拡大中。

71
㈱チュチュアンナ
(衣服卸売業)
2701-628092-6

靴下の企画・卸からスタートした当社は、取扱アイテム・事業を拡大している
成長企業です。現在、卸先は全国に約１４００件、店舗展開は全国に約２３０
店舗、海外にも約２００店舗を出店してます

72
㈱　桜井グラフィックシステムズ
(生活関連産業用機械製造業)
1313-107040-7

オフセット印刷機・スクリーン印刷機製造のトップメーカ一で、当社の製品は
世界６０数ヵ国に輸出され、ご愛顧いただいております。

73
㈱　東機貿
(機械器具卸売業)
1304-3412-1

１９５５年の創立以来、確実に成長し続けている、欧米の先進的医療技術の
普及を目指すメーカー商社です。

74
ワヨー　㈱
(広告業)
1303-201047-9

当社は、積極性、柔軟な発想、優れた適応力、ユニークな創造性、好奇心、
バイタリティーを持っている魅力のある若い人材で構成しています。

75
アールアイ・ソフトウェア㈱
(ソフトウェア業)
1308-446112-3

独立系企業として培ってきた様々な開発技術、業種・業務ノウハウを元に流
通、金融、製造、公共、医療系などＳＥ一人ひとりの「技術力の総和」がＲ．
Ｓ．Ｉの力となっています。

76
東京山喜㈱（たんす屋）
(呉服・服地・寝具小売業)
1313-621937-9

販売スタッフは、１０代から８０代まで幅広く、着物の知識がなくても、丁寧に
指導します。顧客の層も厚く、一人でも多くの方が、着物ライフを楽しんでい
ただく為のお手伝いをしております。

77
㈱　エイ・アンド・エス・システム
(土木建築サービス業)
1301-561862-9

意匠、構造、空調／衛生、電気の各分野が企画から設計、監理までを行
え、近年はプロポーザルへも参加しています。又、高い技術力を活かし、社
員が客先でプロジェクトにも参加しております。

78
医療法人財団　百葉の会
(病院)
1302-405462-0

「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」を理念に利用者様により質の高
い医療、ケアを提供。事業運営の原動力となるのが「人」であるという考えか
ら、人財の育成、教育には力を入れております

79
㈱　キロニー
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
1304-630624-0

１９１４年創業の歴史の長い会社です。
東証一部上場企業東リ株式会社１００％出資

80
㈱ウチダテクノ
(職別工事業)
1301-658289-5

「合理性」から「快適性」へ。私達は快適化価値の創造と技術力で、心の通う
サービスをご提案しています。

81
アンドールシステムサポート㈱
(情報処理・提供サービス業)
1304-251304-7

当社は最先端電子機器・システムの提案から基本設計・システム開発・メン
テナンス迄のトータルサポートを行う研究開発型エンジニアリング会社で
す。

82
㈱田中歯科器械店
(機械器具卸売業)
1301-221407-7

大正１２年創業以来順調に業績を伸ばし、景気、不景気に極端に左右され
ず、比較的安定した業界と言える。

83
㈱　キーワードマーケティング
(広告制作業)
1301-635333-5

研究・教育事業を通じて蓄積されたノウハウにより未経験の方でもスキルを
身につけることができます。スタッフは若い世代が多く、アットホームで働き
やすい環境です。

84
カネカ食品㈱
(食料・飲料卸売業)
1308-630104-2

製パン製菓を主体に、新たな価値を提案・提供する「食文化に貢献する食品
素材のスペシャリテイ・ホールセラー」を目指しています。

85
㈱　銀座マギー
(婦人・子供服小売業)
1306-614459-4

「銀座マギー」をはじめ「プラスアルファ」、「プレガ」、「プールスタジオ」など、
ヤングからミセスまで、時代性をとらえた多彩なブランドを展開するレディス
専門店です。

86
日東化工機　㈱
(一般産業用機械・装置製造業)
1313-102229-8

昭和１０年設立。地球を守る環境装置の製造に長年にわたる実績を誇って
います。高度な生産枝術とエンジニアリングをもって、社会のニーズに応え
て、限りない前進をめざしています。

87
㈱　ＮＴＴデータ・スマートソーシング
(専門サービス業)
1313-622676-5

・ＮＴＴデータの１００％出資子会社。
・ＮＴＴデータグループでありながら、グループ外の案件＆独自事業も展開。
「安定」と「挑戦」を両立した環境です。

88
三和機材　㈱
(建設機械・鉱山機械製造業)
1302-305309-0

昭和３０年創業以来、低公害型の建設機械の開発に努め、杭打機では国内
のトップシェアを誇ります。また、輸出も広く行い海外でも技術的に高い評価
を得ています。

89
アイング㈱　赤坂営業事務所
(事業サービス業)
1304-622025-3

当社はそごう・西武、イトーヨーカドー等のセブン＆アイグループとのお取引
を中心とし、小売・サービス業を支援する「総合アウトソーシングカンパニー」
です。

90
㈱　柿安本店　東京本部
(食堂，レストラン)
2405-1301-8

惣菜事業をはじめ、精肉事業、食品事業、レストラン事業、和菓子事業を柱
とした、豊かな食文化の創造を目指す、総合食品企業です。

91
斉田電機産業㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-215749-4

経営理念は「君よ！めざそう愛あるパートナー」顧客第一主義の会社です。
熱い心、若い心、思いやりの行動でお得意様の信頼をいただいています。
少数精鋭主義で頑張っています。

92
㈱　ワイエイシイデンコー
(一般産業用機械・装置製造業)
1316-302152-4

当社の遠赤外線処理技術は、産業界から注目され、気流制御技術・クリー
ン化技術を蓄積した事で、高い評価と信頼を獲得しており、エコロジーへの
関心が高まる中、活躍の場所が広がっております。

5 / 34 ページ



ブース
番号

ユース
エール

事業所名
産業分類

事業所番号
会社の特長

93
㈱　ニックフーズ
(食料・飲料卸売業)
1308-620301-6

旧ニックフーズから創業５０年になる老舗企業です。
食に関する多彩なご提案を通じ、「お客様のお役に立つ」営業活動を心がけ
ております。

94
㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

外食・中食産業から公共施設まで幅広いユーザーを対象に、使い易く衛生
的な厨房を提案しております。順調に業績を伸ばし続けており、業界をリー
ドする総合メーカーとして躍進中です。

95
クラシテ　㈱
(建物サービス業)
1308-618018-6

抜群の安定性と将来性。人との出会いを大切にする。

96
江戸川木材工業　㈱
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

当社は快適生活空間のクリエイターを目指し安全・環境・健康をテーマに商
品開発社会貢献します。メーカー、流通、工事部門が営業の３本柱です。植
林から製材、住宅迄一貫して歩んで参りました

97
鈴茂器工　㈱
(生活関連産業用機械製造業)
1309-431121-3

「米飯主食文化を世界へ」をモットーに、寿司ロボット等の開発・製造・販売を
行っております。独自の技術開発力をべースに様々なライスアイデア商品を
市場に提供しておリます。

98
㈱　昭和システムエンジニアリング
(ソフトウェア業)
1301-216475-4

１９６６年の創業以来、証券・銀行等の金融分野をはじめ、製造・物流・公
共・モバイル等、幅広い分野の情報システムを構築してきたシステムインテ
グレータ。※東証ＪＡＳＤＡＱスタンダード上場

99
旭計器　㈱
(電気機械器具製造業)
1304-625486-7

安全部品・温度制御のサーモスタットの専業メーカーです。
製品を通し５年後・１０年後・その先の未来へ、豊かな社会を実現し、世界に
魅力ある商品を提案・提供し続けております。

100
スピックバンスター　㈱
(印刷業)
1301-101057-5

創業以来８５年余、常に基本を大切にして人間性を重んじた経営方針を採っ
ております。また若い社員が多く、活気に満ちあふれています。

101
愛電　㈱
(電気機械器具卸売業)
1301-104367-0

商社ですが、ただ商品を売るだけでなく、顧客に満足を与えるよう当社の技
術も合わせてお客様に提供して喜ばれています。時代の最先端を行く会社
です。

102
社会福祉法人　桐仁会
(老人福祉・介護事業)
1320-11472-9

関東を中心にユニットケアの実践、啓蒙を担う施設です。ユニットケア未経
験者も介護未経験者も一から学べる研修体制やプログラムが整っていま
す。国が目指すケアが体感出来る数少ない施設です。

103
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　㈱
(自動車・同附属品製造業)
1304-25910-0

創立５０周年を超え自動車ガラスのフロンティアとして日本・世界のモータリ
ゼーションの発展に貢献してきました。新たな夢の実現に取組む仲間を募
集いたします。

104
㈱　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

社長をはじめ若い社員が中心となった会社です。まだまだ成長途中の会社
ですが、社員同士の繋がりも深くみんなで成長したいという社風の中で技術
を磨いていくことができます。

105
セコム㈱　テクノ事業本部
(電気工事業)
1304-930951-5

’６２年創業、セキュリティ企業トップ。システム開発、施工から異常時対応、
設備メンテまで一環で安心安全を提供。グループの防災、医療、情報事業
等を融合、「社会システム産業」構築を目指す

106
高度情報通信　㈱
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

ソフ卜ウェア・システム開発業務を中心に、ネッ卜ワーク、セキュリティ業務
などＩＴ関連業務をトータル的にサポー卜、創業以来、順調に業績を伸ばして
おり、業務拡張中です。

107
㈱　サンクスコーポレーション
(卸売業)
1313-619161-3

当社の販売商品は、省エネ・安全防犯ガラスを中心として、住宅用アルミ建
材に組み込んで、新築・リフォーム商品を提供しています。主要顧客は、大
手建設会社及びルートセールスが中心です。

108
山下電気　㈱
(工業用プラスチック製品製造業)
1304-248076-4

永年の実積と最新の解析技術により高精度、高品質の製品を生みだしてお
ります。

109
㈱　ソウ・システム・サービス
(ソフトウェア業)
1316-305449-8

基盤：客先は一部上場又は連結子会社が９０％以上
安心：８０％以上の直接受託。都市銀行の評価ランクＡ
安定：２０年間連続無借金、１９年間連続最終黒字

110
㈱　寺田ポンプ製作所
(一般産業用機械・装置製造業)
2902-4493-5

昭和２０年に創業し、世界初の自吸式渦巻ポンプの開発に成功し、その後も
斬新なアイデアで、開発指向型の企業として業績を伸ばしている。全国に販
売網があり、高い評価を得ている。

111
特殊電装　㈱
(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業)
1313-102993-7

☆安心を提供できる会社です。
＊取引先は、三菱重工業、日立製作所、理想科学他優良企業多数
＊高品質な製品を造っています。

112
㈱　田中印刷　東京営業所
(印刷業)
2602-616943-1

創業６４年の京都本社と東京営業所の２事業所体制で、能力に応じて若年
者の幹部登用も計り、機械メーカと共同開発した製本機械設備等を配備し
て、帳票印刷の一貫合理化工場を構築しています。

113
ＰＣＩソリューションズ　㈱
(ソフトウェア業)
1304-660334-5

１．平成２４年に設立した新しい会社です。２．平成２８年にＰＣＩグループとし
て東証１部に上場いたしました。３．平成３０年１月に移転したてのきれいな
オフィスです。

114
佐川アドバンス　㈱
(損害保険業)
1313-624472-1

佐川急便をはじめとしたＳＧホールディングスグループにおける保険業務・
旅行業務・商品開発販売業務・通信販売業務など多岐にわたって展開して
いる。業績は比較的安定している。

115
㈱　ヒップ　東京営業所
(専門サービス業)
1307-335120-9

「技術者第一」、そんな方針を形にした会社です。２００６年１２月２０日ジャス
ダック市場に上場し、活気に溢れています。プロの技術者、「生涯技術者」と
して共に働ける仲間を求めています。
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116
㈱　昭工舎
(時計・同部分品製造業)
1309-632145-1

現在、腕時計外装部品については、海外（中国・台湾・香港・ミャンマー）に
生産拠点を置き、国内の柱として高級腕時計文字板事業・自動車計器盤事
業及び宝飾事業を行っている。

117
築地魚市場　㈱
(農畜産物・水産物卸売業)
1302-400584-5

東京都中央卸売市場築地市場の中にあり、全国各地から集まる水産物を
セリによって販売する会社です。

118
新光電気工業　㈱
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

当社の電線、ケーブルの殆どが、大手メーカー専用品であり、低コスト、高
品質に優れ、社風である即時・徹底でお得意様満足第一で対応します。ま
た生産拠点も国内と中国工場の連携により拡大中。

119
中越運送㈱　東京支社
(一般貨物自動車運送業)
1311-302728-9

会社の事業は小口貨物混載輸送を行う特別積合事業が中核ですが、ダイ
レクトメール便事業と国際貨物の通関業が伸長している事業です。全国に５
６事業所、海外に３事業所があります。

120
㈱　アルファ・オイコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

当社は常に新しいものに挑戦して、社会に役立つ製品を開発し、先端産業
に貢献しています。熱意と行動力を発揮し、生きがい働きがいをもって明るく
楽しく仕事に取り組んで頂ける会社です。
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求人一覧表（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

1 ウィツ　㈱ ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-266588 7 3年

2 ㈱　河辺商会 化学製品卸売業 営業職 13010-473388 1 3年

総合職（管理） 10040-83088 1 3年

総合職（技術） 10040-59188 3 3年

総合職（海外・国内営業） 10040-60888 2 3年

事務（営業アシスタント） 10040-84188 1 否

4 ㈱　銀座ルノアール 喫茶店 総合職 13080-179488 15 3年

5 興亜エー・シー・エル㈱ 印刷業 製造管理スタッフ 13130-57588 1 3年

営業 13060-101088 10 3年

金融事務 13060-100488 5 否

7 ㈱　西原衛生工業所 管工事業 技術職（設計・施工管理） 13040-407188 10 3年

8 ㈱　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-2488 100 3年

9 日金スチール　㈱ 鉄鋼製品卸売業 営業 13040-436788 3 3年

10 ㈱　東京リーガルマインド 専修学校，各種学校 総合職（学校運営、商品企画・営業・管理部門等） 13080-282988 5 5年

11 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　㈱ ソフトウェア業 プログラマー　システムエンジニア 13200-4188 2 3年

営業 13080-193988 1 3年

システムエンジニア・プログラマー 13080-195488 5 3年

13 ㈱　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-70088 2 3年

営業職（化粧品） 13010-527488 1 3年

営業職（ガラス製品） 13010-528088 4 3年

研究開発職（埼玉） 13010-526388 1 3年

開発職（ガラス） 13010-545088 1 3年

開発職（ロボット） 13010-546188 1 3年

15 旭興　㈱ 家具・建具・じゅう器等卸売業 総合職 27020-250288 2 3年

16 管清工業　㈱ 職別工事業 現場施行職 13070-265488 16 3年

マンションフロント営業職 13060-13088 3 3年

組合会計職 13060-10988 2 3年

建築技術職 13060-14188 2 3年

18 ブルーチップ　㈱ 事業サービス業 総合職（コンサルティング営業・企画・システム開発） 13010-371588 10 3年

19 ㈱　ファイブドライブ 情報処理・提供サービス業 セキュリティエンジニア 13010-479888 3 3年

20 ㈱　ビービージーシー 情報処理・提供サービス業 ＩＴコンサルタント 13090-170388 1 3年

21 ㈱　三洋 化学製品卸売業 総合職（営業、製造管理、企画・管理） 13010-275588 2 2年

営業／セールス・エンジニア 13090-207888 3 3年

設計・開発（千葉県富津市） 13090-206588 3 3年

23 ㈱　王将フードサービス（餃子の王将） 食堂，レストラン 総合職（営業職・管理本部・製造） 26020-137888 40 3年

24 旭商事　㈱ 各種商品小売業 営業アシスタント 13010-493288 3 3年

営業 13060-98288 1 3年

施工管理及び設計 13060-99588 3 3年

営業 13040-371888 2 3年

事務 13040-369088 2 3年

技術エンジニア 13040-373688 2 3年

製造（環境プラント装置等） 13040-372788 2 3年

プラントエンジニア 13040-370588 2 3年

一般事務 13010-326988 2 3年

Ｗｅｂプログラマー 13010-490488 1 3年

28 ㈱　リンカイ 一般産業用機械・装置製造業 営業職 27080-70788 1 1年

29 医療法人社団　めぐみ会 一般診療所 事務系総合職（クリニック運営業務全般） 13200-9688 20 3年

30 ㈱　アイデム 専門サービス業 総合職（営業ほか） 13080-145388 10 3年

店舗スタッフ（チーフ候補） 14010-34088 40 3年

店舗スタッフ 14010-28188 50 3年

店舗スタッフ（店長候補） 14010-29288 10 3年

32 共和物産　㈱ こん包業 総合職（営業・労務管理等の事業運営職） 13070-184388 3 3年

33 ㈱　銀座ヨシノヤ 呉服・服地・寝具小売業 販売職（総合職） 13030-47988 10 3年

34 ㈱　アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職（地域密着営業） 13110-41488 3 3年

35 ㈱　ゼンチク販売 農畜産物・水産物卸売業 総合職（営業、事務、品質管理） 13040-365688 10 3年

3

6

12

14

17

22

25

26

27

㈱　翔栄 電子部品製造業

共立信用組合 中小企業等金融業

㈱　ソラマス・ソフトウェア・サービス ソフトウェア業

フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業

31

㈱　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業

三協工業　㈱ 設備工事業

㈱エム・シー・サービス 不動産管理業

ハヤシレピック　㈱ 電子応用装置製造業

Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱ 情報サービス業

オーケー㈱ 百貨店，総合スーパー
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求人一覧表（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

営業員 14100-45188 15 3年

一般事務職 14100-43488 5 3年

医療事務職 14100-42388 3 3年

37 エム・ビー・エーインターナショナル　㈱ ソフトウェア業 総合職（ゲーム・Ｗｅｂ業界向け技術職、営業職） 13070-144088 10 5年

38 ㈱　キャンドゥコンセプト 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13070-51888 4 3年

39 丸全昭和運輸　㈱ 一般貨物自動車運送業 一般事務 14010-78288 40 否

事務系総合職（本社勤務限定） 13010-333688 1 3年

システム営業（本社勤務限定） 13010-334988 1 3年

システムエンジニア（鹿島支店） 13010-336488 3 3年

システムエンジニア 13010-337088 20 3年

システムエンジニア（新横浜支店） 13010-338188 5 3年

システムエンジニア（立川支店） 13010-339288 5 3年

システムエンジニア（千葉支店） 13010-342388 5 3年

41 ㈱　ヤガイ 畜産食料品製造業 キッチン・ホール業務（飲食サービス業） 06016-123088 2 3年

42 ㈱　ケ－・エキスプレス 専門料理店 総合職（キャリア職） 27010-149988 35 3年

43 ㈱　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-425288 30 3年

44 ㈱　ワキュウトレーディング東京事務所 食料・飲料卸売業 営業事務 13090-141288 1 3年

45 ㈱　コスモ・インテリジェンス ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13150-25088 2 3年

46 ㈱　ｊｉｏｗｏｒｋｓ インターネット附随サービス業 ＩＴエンジニア 13080-260288 5 5年

47 アオイ　スタジオ　㈱ 映像情報制作・配給業 営業職／事務職 13040-141588 3 3年

総合職（企画職、営業職・管理開発職員） 13040-412988 3 3年

ファッションアドバイザー（販売職） 13040-411688 3 3年

49 ㈱　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-443588 2 3年

50 斎長物産㈱ 建築材料卸売業 総合職（企画営業） 13010-399888 7 3年

51 ㈱　ライズテック ソフトウェア業 プログラマ／インフラエンジニア／ＩＴサポート 13070-107888 3 3年

52 ㈱　テイルウィンドシステム 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマ及びサポート事務 13150-39688 10 3年

53 ㈱　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-267488 24 3年

54 ㈱　光邦 印刷業 営業 13010-531788 5 否

55 ㈱　金陽社 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 営業職／江東区 13040-215588 1 3年

56 ㈱　レーベンコミュニティ 建物サービス業 総合事務員（営業事務） 13010-529188 5 3年

営業（本社／板橋区） 13090-215888 3 3年

営業事務 13090-216788 1 3年

接客・販売（弊社契約ホテル内ギフトサロン） 13090-214588 2 3年

58 ㈱　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 総合職／介護職・事務職・教育・採用担当・社内エンジニア 13010-219888 5 3年

59 ㈱ユニフロー 建設用・建築用金属製品製造業 総合職 13040-197388 5 3年

60 名鉄運輸㈱　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職 13130-165988 10 3年

61 ㈱　ビット・エイ ソフトウェア業 総合職（地域限定社員：東京） 15070-24988 5 3年

営業 13040-209788 4 3年

営業／大阪 13040-207588 2 3年

技術・エンジニア 13040-210388 2 3年

63 太陽鉱油　㈱ 燃料小売業 総合職（店舗管理職・法人営業職） 13010-484188 10 3年

64 沖昌エンジニアリング　㈱ 土木建築サービス業 土木工事の調査、設計、積算、施工管理及び道路管理業務 13100-3888 5 3年

65 牛島総合法律事務所　　牛島　信 法律事務所，特許事務所 秘書 13010-318988 4 1年

総合職（ルートセールス・営業開発職・技術サービス職）東京 13040-383488 10 3年

総合職（ルートセールス・営業開発職、技術サービス職） 13040-384088 10 3年

営業 13080-270888 4 3年

システムエンジニア 13080-272688 14 3年

インフラエンジニア 13080-271788 7 3年

営業 13080-277188 1 否

制作 13080-276088 1 否

制作技術 13080-274388 12 否

放送技術 13080-275488 1 否

69 ㈱　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-17388 3 3年

57

62

66

67

68

36

40

48

㈱　イノベイションオブメディカルサービス 老人福祉・介護事業

㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業

松田通商㈱ 電気機械器具卸売業

ナショナル　ベンディング㈱ 各種食料品小売業

㈱　ラピーヌ　東京店 外衣・シャツ製造業

㈱　ハリカ 各種商品卸売業

㈱ツリーベル ソフトウェア業

㈱　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
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求人一覧表（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

営業／台東区・さいたま市・横浜市緑区・大阪市淀川区 13030-24088 2 3年

管理事務 13030-27588 1 3年

設計／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-28888 2 3年

研究開発／埼玉県 13030-29788 2 3年

施工管理／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-25188 1 3年

生産管理／埼玉県八潮市・滋賀県甲賀市 13030-26288 2 3年

71 ㈱チュチュアンナ 衣服卸売業 店舗管理職（店長候補）関東甲信越エリア 27010-158388 6 3年

72 ㈱　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 営業販売職（国内営業） 13130-144288 2 3年

営業 13040-393188 2 否

マーケティング（海外メーカー担当） 13040-398688 1 否

テクニカルサービス 13040-397788 1 否

74 ワヨー　㈱ 広告業 ＳＰコーディネーター（総合職） 13030-76188 3 3年

75 アールアイ・ソフトウェア㈱ ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13080-141888 15 3年

76 東京山喜㈱（たんす屋） 呉服・服地・寝具小売業 営業（販売等） 13130-167488 4 3年

建築設計 13010-99288 1 3年

建築設備設計（空調／衛生設備設計） 13010-101188 2 3年

建築設備設計（電気設備設計） 13010-103588 2 3年

事務職（健診事務） 13010-514888 1 3年

介護職（デイサービス）／八王子市 13010-521588 2 3年

介護職（グループホーム）／川崎市 13010-522888 2 3年

介護職（デイサービス）／虎ノ門 13010-524688 2 3年

介護職（デイサービス）／港区 13010-525988 3 3年

地域コーディネーター 13010-516688 3 3年

トレーニング運営職 13010-518388 3 3年

79 ㈱　キロニー 家具・建具・じゅう器等卸売業 ルート営業 13040-402688 2 3年

80 ㈱ウチダテクノ 職別工事業 営業職 13010-483088 2 3年

80 ㈱ウチダテクノ 職別工事業 内装施工管理職 13010-482488 3 3年

81 アンドールシステムサポート㈱ 情報処理・提供サービス業 ソフトウエア開発エンジニア　ハードウエア開発エンジニア 13040-442588 3 3年

82 ㈱田中歯科器械店 機械器具卸売業 営業 13010-485288 2 3年

83 ㈱　キーワードマーケティング 広告制作業 一般事務職（研究・教育事業） 13010-495888 1 3年

84 カネカ食品㈱ 食料・飲料卸売業 営業職 13080-294188 7 2年

85 ㈱　銀座マギー 婦人・子供服小売業 ファッションアドバイザー（販売職） 13060-34788 10 3年

営業 13130-9888 2 3年

設計・製造・施工工程管理　他 13130-8588 2 3年

87 ㈱　ＮＴＴデータ・スマートソーシング 専門サービス業 総合職 13130-160288 13 2年

88 三和機材　㈱ 建設機械・鉱山機械製造業 総合職（技術・営業） 13010-494588 4 3年

総合／清掃・警備・設備管理 13040-401788 30 3年

経理 13040-405488 1 3年

建築設計 13040-404388 1 3年

接客販売（精肉店・惣菜店・レストラン店舗の運営） 13040-257288 10 3年

調理（惣菜店・レストラン店舗での調理業務全般） 13040-256188 10 3年

精肉加工技術（精肉店でのスライス・オーダーカットなど） 13040-255088 5 3年

91 斉田電機産業㈱ 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-441288 6 3年

営業 13160-28288 1 3年

機械設計・電気設計・研究開発 13160-29588 4 3年

93 ㈱　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 総合職／営業・商品開発・品管・仕入・製造・事務・深夜業務 13080-187488 2 3年

営業職／台東区・新宿区・渋谷区・品川区 13030-114888 4 3年

営業職／台東区 13030-111188 1 3年

経理・財務／東京都台東区 13030-152488 1 3年

厨房設計職／台東区 13030-136088 1 3年

研究開発職／春日部市 13030-145088 2 3年

サービスエンジニア／台東区 13030-126388 1 3年

95 クラシテ　㈱ 建物サービス業 フロント職 13080-280788 10 3年

96 江戸川木材工業　㈱ 建築材料卸売業 営業 13130-146888 2 3年

92

94

73

77

78

86

89

90

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業

㈱　東機貿 機械器具卸売業

日東化工機　㈱ 一般産業用機械・装置製造業

アイング㈱　赤坂営業事務所 事業サービス業

㈱　エイ・アンド・エス・システム 土木建築サービス業

医療法人財団　百葉の会 病院

㈱　マルゼン 機械器具卸売業

㈱　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン

㈱　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業
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求人一覧表（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

営業職 13090-182288 2 2年

技術職／埼玉県比企郡川島町 13090-183588 4 2年

技術サービス職 13090-181188 3 2年

98 ㈱　昭和システムエンジニアリング ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13010-453788 40 3年

99 旭計器　㈱ 電気機械器具製造業 間接事務業務／営業アシスタント・総務・経理等 13040-226688 1 5年

100 スピックバンスター　㈱ 印刷業 営業 13010-377488 5 3年

101 愛電　㈱ 電気機械器具卸売業 営業担当 13010-199988 1 5年

101 愛電　㈱ 電気機械器具卸売業 技術担当 13010-200888 1 5年

企画運営室スタッフ 13200-5288 3 3年

（オープニングスタッフ）介護職 13200-6588 20 5年

（オープニングスタッフ）栄養士 13200-8788 2 3年

（オープニングスタッフ）保育士 13200-7888 4 5年

103 ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　㈱ 自動車・同附属品製造業 総合職 13040-167288 4 3年

営業アシスタント 13070-244888 1 3年

システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年

システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年

施工管理（専門職） 13040-358988 10 3年

設備保守管理（専門職） 13040-359388 10 3年

プログラマー 13080-218488 10 3年

システムエンジニア 13080-219088 10 3年

サーバーエンジニア 13080-220588 2 3年

ネットワークエンジニア 13080-221888 2 3年

107 ㈱　サンクスコーポレーション 卸売業 営業 13130-159488 4 3年

製造技能・生産技術／南アルプス市 13040-237488 4 3年

技術／品川区 13040-236388 2 3年

営業技術職（総合職） 13160-2288 1 3年

営業技術職（一般職） 13160-4888 1 3年

事務、技術者補助業務 13160-5788 3 3年

技術職（プラントシステムのエンジニアリング） 13160-3588 2 3年

110 ㈱　寺田ポンプ製作所 一般産業用機械・装置製造業 営業職 29020-38888 3 3年

事務系総合職（経理・総務・人事・法務等） 13130-164688 1 3年

電子系技術職 13130-64288 1 3年

112 ㈱　田中印刷　東京営業所 印刷業 企画営業 13040-234688 2 3年

113 ＰＣＩソリューションズ　㈱ ソフトウェア業 ソフトウエア開発 13040-79588 40 3年

114 佐川アドバンス　㈱ 損害保険業 総合職（営業・事務） 13130-166388 7 3年

システムエンジニア 13070-20988 3 5年

電気・電子設計技術職 13070-21388 3 5年

機械設計技術職 13070-19888 5 5年

生産技術 13090-87588 2 3年

商品開発 13090-85188 2 3年

営業職 13010-279988 8 3年

事務職 13010-280088 2 3年

118 新光電気工業　㈱ 電線・ケーブル製造業 営業職（国内・海外） 27020-234288 3 3年

119 中越運送㈱　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、管理部門） 13110-20588 15 3年

経理・総務職 12100-27288 1 3年

製造職 12100-26188 3 3年
120

106

108

109

111

115

116

97

102

104

105

117

鈴茂器工　㈱ 生活関連産業用機械製造業

セコム㈱　テクノ事業本部 電気工事業

高度情報通信　㈱ ソフトウェア業

社会福祉法人　桐仁会 老人福祉・介護事業

㈱　ウェブスター ソフトウェア業

特殊電装　㈱ 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

㈱　ヒップ　東京営業所 専門サービス業

山下電気　㈱ 工業用プラスチック製品製造業

㈱　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業

㈱　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業

㈱　昭工舎 時計・同部分品製造業

築地魚市場　㈱ 農畜産物・水産物卸売業
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求人一覧表（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

3 ㈱　翔栄 電子部品製造業 総合職（管理） 10040-83088 1 3年

3 ㈱　翔栄 電子部品製造業 総合職（技術） 10040-59188 3 3年

3 ㈱　翔栄 電子部品製造業 総合職（海外・国内営業） 10040-60888 2 3年

4 ㈱　銀座ルノアール 喫茶店 総合職 13080-179488 15 3年

8 ㈱　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-2488 100 3年

10 ㈱　東京リーガルマインド 専修学校，各種学校 総合職（学校運営、商品企画・営業・管理部門等） 13080-282988 5 5年

13 ㈱　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-70088 2 3年

15 旭興　㈱ 家具・建具・じゅう器等卸売業 総合職 27020-250288 2 3年

18 ブルーチップ　㈱ 事業サービス業 総合職（コンサルティング営業・企画・システム開発） 13010-371588 10 3年

21 ㈱　三洋 化学製品卸売業 総合職（営業、製造管理、企画・管理） 13010-275588 2 2年

23 ㈱　王将フードサービス（餃子の王将） 食堂，レストラン 総合職（営業職・管理本部・製造） 26020-137888 40 3年

27 Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱ 情報サービス業 一般事務 13010-326988 2 3年

29 医療法人社団　めぐみ会 一般診療所 事務系総合職（クリニック運営業務全般） 13200-9688 20 3年

30 ㈱　アイデム 専門サービス業 総合職（営業ほか） 13080-145388 10 3年

32 共和物産　㈱ こん包業 総合職（営業・労務管理等の事業運営職） 13070-184388 3 3年

33 ㈱　銀座ヨシノヤ 呉服・服地・寝具小売業 販売職（総合職） 13030-47988 10 3年

35 ㈱　ゼンチク販売 農畜産物・水産物卸売業 総合職（営業、事務、品質管理） 13040-365688 10 3年

37 エム・ビー・エーインターナショナル　㈱ ソフトウェア業 総合職（ゲーム・Ｗｅｂ業界向け技術職、営業職） 13070-144088 10 5年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 事務系総合職（本社勤務限定） 13010-333688 1 3年

42 ㈱　ケ－・エキスプレス 専門料理店 総合職（キャリア職） 27010-149988 35 3年

47 アオイ　スタジオ　㈱ 映像情報制作・配給業 営業職／事務職 13040-141588 3 3年

48 ㈱　ラピーヌ　東京店 外衣・シャツ製造業 総合職（企画職、営業職・管理開発職員） 13040-412988 3 3年

50 斎長物産㈱ 建築材料卸売業 総合職（企画営業） 13010-399888 7 3年

58 ㈱　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 総合職／介護職・事務職・教育・採用担当・社内エンジニア 13010-219888 5 3年

59 ㈱ユニフロー 建設用・建築用金属製品製造業 総合職 13040-197388 5 3年

61 ㈱　ビット・エイ ソフトウェア業 総合職（地域限定社員：東京） 15070-24988 5 3年

63 太陽鉱油　㈱ 燃料小売業 総合職（店舗管理職・法人営業職） 13010-484188 10 3年

66 ナショナル　ベンディング㈱ 各種食料品小売業 総合職（ルートセールス・営業開発職・技術サービス職）東京 13040-383488 10 3年

66 ナショナル　ベンディング㈱ 各種食料品小売業 総合職（ルートセールス・営業開発職、技術サービス職） 13040-384088 10 3年

74 ワヨー　㈱ 広告業 ＳＰコーディネーター（総合職） 13030-76188 3 3年

87 ㈱　ＮＴＴデータ・スマートソーシング 専門サービス業 総合職 13130-160288 13 2年

88 三和機材　㈱ 建設機械・鉱山機械製造業 総合職（技術・営業） 13010-494588 4 3年

89 アイング㈱　赤坂営業事務所 事業サービス業 総合／清掃・警備・設備管理 13040-401788 30 3年

91 斉田電機産業㈱ 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-441288 6 3年

93 ㈱　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 総合職／営業・商品開発・品管・仕入・製造・事務・深夜業務 13080-187488 2 3年

103 ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　㈱ 自動車・同附属品製造業 総合職 13040-167288 4 3年

109 ㈱　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業 営業技術職（総合職） 13160-2288 1 3年

114 佐川アドバンス　㈱ 損害保険業 総合職（営業・事務） 13130-166388 7 3年

119 中越運送㈱　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、管理部門） 13110-20588 15 3年

1 総合職
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求人一覧表（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

2 ㈱　河辺商会 化学製品卸売業 営業職 13010-473388 1 3年

6 共立信用組合 中小企業等金融業 営業 13060-101088 10 3年

9 日金スチール　㈱ 鉄鋼製品卸売業 営業 13040-436788 3 3年

12 ㈱　ソラマス・ソフトウェア・サービス ソフトウェア業 営業 13080-193988 1 3年

14 フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業 営業職（化粧品） 13010-527488 1 3年

14 フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業 営業職（ガラス製品） 13010-528088 4 3年

17 ㈱エム・シー・サービス 不動産管理業 マンションフロント営業職 13060-13088 3 3年

22 ハヤシレピック　㈱ 電子応用装置製造業 営業／セールス・エンジニア 13090-207888 3 3年

25 ㈱　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業 営業 13060-98288 1 3年

26 三協工業　㈱ 設備工事業 営業 13040-371888 2 3年

28 ㈱　リンカイ 一般産業用機械・装置製造業 営業職 27080-70788 1 1年

34 ㈱　アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職（地域密着営業）
 13110-41488 3 3年

36 ㈱　イノベイションオブメディカルサービス 老人福祉・介護事業 営業員 14100-45188 15 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システム営業（本社勤務限定） 13010-334988 1 3年

49 ㈱　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-443588 2 3年

54 ㈱　光邦 印刷業 営業 13010-531788 5 否

55 ㈱　金陽社 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 営業職／江東区
 13040-215588 1 3年

57 ㈱　ハリカ 各種商品卸売業 営業（本社／板橋区） 13090-215888 3 3年

62 松田通商㈱ 電気機械器具卸売業 営業 13040-209788 4 3年

62 松田通商㈱ 電気機械器具卸売業 営業／大阪 13040-207588 2 3年

67 ㈱ツリーベル ソフトウェア業 営業 13080-270888 4 3年

68 ㈱　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 営業 13080-277188 1 否

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 営業／台東区・さいたま市・横浜市緑区・大阪市淀川区 13030-24088 2 3年

72 ㈱　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 営業販売職（国内営業） 13130-144288 2 3年

73 ㈱　東機貿 機械器具卸売業 営業 13040-393188 2 否

73 ㈱　東機貿 機械器具卸売業 マーケティング（海外メーカー担当） 13040-398688 1 否

79 ㈱　キロニー 家具・建具・じゅう器等卸売業 ルート営業 13040-402688 2 3年

80 ㈱ウチダテクノ 職別工事業 営業職 13010-483088 2 3年

82 ㈱田中歯科器械店 機械器具卸売業 営業 13010-485288 2 3年

84 カネカ食品㈱ 食料・飲料卸売業 営業職 13080-294188 7 2年

86 日東化工機　㈱ 一般産業用機械・装置製造業 営業 13130-9888 2 3年

92 ㈱　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 営業 13160-28288 1 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 営業職／台東区・新宿区・渋谷区・品川区 13030-114888 4 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 営業職／台東区 13030-111188 1 3年

96 江戸川木材工業　㈱ 建築材料卸売業 営業 13130-146888 2 3年

97 鈴茂器工　㈱ 生活関連産業用機械製造業 営業職 13090-182288 2 2年

100 スピックバンスター　㈱ 印刷業 営業 13010-377488 5 3年

101 愛電　㈱ 電気機械器具卸売業 営業担当 13010-199988 1 5年

107 ㈱　サンクスコーポレーション 卸売業 営業 13130-159488 4 3年

109 ㈱　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業 営業技術職（一般職） 13160-4888 1 3年

110 ㈱　寺田ポンプ製作所 一般産業用機械・装置製造業 営業職 29020-38888 3 3年

112 ㈱　田中印刷　東京営業所 印刷業 企画営業 13040-234688 2 3年

117 築地魚市場　㈱ 農畜産物・水産物卸売業 営業職 13010-279988 8 3年

118 新光電気工業　㈱ 電線・ケーブル製造業 営業職（国内・海外） 27020-234288 3 3年

2 営業
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求人一覧表（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

3 ㈱　翔栄 電子部品製造業 事務（営業アシスタント） 10040-84188 1 否

6 共立信用組合 中小企業等金融業 金融事務 13060-100488 5 否

17 ㈱エム・シー・サービス 不動産管理業 組合会計職 13060-10988 2 3年

24 旭商事　㈱ 各種商品小売業 営業アシスタント 13010-493288 3 3年

26 三協工業　㈱ 設備工事業 事務 13040-369088 2 3年

36 ㈱　イノベイションオブメディカルサービス 老人福祉・介護事業 一般事務職 14100-43488 5 3年

36 ㈱　イノベイションオブメディカルサービス 老人福祉・介護事業 医療事務職 14100-42388 3 3年

39 丸全昭和運輸　㈱ 一般貨物自動車運送業 一般事務 14010-78288 40 否

44 ㈱　ワキュウトレーディング東京事務所 食料・飲料卸売業 営業事務 13090-141288 1 3年

56 ㈱　レーベンコミュニティ 建物サービス業 総合事務員（営業事務） 13010-529188 5 3年

57 ㈱　ハリカ 各種商品卸売業 営業事務 13090-216788 1 3年

65 牛島総合法律事務所　　牛島　信 法律事務所，特許事務所 秘書 13010-318988 4 1年

69 ㈱　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-17388 3 3年

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 管理事務 13030-27588 1 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 事務職（健診事務） 13010-514888 1 3年

83 ㈱　キーワードマーケティング 広告制作業 一般事務職（研究・教育事業） 13010-495888 1 3年

89 アイング㈱　赤坂営業事務所 事業サービス業 経理 13040-405488 1 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 経理・財務／東京都台東区 13030-152488 1 3年

95 クラシテ　㈱ 建物サービス業 フロント職 13080-280788 10 3年

99 旭計器　㈱ 電気機械器具製造業 間接事務業務／営業アシスタント・総務・経理等 13040-226688 1 5年

102 社会福祉法人　桐仁会 老人福祉・介護事業 企画運営室スタッフ 13200-5288 3 3年

104 ㈱　ウェブスター ソフトウェア業 営業アシスタント 13070-244888 1 3年

109 ㈱　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業 事務、技術者補助業務 13160-5788 3 3年

111 特殊電装　㈱ 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 事務系総合職（経理・総務・人事・法務等） 13130-164688 1 3年

117 築地魚市場　㈱ 農畜産物・水産物卸売業 事務職 13010-280088 2 3年

120 ㈱　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業 経理・総務職 12100-27288 1 3年

31 オーケー㈱ 百貨店，総合スーパー 店舗スタッフ（チーフ候補） 14010-34088 40 3年

31 オーケー㈱ 百貨店，総合スーパー 店舗スタッフ 14010-28188 50 3年

31 オーケー㈱ 百貨店，総合スーパー 店舗スタッフ（店長候補） 14010-29288 10 3年

41 ㈱　ヤガイ 畜産食料品製造業 キッチン・ホール業務（飲食サービス業） 06016-123088 2 3年

48 ㈱　ラピーヌ　東京店 外衣・シャツ製造業 ファッションアドバイザー（販売職） 13040-411688 3 3年

53 ㈱　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-267488 24 3年

57 ㈱　ハリカ 各種商品卸売業 接客・販売（弊社契約ホテル内ギフトサロン） 13090-214588 2 3年

71 ㈱チュチュアンナ 衣服卸売業 店舗管理職（店長候補）関東甲信越エリア 27010-158388 6 3年

76 東京山喜㈱（たんす屋） 呉服・服地・寝具小売業 営業（販売等） 13130-167488 4 3年

85 ㈱　銀座マギー 婦人・子供服小売業 ファッションアドバイザー（販売職） 13060-34788 10 3年

90 ㈱　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン 接客販売（精肉店・惣菜店・レストラン店舗の運営） 13040-257288 10 3年

4 接客・販売

3 事務
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職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

1 ウィツ　㈱ ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-266588 7 3年

11 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　㈱ ソフトウェア業 プログラマー　システムエンジニア 13200-4188 2 3年

12 ㈱　ソラマス・ソフトウェア・サービス ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13080-195488 5 3年

19 ㈱　ファイブドライブ 情報処理・提供サービス業 セキュリティエンジニア 13010-479888 3 3年

20 ㈱　ビービージーシー 情報処理・提供サービス業 ＩＴコンサルタント 13090-170388 1 3年

27 Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱ 情報サービス業 Ｗｅｂプログラマー 13010-490488 1 3年

38 ㈱　キャンドゥコンセプト 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13070-51888 4 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システムエンジニア（鹿島支店） 13010-336488 3 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システムエンジニア 13010-337088 20 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システムエンジニア（新横浜支店） 13010-338188 5 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システムエンジニア（立川支店） 13010-339288 5 3年

40 ㈱　サイプレス・ソリューションズ ソフトウェア業 システムエンジニア（千葉支店） 13010-342388 5 3年

43 ㈱　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-425288 30 3年

45 ㈱　コスモ・インテリジェンス ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13150-25088 2 3年

46 ㈱　ｊｉｏｗｏｒｋｓ インターネット附随サービス業 ＩＴエンジニア 13080-260288 5 5年

51 ㈱　ライズテック ソフトウェア業 プログラマ／インフラエンジニア／ＩＴサポート 13070-107888 3 3年

52 ㈱　テイルウィンドシステム 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマ及びサポート事務 13150-39688 10 3年

67 ㈱ツリーベル ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-272688 14 3年

67 ㈱ツリーベル ソフトウェア業 インフラエンジニア 13080-271788 7 3年

75 アールアイ・ソフトウェア㈱ ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13080-141888 15 3年

81 アンドールシステムサポート㈱ 情報処理・提供サービス業 ソフトウエア開発エンジニア　ハードウエア開発エンジニア 13040-442588 3 3年

98 ㈱　昭和システムエンジニアリング ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13010-453788 40 3年

104 ㈱　ウェブスター ソフトウェア業 システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年

104 ㈱　ウェブスター ソフトウェア業 システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年

106 高度情報通信　㈱ ソフトウェア業 プログラマー 13080-218488 10 3年

106 高度情報通信　㈱ ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-219088 10 3年

106 高度情報通信　㈱ ソフトウェア業 サーバーエンジニア 13080-220588 2 3年

106 高度情報通信　㈱ ソフトウェア業 ネットワークエンジニア 13080-221888 2 3年

113 ＰＣＩソリューションズ　㈱ ソフトウェア業 ソフトウエア開発 13040-79588 40 3年

115 ㈱　ヒップ　東京営業所 専門サービス業 システムエンジニア 13070-20988 3 5年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 介護職（デイサービス）／八王子市 13010-521588 2 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 介護職（グループホーム）／川崎市 13010-522888 2 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 介護職（デイサービス）／虎ノ門 13010-524688 2 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 介護職（デイサービス）／港区 13010-525988 3 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 地域コーディネーター 13010-516688 3 3年

102 社会福祉法人　桐仁会 老人福祉・介護事業 （オープニングスタッフ）介護職 13200-6588 20 5年

6 介護福祉

5 ＩＣＴ系
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求人一覧表（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

5 興亜エー・シー・エル㈱ 印刷業 製造管理スタッフ 13130-57588 1 3年

7 ㈱　西原衛生工業所 管工事業 技術職（設計・施工管理） 13040-407188 10 3年

14 フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業 研究開発職（埼玉） 13010-526388 1 3年

14 フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業 開発職（ガラス） 13010-545088 1 3年

14 フィグラ　㈱ ガラス・同製品製造業 開発職（ロボット） 13010-546188 1 3年

16 管清工業　㈱ 職別工事業 現場施行職 13070-265488 16 3年

17 ㈱エム・シー・サービス 不動産管理業 建築技術職 13060-14188 2 3年

22 ハヤシレピック　㈱ 電子応用装置製造業 設計・開発（千葉県富津市） 13090-206588 3 3年

25 ㈱　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業 施工管理及び設計 13060-99588 3 3年

26 三協工業　㈱ 設備工事業 技術エンジニア 13040-373688 2 3年

26 三協工業　㈱ 設備工事業 製造（環境プラント装置等） 13040-372788 2 3年

26 三協工業　㈱ 設備工事業 プラントエンジニア 13040-370588 2 3年

60 名鉄運輸㈱　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職 13130-165988 10 3年

62 松田通商㈱ 電気機械器具卸売業 技術・エンジニア 13040-210388 2 3年

64 沖昌エンジニアリング　㈱ 土木建築サービス業 土木工事の調査、設計、積算、施工管理及び道路管理業務 13100-3888 5 3年

68 ㈱　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 制作 13080-276088 1 否

68 ㈱　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 制作技術 13080-274388 12 否

68 ㈱　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 放送技術 13080-275488 1 否

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 設計／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-28888 2 3年

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 研究開発／埼玉県 13030-29788 2 3年

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 施工管理／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-25188 1 3年

70 ナカ工業　㈱ 建設用・建築用金属製品製造業 生産管理／埼玉県八潮市・滋賀県甲賀市 13030-26288 2 3年

73 ㈱　東機貿 機械器具卸売業 テクニカルサービス 13040-397788 1 否

77 ㈱　エイ・アンド・エス・システム 土木建築サービス業 建築設計 13010-99288 1 3年

77 ㈱　エイ・アンド・エス・システム 土木建築サービス業 建築設備設計（空調／衛生設備設計） 13010-101188 2 3年

77 ㈱　エイ・アンド・エス・システム 土木建築サービス業 建築設備設計（電気設備設計） 13010-103588 2 3年

78 医療法人財団　百葉の会 病院 トレーニング運営職 13010-518388 3 3年

80 ㈱ウチダテクノ 職別工事業 内装施工管理職 13010-482488 3 3年

86 日東化工機　㈱ 一般産業用機械・装置製造業 設計・製造・施工工程管理　他 13130-8588 2 3年

89 アイング㈱　赤坂営業事務所 事業サービス業 建築設計 13040-404388 1 3年

90 ㈱　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン 調理（惣菜店・レストラン店舗での調理業務全般） 13040-256188 10 3年

90 ㈱　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン 精肉加工技術（精肉店でのスライス・オーダーカットなど） 13040-255088 5 3年

92 ㈱　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 機械設計・電気設計・研究開発 13160-29588 4 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 厨房設計職／台東区 13030-136088 1 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 研究開発職／春日部市 13030-145088 2 3年

94 ㈱　マルゼン 機械器具卸売業 サービスエンジニア／台東区 13030-126388 1 3年

97 鈴茂器工　㈱ 生活関連産業用機械製造業 技術職／埼玉県比企郡川島町 13090-183588 4 2年

97 鈴茂器工　㈱ 生活関連産業用機械製造業 技術サービス職 13090-181188 3 2年

101 愛電　㈱ 電気機械器具卸売業 技術担当 13010-200888 1 5年

102 社会福祉法人　桐仁会 老人福祉・介護事業 （オープニングスタッフ）栄養士 13200-8788 2 3年

102 社会福祉法人　桐仁会 老人福祉・介護事業 （オープニングスタッフ）保育士 13200-7888 4 5年

105 セコム㈱　テクノ事業本部 電気工事業 施工管理（専門職） 13040-358988 10 3年

105 セコム㈱　テクノ事業本部 電気工事業 設備保守管理（専門職） 13040-359388 10 3年

108 山下電気　㈱ 工業用プラスチック製品製造業 製造技能・生産技術／南アルプス市 13040-237488 4 3年

108 山下電気　㈱ 工業用プラスチック製品製造業 技術／品川区 13040-236388 2 3年

109 ㈱　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業 技術職（プラントシステムのエンジニアリング） 13160-3588 2 3年

111 特殊電装　㈱ 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 電子系技術職 13130-64288 1 3年

115 ㈱　ヒップ　東京営業所 専門サービス業 電気・電子設計技術職 13070-21388 3 5年

115 ㈱　ヒップ　東京営業所 専門サービス業 機械設計技術職 13070-19888 5 5年

116 ㈱　昭工舎 時計・同部分品製造業 生産技術 13090-87588 2 3年

116 ㈱　昭工舎 時計・同部分品製造業 商品開発 13090-85188 2 3年

120 ㈱　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業 製造職 12100-26188 3 3年

7 専門職・その
他
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格 既卒

1 総合職 3

㈱　翔栄
(電子部品製造業)
1004-500662-7

総合職（管理）
10040-83088

間接部門としてタッチパネル製造に関わる管理業務全般
＊海外メーカーとの取引対応があるため、部署によっては基礎英語力が必要にな
ります。

1 大学院、大学
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 3

㈱　翔栄
(電子部品製造業)
1004-500662-7

総合職（技術）
10040-59188

・技術開発部、製造部でタッチパネル等の開発・設計・製造・評価業務を担当しま
す。
・機能・サイズ・製造コストなど多岐にわたる内容を社内外の関係者と連携を図りな
がら業務を遂行していきます。

3 大学院・大学・
高専
（全学部・全学
科）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 3

㈱　翔栄
(電子部品製造業)
1004-500662-7

総合職（海外・国内営
業）
10040-60888

　海外営業又は国内営業の業務
・取扱製品は「タッチパネル」で、営業先は自動車電装品メーカー等になります。
＊海外営業：海外取引が多い為、語学力（英語）が必須となります。メールや電話
会議等で日常的に英語を使用します。またヨーロッパやアメリカ、中国等への海外
出張もあります。　＊国内営業：国内のお客様への訪問が中心となりますが、一部
中国のお客様とのやり取りもございます。語学力は必須とはありませんが、将来的
には語学力を身に付けて頂きたいと考えております。

2 大学院・大学
（全学部・全学
科）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 4

㈱　銀座ルノアール
(喫茶店)
1308-415882-3

総合職
13080-179488

店舗副店長をまず経験して頂きます。
（１）接客
（２）調理
（３）業務管理
（４）店長補佐

15 大学院・大学・
短大卒以上
学部・学科は問
いません

不問 3年

1 総合職 8

㈱　ペッパーフードサー
ビス
(食堂，レストラン)
1312-501912-7

総合職（調理、店舗
運営管理及び本部で
の各業務）
13120-2488

・直営店における調理・接客及び店舗運営管理業務
いきなりステーキ、ペッパーランチ他　全８業態
（但し、業務都合により配置転換する場合あり）
・本部での経理、人事、販売管理、購読、営業企画、広報、開発等の業務
（但し、入社後、研修の為、店舗勤務）

100 不問 不問 3年

1 総合職 10

㈱　東京リーガルマイン
ド
(専修学校，各種学校)
1308-619367-7

総合職（学校運営、
商品企画・営業・管理
部門等）
13080-282988

入社後は適性・希望に応じて、以下のような業務を担当いただきます。
○　ＬＥＣ各支社での学校運営、受講相談
○　商品企画開発、販売促進、マーケティング、広告企画等
○　管理部門（経理、総務、営業支援、システム開発（ＳＥ）等）
○　営業（官公庁向け、大学向け、企業向け）等

5 大学院　大学
短大　専門学
校

不問 5年

1 総合職 13

㈱　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

総合職（営業）
13130-70088

ハウスメーカー、ビルダー、建設会社、設計事務所などへ、木質の建築内装仕上げ
材などの商品を販売しております。
既存の顧客へのルート営業を行うほか、ハウスメーカーや設計事務所への提案営
業も行います。一般住宅では和室材を多く納品しており、和室部材の提案がオー
ナー様に採用され提供できるなど、大変やりがいのある仕事です。
また、現場での打合せや現場へ納品することもあり、仕事の活動内容は多岐に渡
ります。

2 大学卒（学部不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）

3年

1 総合職 15

旭興　㈱
(家具・建具・じゅう器等
卸売業)
2702-435373-8

総合職
27020-250288

・自社ブランド　壁紙、カーテン、カーペット提案営業、新規開拓
　既存取引先への指定商材ルートサービス
・ハウスメーカー、ゼネコン等、既存取引先受注
・新築、リフォーム物件の施工管理
　国内の大手ハウスメーカーや建築設計事務所を中心とした、法人向けの営業と
なります。また、内装仕上工事においては、建築現場での工程管理、職人の安全
管理などが中心の仕事になります。

2 大学院卒
大学卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 18

ブルーチップ　㈱
(事業サービス業)
1301-626182-0

総合職（コンサルティ
ング営業・企画・シス
テム開発）
13010-371588

【営業（コンサルティング営業）】　※営業先は既存顧客が中心となります　スーパー
等の小売業に対して、ポイントカードを活用した売上・利益向上のための販促企画
を提案していきます。また、カード顧客データの活用による分析・調査を行います
【企画】ポイントとの交換商品の開発、カタログ製作、商品交換システムの提供を行
います。また、営業をサポートする企画の提案や情報の収集、発信をします。
【システム開発】各種システムの開発と管理、データ分析、販売促進のプログラムの
開発や設定、店舗で使用する端末機器の取扱やメンテナンスを行います。

10 短大・大卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可、入
社時までに取
得）

3年

1 総合職 21

㈱　三洋
(化学製品卸売業)
1302-302101-7

総合職（営業、製造
管理、企画・管理）
13010-275588

お客様と商品の打ち合わせをし、自社工場や優秀な技術をもつ協力工場を使い製
品を作ることが仕事です。（ＯＥＭ製作）
＊営業：お客様と商品の打ち合わせをし、当社製品及びＯＥＭ商品の販売を致しま
す。
＊製造管理：当社の工場で、お客様から依頼された商品の製造をして頂きます。ま
た、工場原価管理のお仕事もあります。　　※理系学科専攻の方、尚可。
＊企画・管理：総務のお仕事、商品の企画、サンプル作りなどをして頂きます。

2 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ車限定可）

2年

1 総合職 23

㈱　王将フードサービス
（餃子の王将）
(食堂，レストラン)
2602-69125-5

総合職（営業職・管理
本部・製造）
26020-137888

【お仕事】まずは、営業職（店舗）で勤務をし、調理・接客・オリジナルメニューの開
発などを経験することによって商品開発・イベント企画・マーケティングを学んでい
ただき、店舗運営全般のマネージメントができる人材になっていただきたいと考えて
います。入社１年後に配属希望を確認させていただき、適性などを考慮し、ジョブ
ローテーションを検討します。
【調理経験は必要ありません。】皆さんゼロからのスタートです。『王将大学』という
研修部門を開設しましたので、キャリアのステップアップも心配いりません。

40 大学院・大・短
大・高専卒

不問 3年

1 総合職 27

Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱
(情報サービス業)
1301-561291-3

一般事務
13010-326988

取引先の窓口、事務業務全般、取引先担当者のアシスタント業務等をお任せしま
す。なお、担当者としての事務を行っていただくにあたり、必要な研修は随時行って
おりますので、ご安心ください。
希望があれば専門的な技術スキルも学べます。
必要な資格の費用も会社で負担させていただきます。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

1 総合職 29

医療法人社団　めぐみ
会
(一般診療所)
1320-7572-3

事務系総合職（クリ
ニック運営業務全般）
13200-9688

○複数診療科・診療所における受付、電話対応、会計業務、カルテ整理、レセプト
業務、診療補助業務等。
○本人の育成状況、適性を考慮して、本部（人事・経理・広報・営業）、医療従事者
助手などのキャリアパスもあり。
　法人内の医事認定取得により、スキルアップが図れます。

20 専門学校卒以
上

不問 3年
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1 総合職 30

㈱　アイデム
(専門サービス業)
1308-425042-0

総合職（営業ほか）
13080-145388

法人向け企画提案型営業職
・お客様企業に直接訪問し、人材課題をヒアリングし、課題解決の方法の提案
・求人広告の原稿、コピーの作成
・解決方向実施後のアフターフォロー
といった一連の営業業務を担当していただきます。
＊社用車（軽自動車）を使用して営業する可能性があります。

10 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車第
一種免許（２０１
９年３月３１日ま
でに取得見込
み可。ＡＴ限定
可）

3年

1 総合職 32

共和物産　㈱
(こん包業)
1307-104565-7

総合職（営業・労務管
理等の事業運営職）
13070-184388

総合職は一都三県にある事業所の運営業務を行う職種で、具体的な業務内容とし
ては従業員の労務管理を中心に作業管理や収益管理、得意先との折衝、人事総
務、購買管理等、事業所運営に必要な一切の業務を行います。
また、特に製造系の職場では安全最優先で作業を行うため、安全対策の検討や安
全教育の実施等、安全、品質に対する活動も重要な仕事の一つです。
将来の経営幹部候補生として、日々活躍していただきます。

3 四年制大学（学
科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ可）　ワード、
エクセル、パワー
ポイント操作でき
れば尚可
第一種衛生管理
者等、業務に必
要な資格は入社
後随時、当社費
用負担にて取
得。

3年

1 総合職 33

㈱　銀座ヨシノヤ
(呉服・服地・寝具小売
業)
1303-203945-0

販売職（総合職）
13030-47988

初年度は、流通センター（千葉県野田市）での研修勤務を経て販売業務に従事 10 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3年

1 総合職 35

㈱　ゼンチク販売
(農畜産物・水産物卸売
業)
1304-230001-3

総合職（営業、事務、
品質管理）
13040-365688

■営業　大手レストランや外食店、産業給食（企業、病院等）等への企画提案
　　　　営業（一部ルート営業あり）
■事務　営業事務または管理部門での一般事務
■品質管理　商品規格書等の書類作成、工場監査等

10 ・大学、専修学
校

普通自動車運
転免許
（ＡＴ可、入社ま
での取得でも
可）

3年

1 総合職 37

エム・ビー・エーインター
ナショナル　㈱
(ソフトウェア業)
1307-345514-1

総合職（ゲーム・Ｗｅｂ
業界向け技術職、営
業職）
13070-144088

＜総合職＞
■企画営業：ゲームＷｅｂ業界向け企画営業
■デザイナー：Ｗｅｂデザイン、ゲームデザイン
■ゲームプログラマー：ゲームソフト開発
■システムエンジニア：Ｗｅｂシステム開発
■ネットワークエンジニア：ネットワーク構築・運用

10 能開校　専修
学校　高専　短
大　大学　大学
院

不問 5年

1 総合職 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

事務系総合職（本社
勤務限定）
13010-333688

人事・総務・経理・業務管理など管理部門の仕事を扱う総合職です。
管理部門は経営資源を守る会社の中枢部門であり、幅広く業務を担当し会社経営
をサポートします。
若手のうちからどんどん仕事を任され、主体性は大いに伸ばされます。
将来に向けて幅広い知識や経営センスを身につけたい方、ご応募お待ちしていま
す。

1 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

1 総合職 42

㈱　ケ－・エキスプレス
(専門料理店)
2701-424177-5

総合職（キャリア職）
27010-149988

ホテル、旅館、レストラン、ブライダル、スパ、エンターテイメント、リゾート施設、公共
施設等当社が運営する施設でのプロデュース業務全般。
先ず現場でのサービスを学んでいただきますが、１年目でも新規オープン店舗の立
ち上げや、新規プロジェクトへの抜擢など仕事をお任せいたします。
「若いうちから活躍したい！」と考える方には、たくさんのお仕事を任せる環境があ
ります。

35 大学院、大学、
短大、専修学
校卒

不問 3年

1 総合職 47

アオイ　スタジオ　㈱
(映像情報制作・配給
業)
1304-8782-3

営業職／事務職
13040-141588

【営業職】
・ポストプロダクション事業　　録音スタジオおよびビデオ編集室における映画・映画
予告編・コマーシャル　アニメーション等の音声・映像編集における営業
　※映像制作会社がメインのお取引先で、主としてルート営業になります
・イベント企画制作事業（コンサート・講習会等の企画制作）
　全国の文化ホール等で制作するイベントの運営管理です
【事務職】　・総務部に配属となります。　・事務全般、来客対応、電話対応　等

3 大学（学部学科
不問）

普通自動車運
転免許あれば
尚可
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 48

㈱　ラピーヌ　東京店
(外衣・シャツ製造業)
1304-924210-6

総合職（企画職、営
業職・管理開発職員）
13040-412988

＊総合職として、適性等に応じて、企画・営業・管理開発の各部署に配属しま　す。
・企画職・・・ＭＤとして婦人服の商品企画、販売促進等の業務。
・営業職・・・当社商品（婦人服、雑貨）全国百貨店、専門店へのルート営業、当社
直営店の管理等の業務。
・管理開発職・・・総務人事部、経理部、システム部等の業務。

3 短大卒以上
又は　服飾専
門学校卒

不問 3年

1 総合職 50

斎長物産㈱
(建築材料卸売業)
1301-503384-0

総合職（企画営業）
13010-399888

得意先に対する企画営業
・各都市ガス会社、ＬＰガス会社、一般販売店に対し、ガス管・水道管に伴う配管資
材の販売
・ユニットバス、システムキッチン、太陽光発電システム等、住宅設備関連商品の販
売
・営業活動に伴う見積り、提案企画書等、各種資料の作成

7 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 58

㈱　グッドライフケア東
京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

総合職／介護職・事
務職・教育・採用担
当・社内エンジニア
13010-219888

入社１年目：介護職（訪問介護・小規模多機能型居宅介護・グループホーム・リハビ
リデイサービス）グッドライフケアにおける介護サービスを幅広く習得して頂きます。
入社２年目以降～それぞれのスキルおよび目標に合わせてキャリアアップ～
○サービス提供責任者：訪問介護計画書の作成や訪問介護員の教育、指導などを
行います。　○２４時間チームスタッフ：定期巡回随時対応型訪問介護看護サービ
スの介護スタッフとして勤務。　○事務職：介護サービス提供に関する事務業務全
般を習得して頂きます。その他、教育・採用担当者、社内エンジニア等、業務有り。

5 大学・短大・専
修学校　各卒
　（学部学科不
問）

ホームヘル
パー２級または
介護職員初任
者研修あれば
尚可

3年

1 総合職 59

㈱ユニフロー
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1304-621102-0

総合職
13040-197388

【仕事内容】
・営業　　　　　　：主にルート営業。お客様訪問や打合せ等。
・管理メンテナンス：施工指示、メンテナンス、修理等。
・開発技術　　　　：新製品の開発や既存製品の改良等。

5 大学卒、短大
卒

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 61

㈱　ビット・エイ
(ソフトウェア業)
1507-503366-3

総合職（地域限定社
員：東京）
15070-24988

・コメリグループ及びお取引先における、システム開発・保守業務（ＳＥ）、Ｗｅｂサイ
ト制作（Ｗｅｂデザイナー）、システム化提案営業（システム営業）

5 不問 不問 3年
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1 総合職 63

太陽鉱油　㈱
(燃料小売業)
1301-574801-3

総合職（店舗管理職・
法人営業職）
13010-484188

一般のガソリンスタンドとは違い、キャリアを積んでいただいたうえ店舗管理及び法
人営業業務を行い、毎月数億円の売上管理をしていただきます。
◇店舗管理：　　＊お客様への機械操作説明、他アテンダント業務。
　　　　　　　　　　　＊車両への給油業務。
　　　　　　　　　　　＊サービスステーション内のクレンリネス業務。
◇法人営業：　　＊既存顧客の売上管理・新規法人営業・マーケティング管理

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校各卒
（学部学科不
問）

不問 3年

1 総合職 66

ナショナル　ベンディン
グ㈱
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

総合職（ルートセール
ス・営業開発職・技術
サービス職）東京
13040-383488

総合職
１）ルートセールス職：自動販売機への商品の補充等
２）営業開発職：自動販売機の新規設置提案。移設・撤去
３）技術サービス職：自販機故障修理、メンテナンス等
４）情報処理職：社内のコンピューターを利用した管理業務

10 大卒以上 普通自動車運
転免許
（ＡＴ車限定可）

3年

1 総合職 66

ナショナル　ベンディン
グ㈱
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

総合職（ルートセール
ス・営業開発職、技
術サービス職）
13040-384088

１）ルートセールス：　　企業に設置している自動販売機の管理をしていただます。
　　商品（紙コップ・食品・缶・ペットボトル等）の補充、衛生管理、翌日原料積込み、
売上管理、車の安全運転、お客様とのコミュニケーション。
２）営業開発職：　　自販機新規設置先の開拓。法人お客様を訪問し設置提案。移
設・撤去。
３）技術サービス職　　自販機故障修理、メンテナンス等。

10 大卒以上 普通自動車運
転免許
（ＡＴ車限定可）

3年

1 総合職 74

ワヨー　㈱
(広告業)
1303-201047-9

ＳＰコーディネーター
（総合職）
13030-76188

　入社後３年間で、複数の仕事をローテーションで担当して頂きます。
＊企画営業…担当顧客を持ち商品ＳＰを企画・提案します。お客様の課題や悩み
は何か、どんなツールや仕掛けがあれば解決できるのかを自ら考えて提案する役
割を担っています。
＊営業パートナー…企画営業とチームを組み、事務処理やサポートを行います。
＊プロダクトスタッフ…ＰＯＰツール製作の工程・予算・品質管理を行います。

3 　大学院・大学
（学部・学科不
問）

不問 3年

1 総合職 87

㈱　ＮＴＴデータ・スマー
トソーシング
(専門サービス業)
1313-622676-5

総合職
13130-160288

・ＩＴＯ事業（デジタルマーケティング、デザイン、コンテンツ運営、ＳＩ、画像製作及び
配信、プロクト開発、ＡＩ／ＲＰＡエンジニア）
・ＢＰＯ事業（コンタクトセンター運営、事務センター運営、マネジメント業務）
・ＲＥ－Ｔｅｃｈ事業（不動産情報サイト「ＨＯＭＥ４Ｕ」の企画、構築運営）

13 大学院・大学卒 不問 2年

1 総合職 88

三和機材　㈱
(建設機械・鉱山機械製
造業)
1302-305309-0

総合職（技術・営業）
13010-494588

■技術職　　手掛けるのは基礎工事用の掘削機です。お客様の要望に沿って建設
機械を設計・開発します。ユーザーのニーズに独自の技術力と創造性をプラスする
ことで、これまでにないマシンを生み出すことができ、自分が描いた設計図がカタチ
になり実際に稼働している様子を見たときは感動ものです。
■営業職　　当社製品の販売とアフターサービスを担当。担当エリアが幅広く、国内
大型建設プロジェクトへの参画、国家建設を急ぐ中国、東南アジア、中東諸国での
仕事を通じて社会貢献を確かに実感できます。

4 大学院・大学・
専修
（学部学科不
問）
※機械・電気・
電子系学科尚
可

不問 3年

1 総合職 89

アイング㈱　赤坂営業
事務所
(事業サービス業)
1304-622025-3

総合／清掃・警備・設
備管理
13040-401788

営業部門は、各現業所に於いて数十名の部下をまとめ、労務管理や売上管理、メ
ンバー育成など現場マネジメント業務を担って頂きます。
（職種例：清掃・整備・設備管理・インフォメーション等）
管理部門は、業務部門や管理部門におけるスタッフ業務を担当して頂きます。
自社内外の業務を円滑にさせる諸業務などを担当して頂きます。
（職種例：総務、人事、秘書等）

30 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

1 総合職 91

斉田電機産業㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-215749-4

総合職（営業）
13040-441288

まずは内勤を中心にサポート業務や商品知識などを覚えてもらい、将来的には電
気設備機器を担当電設資材卸売店へルート営業に就いて頂きます。販売先：首都
圏の電設資材卸売店●地域に密着して既存取引先に満足していただけることを
モットーに営業展開
●担当得意先を訪問し商品のＰＲ・物件情報の収集を行い顧客にマッチした商品
の提案　　取扱いメーカー：日東工業（受配電設備）、古河電気工業（ケーブル・電
路材）、東芝ライテック（照明設備）、ダイキン工業（空調設備）他、１００社以上

6 大学、短大、専
修学校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 93

㈱　ニックフーズ
(食料・飲料卸売業)
1308-620301-6

総合職／営業・商品
開発・品管・仕入・製
造・事務・深夜業務
13080-187488

＜営業＞飲食店様に向けてルートセールスをしながらの開発営業　食肉を使ったメ
ニュー提案、ＰＢ商品開発、新規開拓など。＜商品開発＞メニュープレゼン、メ
ニュー提案を含めた食材の研究開発業務など。＜品質管理＞自社工場の衛生管
理、商品規格書などの書類作成、問合せ対応。＜仕入＞食材仕入れ。原料調達、
在庫管理、商品管理など。＜製造＞包丁作業による食肉の整形、機械による食肉
の加工、製造ラインの管理運営業務など。　＜事務＞総務、管理、事務処理業務
全般など。＜深夜業務＞：商品の仕分け、商品管理、在庫管理など

2 大学　短大 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 103

ＡＧＣオートモーティブ
ウィンドウシステムズ
㈱
(自動車・同附属品製造
業)
1304-25910-0

総合職
13040-167288

■試作技術・・・開発を担当する部門です。新車の開発において、当社製品の設計
と試作を担当します。新商品や新素材の開発も担当します。
■エンジニアリング・・・工場へ導入する設備の設計と製作を担当しています。
■営業職・・・原価企画とお客様調整及び確注後の全社展開をします。
■購買職・・・部品の調達、材料の購入の決裁などをします。
■品質保証・・全社の製品の品質保証と工場の品質管理を担当します。
■生産管理・・各工場での運営を管理して行く部門です。

4 大卒、高専、専
修学校、短大、
能開校

不問 3年

1 総合職 109

㈱　ソウ・システム・
サービス
(ソフトウェア業)
1316-305449-8

営業技術職（総合職）
13160-2288

営業内容は、大手製造会社（製鉄所、発電所など）の生産／操業用の計算機シス
テム（ＤＣＳ等）の新設／全面更新や、プラント改善などに関するシステムの一括受
注と、その物品等を取りまとめたシステム一括での納品／設置／立上げです。
営業業務にはマーケティング（市場調査）や他業種企業殿との協業交渉、受注ジョ
ブの営業管理も行います。また、当社では営業車も営業担当者毎に原則、固定し
て慣れた車をできる限りいつも同じに使える様にしています。

1 大学院卒　大
卒
履修科目不問

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
※取得予定で
も可

3年

1 総合職 114

佐川アドバンス　㈱
(損害保険業)
1313-624472-1

総合職（営業・事務）
13130-166388

オリジナルグッズ企画・保険・旅行イベント・施設管理
＊燃料等、多角的な事業を展開しています。
＊ＳＧＨグループ社員、法人顧客への提案営業
＊営業事務
＊会議、式典、イベントの企画立案、各種手配
＊海外事業を含む外販拡大営業の企画立案など
＊保養所、ゲストハウスの管理・運営

7 大学院・大学、
短大・高専・専
修学校卒

不問 3年

1 総合職 119

中越運送㈱　東京支社
(一般貨物自動車運送
業)
1311-302728-9

総合職（企画営業、
貿易事務、ＳＥ、管理
部門）
13110-20588

●物流企画、営業、お客様の多様なニーズに合わせて効率的な物流システムを提
案する提案型営業。
●通関、貿易、国際化が進み輸出入量が増大する中で、お客様に代わって当社の
通関士が複雑な税関手続きをトータル的にサポートします。
●ＣＦＳ事業、ＣＦＳとはパンフレットやカタログなどの軽量宅配物を扱うフレキシブ
ルな宅配便です。毎年成長を続けるこの事業では、新しい発想や企画提案力を持
つ若手社員の活躍が大いに期待されています。

15 大学卒以上
（学部学科不
問）

不問 3年
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2 営業 2

㈱　河辺商会
(化学製品卸売業)
1301-219519-6

営業職
13010-473388

電子・化学産業、ＩＴ産業、次世代エネルギー関連への営業
産業薬品・資材・環境商品・自社製品の企画、開発、販売、受発注、楽天サイトによ
るネット販売など。
＊営業につきましては、慣れるまで先輩が同行します。

1 大学・短大・高
専卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 6

共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

営業
13060-101088

○取引先を訪問し、集金業務・融資相談受付業務

○顧客情報収集・管理

○新規開拓　　等

10 大学卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 9

日金スチール　㈱
(鉄鋼製品卸売業)
1304-231500-3

営業
13040-436788

◎商社の営業業務です。
★当社は、東証一部「日本金属株式会社」の１００％出資子会社です。
★自動車、ＩＴ分野で使用されるステンレスで高いシェアを誇ります。
　＊鉄鋼セールス（主にステンレス）
　＊主な仕事は既存のユーザーへの対応です。

3 大学卒
（学部学科不
問）

パソコン（エクセ
ル、ワード）
普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 12

㈱　ソラマス・ソフトウェ
ア・サービス
(ソフトウェア業)
1308-629829-6

営業
13080-193988

ＩＴ営業の具体的な仕事は既存顧客の定期訪問や情報収集、新規案件獲得のため
の協力下請け企業の新規開拓や情報交換を中心に、社員（技術者）の教育やフォ
ローなどプロジェクト維持・発展のために幅広い活躍の場があります。
ＩＴの経験、知識がなくてもＯＪＴをしっかりと実施いたしますので、人とのコミュニ
ケーションが好きな方や、体を動かすのが好きな方、ぜひ、ご応募をお待ちしており
ます。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修

不問 3年

2 営業 14

フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

営業職（化粧品）
13010-527488

●化粧品営業職
　化粧品メーカーへの容器、ＯＥＭ製品の提案及び製品の受注対応業務
・国内外の大手化粧品メーカーのほとんどと取引実績があります。
・ルート営業が主になります（先輩社員が同行します）
※店頭に自分の担当した商品が並ぶ喜びがあります。


1 大学、大学院
卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）あれば
尚可

3年

2 営業 14

フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

営業職（ガラス製品）
13010-528088

●ガラス製品営業職
　・建設設計事務所、各企業へ訪問し、ガラス製品の提案
　・客先・当社ショールームにて製品のデモンストレーション
　・見積提出・納期管理・代金回収までの一連の業務を担当します
※話題の商業施設・美術館等に多数の納入実績があります。

4 大学、大学院
卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）あれば
尚可

3年

2 営業 17

㈱エム・シー・サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

マンションフロント営
業職
13060-13088

分譲マンション管理組合運営サポート業務
○管理組合の様々な相談・問題の解決に向けた適切な助言・提案
○管理組合の各種改善提案、管理費等の滞納管理

3 大学卒　短大
卒　専修学校
卒

不問 3年

2 営業 22

ハヤシレピック　㈱
(電子応用装置製造業)
1309-101069-3

営業／セールス・エン
ジニア
13090-207888

◇工場・研究所向けの精密機器販売
　１．電子制御ドライバー
　　（スマホ・ハードディスク等精密機器組立用／自社製品）
　２．産業用ライト（工場での製品の自動検査用／自社製品）
　３．電子部品（通信用ケーブル、測定機用ケーブル／輸入販売）

3 四大卒以上
（学部・学科不
問）

普通自動車第
一種免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 25

㈱　エイチ・エス・ジェイ
(電気通信・信号装置工
事業)
1306-617346-8

営業
13060-98288

○営業先においての提案・企画等
○工事現場の施工管理及びＣＡＤによる設計業務
○携帯電話アンテナ工事、電気通信工事、電気工事
※主に携帯電話アンテナ工事の総合マネジメントを実施

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 26

三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

営業
13040-371888

さく井／水源施設、上下水道施設、水処理施設、脱臭・排ガス処理施設など
「水と空気」に関わる自社製品等の提案営業が主な仕事内容になります。
＊上下水道施設工事、電気・計装設備、自家発電設備工事
＊脱臭・排ガス処理設備などの環境エンジニアリング
＊上水道用の水源井戸工事
＊上記に関わる自社製品
（主な客先）　地方自治体、大手民間企業（食品・飲料・製薬メーカー等）

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 28

㈱　リンカイ
(一般産業用機械・装置
製造業)
2708-291527-9

営業職
27080-70788

○上下水道やプラントメーカー等で使用される産業用水処理装置の得意先への営
業活動。
　企画、提案から積算、見積もり、商団、納品後の問い合わせ対応まで担当してい
ただきます。

1 大学院　大学
高専

不問 1年

2 営業 34

㈱　アイワコピー
(速記・ワープロ入力・複
写業)
1311-306095-9

営業職（地域密着営
業）

13110-41488

【複写情報加工業における営業職】　　地元の得意先担当をしていただきます。具
体的には、図面データ出力、スキャニングデータ作成、印刷全般、オンデマンド出
力の提案、受注、納品が主なる仕事ですが、軽自動車による受注納品業務も行っ
ていただきます。大型カラーコピー等コピー全般とデータ入出力を中心に電子化事
業とＣＡＤデータ変換等を得意としているオンデマンドプリントによる必要なモノを必
要な時に必要な量だけを提案して地域密着でも活動しています。　印刷では社内に
デザイナーがおり、顧客満足度を高めています。

3 大卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 36

㈱　イノベイションオブメ
ディカルサービス
(老人福祉・介護事業)
1410-100991-1

営業員
14100-45188

福祉用具、医療用具（介護用ベッド、車椅子、歩行器等）のレンタル・販売を行いま
す。
ケアマネジャーから利用者の紹介を頂き、利用者の状態に合わせた福祉用具を選
定し、納品・フィッティング・モニタリングを行う仕事です。

15 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年
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2 営業 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システム営業（本社
勤務限定）
13010-334988

お客様の困っている事や要望の聴き取り、システムの企画・立案からプログラムの
開発・導入、完成したシステムの保守・管理等で、お客様とエンジニアを繋ぐ役割を
果たします。
仕事に慣れてきたら既存顧客との取引内容改善や新規顧客開拓もお願いします。
若手のうちからどんどん仕事を任され、主体性は大いに伸ばされます。
将来に向けて幅広い知識や経営センスを身につけたい方、ご応募お待ちしていま
す。

1 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

2 営業 49

㈱　ライト
(産業機械器具卸売業)
1301-224673-6

営業
13010-443588

・三菱電機、パナソニック製品を中心にプログラマブルコントローラー、センサー、ス
イッチ、リレーなどの制御機器とモーター、ＬＭガイドなどの駆動機器及びロボットを
使用した生産システムを、関東一円の既存取引先である大手・中堅企業様へ提案
（メーカー同行もあります）、販売を行って頂きます。
・営業業務には、納期管理、納品業務なども含まれます。

2 大学
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 54

㈱　光邦
(印刷業)
1301-204806-3

営業
13010-531788

（１）出版印刷・・・主に出版会社様がお客様で、書籍、雑誌等の印刷がメインの仕
事です。
（２）商業印刷・・・主に一般企業様がお客様で、カタログ、ポスター、ノベルティグッ
ズ、Ｗｅｂメディアなど様々な商品を扱います。
「売る」ではなく「相談に乗る」「提案をする」というスタンスで働いています。

5 不問 不問 否

2 営業 55

㈱　金陽社
(ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製
造業)
1304-617025-8

営業職／江東区

13040-215588

●当社製品の販売
　法人ルート営業がメインです。
　＊ゴムロール・ゴムブランケットの国内トップメーカーです。
　＊アメリカ・ドイツ・中国・ベトナム・タイに工場があり、海外展開を図っております。
※重量物の製品取り扱い有り。

1 大学院、大学
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＭＴ車が望ま
しい）

3年

2 営業 57

㈱　ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

営業（本社／板橋区）
13090-215888

ハリカ代理店への支援・管理
法人得意先への営業活動及び新規開拓
ブライダル及び葬祭関係各得意先への営業活動及び新規開拓

3 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年

2 営業 62

松田通商㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-232773-8

営業
13040-209788

全国の放送局やラジオ局、メーカーや設備会社等へのプロモーション及びコンサル
タント業務が主な仕事です。
少数精鋭でコンサルタント～施工～アフターフォローに至るまで、自ら関わることが
出来るのが魅力です。
最新の技術や機器に触れる機会も多く、放送等、音響や映像、ＴＶ会議システムや
同時通訳システム等に興味がある方にはやりがいのある仕事です。

4 大学卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 62

松田通商㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-232773-8

営業／大阪
13040-207588

全国の放送局やラジオ局、メーカーや設備会社等へのプロモーション及びコンサル
タント業務が主な仕事です。
少数精鋭でコンサルタント～施工～アフターフォローに至るまで、自ら関わることが
出来るのが魅力です。
最新の技術や機器に触れる機会も多く、放送等、音響や映像、ＴＶ会議システムや
同時通訳システム等に興味がある方にはやりがいのある仕事です。

2 大学卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 67

㈱ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

営業
13080-270888

・既存顧客中心のソリューション営業
・先輩社員と一緒に営業同行からスタート
・お客様に対する提案、交渉

4 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3年

2 営業 68

㈱　クロステレビビジョ
ン
(映像・音声・文字情報
制作に附帯するサービ
ス業)
1308-112711-7

営業
13080-277188

テレビ局、広告代理店、制作会社をクライアントとして主に番組制作技術業務の
セールスを行う。

1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 否

2 営業 70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

営業／台東区・さい
たま市・横浜市緑区・
大阪市淀川区
13030-24088

官公庁・金融機関等施主、設計事務所、ハウスメーカー、大手建設業者、工務店、
金物業者などを顧客として、二重床システム、手すり、階段すべり止めなど、当社
製品の企画から施工に至るまでの提案、ＰＲ受注活動。
・主に物件は医療福祉施設、商業ビル、公共施設となる。
・エクセルでの見積作成。
・営業範囲は地域別となる。
・社有車にて顧客へ訪問。

2 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 72

㈱　桜井グラフィックシ
ステムズ
(生活関連産業用機械
製造業)
1313-107040-7

営業販売職（国内営
業）
13130-144288

・印刷機械の営業販売
１．既存取引先への訪問、フォロー　　お取引のあるお客様を定期訪問、ヒアリング
や製品の提案などの販売促進活動を行ないます。
２．新規のお客様訪問　　ニーズのありそうな企業様を訪問し、ヒアリングや製品の
提案などの販売促進活動を行ないます。
３．展示会対応　　展示会ブース、工場、ショールームなどでお客様へのご挨拶、製
品のご案内などを行ないます。

2 大学卒
※出身学科（文
系・理系）は不
問です。

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 73

㈱　東機貿
(機械器具卸売業)
1304-3412-1

営業
13040-393188

病院の医療従事者（医師、看護師など）に、人工呼吸器をはじめとする様々な医療
機器の提案、販売や販売後のフォローをする仕事です。命に関わる商品を扱って
いることから、２４時間３６５日いつでも対応できるような体制（当番制）を取っていま
すので、緊急時には迅速に対応する責任感のある人が向いています。

2 大卒以上
（学部学科不
問）

普通自動車免
許証
・ＡＴ限定可
・入社日までに
取得

否

2 営業 73

㈱　東機貿
(機械器具卸売業)
1304-3412-1

マーケティング（海外
メーカー担当）
13040-398688

海外メーカーとの架け橋となり、営業をサポートする仕事です。
１人あたり３～４社の海外医療機器メーカーの窓口となり、メールや電話で問い合
わせや、メーカー訪問（海外出張）、来日時の対応をします。
その他、製品の販売戦略の策定、顧客先への営業同行、学会展示、製品カタログ
作成、在庫管理等、業務は多岐に亘ります。
入社後に数年営業で現場を経験してからマーケティングに就くケースが多いです。

1 大卒以上
（学部学科不
問）

ＴＯＥＩＣ６００点
以上
普通自動車免
許証
・ＡＴ限定可
・入社日までに
取得

否
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2 営業 79

㈱　キロニー
(家具・建具・じゅう器等
卸売業)
1304-630624-0

ルート営業
13040-402688

●当社は、カーテン・窓廻り商品・インテリア建材（壁紙、床材）等の商社及びインテ
リア建材を使用する内装工事業者です。
主な仕事の内容は、継続して取引のある得意先（ハウスメーカー、インテリアショッ
プ、内装工事業者等）に、商品の紹介・提案及び得意先のニーズ・情報を収集し
て、当社への発注に結び付けるルート営業業務です。
商品のほとんどは、メーカーから得意先に直送されるため、日々の商品の配送業
務はありません。

2 大学
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 80

㈱ウチダテクノ
(職別工事業)
1301-658289-5

営業職
13010-483088

・オフイスでの印刷・製本・包装にかかわる印刷製本機器を販売しております。
・お客様のニーズに合わせ、機械の開発も行っております。
・入社から数年は、先輩社員がマンツーマンで指導します。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修・能開校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 82

㈱田中歯科器械店
(機械器具卸売業)
1301-221407-7

営業
13010-485288

既存のお客様（歯科医院等）を中心としたルートセールスを担当していただきます。
（主な業務内容）
　歯科医療用機械、器具、材料、医薬品、医学書等の営業

2 大学卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 84

カネカ食品㈱
(食料・飲料卸売業)
1308-630104-2

営業職
13080-294188

○製パン製菓・加工食品並びに外食向けの業務用食材の卸売で「カガクでネガイ
をカナエル会社＝カネカ」の１００％出資グループ会社です。
○カネカの主力事業である食品事業の販売会社として、地域密着の姿勢を基本に
消費者ニーズを先取りしたお客様に役立つあらゆる商品・サービスを確かなネット
ワーク力でお届けしております。
○仕事の内容としては支店でルート営業を経験後、支店の特定顧客または新規開
拓営業や営業部で全国区の顧客を担当する営業に従事します。

7 大学卒
（専攻分野不
問）

・普通自動車免許
（Ａ／Ｔ可）
・準中型免許要（平
成２９年３月以降に
普通自動車免許を
取得された方のみ）

2年

2 営業 86

日東化工機　㈱
(一般産業用機械・装置
製造業)
1313-102229-8

営業
13130-9888

・生産工場等向けの業務用環境装置や、機械設備の技術営業職（エンジニアリン
グセールス）を担って頂きます。
・近年は海外の受注も徐々に増えてきていますので、将来は海外相手のグローバ
ル営業のチャンスもあります。
・社員一人ずつの技術力アップは、会社の発展であるため、各種資格取得をバック
アップします。

2 大学卒 不問 3年

2 営業 92

㈱　ワイエイシイデン
コー
(一般産業用機械・装置
製造業)
1316-302152-4

営業
13160-28288

☆遠赤外線を用いた工業用熱処理に関する営業。
☆国内大手液晶（ＦＰＤ）メーカー、自動車メーカーの他、中国・台湾の液晶メーカー
を中心に海外大口顧客多数。出張の機会がございます。

1 大卒 普通自動車免
許
　（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

営業職／台東区・新
宿区・渋谷区・品川区
13030-114888

・業務用厨房機器、厨房システムの提案営業
　当社は業務用厨房機器の大手メーカーとして外食チェーン、スーパー、ホテル、レ
ストランをはじめ、学校、病院、福祉施設まで幅広いお客様に、使いやすく、衛生的
な厨房システムを提案しています。
　具体的には社有車による顧客訪問、商談、打ち合せ、現場納品といった仕事にな
ります。

4 大学院・大学 普通自動車運
転免許（ＭＴ）
（ＡＴ限定不可）

3年

2 営業 94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

営業職／台東区
13030-111188

業務用厨房機器、厨房システムの提案営業
当社は業務用厨房機器の大手メーカーとして外食チェーン、スーパー、ホテル、レ
ストランをはじめ、学校、病院、福祉施設まで幅広いお客様に、使いやすく、衛生的
な厨房システムを提案しています。
具体的には、学校、病院、福祉施設などの法人向けに顧客訪問、商談、打ち合せ、
といった仕事になります。　栄養士の資格を生かして機器の販売以外にもコンサル
ティングやプランニング等もしていただきます。

1 大学院・大卒
（栄養科目履
修）

・栄養士
・管理栄養士受
験資格

3年

2 営業 96

江戸川木材工業　㈱
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

営業
13130-146888

当社の工場で生産する製品を含め、住資材を木材店、建材店、工務店に販売す
る。
取引先への営業時には、社有車を使用する。

2 大学院、大学
卒

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 97

鈴茂器工　㈱
(生活関連産業用機械
製造業)
1309-431121-3

営業職
13090-182288

・国内の回転寿司、スーパー等の外食産業のお店を中心に、寿司ロボット等の提
案営業

2 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

2年

2 営業 100

スピックバンスター　㈱
(印刷業)
1301-101057-5

営業
13010-377488

紙としての素材そのもの、または、カタログやパンフレット、販促ツールなどの印刷
物を既存のお客様より受注する「ルート営業」です。
社用車を使用して営業していただきます。

5 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年

2 営業 101

愛電　㈱
(電気機械器具卸売業)
1301-104367-0

営業担当
13010-199988

自社取扱い商品を顧客に販売 1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得すれば可
留学生の場合、
日本語での日常
会話に支障がな
い方

5年

2 営業 107

㈱　サンクスコーポレー
ション
(卸売業)
1313-619161-3

営業
13130-159488

建築用板ガラス・アルミサッシ建材を主に卸売している会社です。
入社後はすぐに取引先への営業を担当するのではなく、１～２年程は事務所内に
て取引先からの注文を受けたり、仕入先への発注・問い合わせ等を経験してもら
い、その間に商品知識を身に付けて、一人前の営業が出来る様になりましたら担
当店を持って営業となります。
営業としての仕事は、取引先（主に契約取引先）への販売活動がメインです。社有
車を使っての営業となります。

4 大卒・大学院卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年
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2 営業 109

㈱　ソウ・システム・
サービス
(ソフトウェア業)
1316-305449-8

営業技術職（一般職）
13160-4888

営業内容は大手製造会社（製鉄所、発電所など）の生産／操業用の計算機システ
ム（ＤＣＳ等）の新設／全面更新や、プラント改善などに関するシステムの一括受注
とその物品等を取りまとめたシステム一括での納品／設置／立上げです。
本求人では、最初は営業担当者の先輩のサポート業務から業務をはじめ、少しづ
つ実ＪＯＢの受注を通じて、客先や営業品目を増やしていきます。
３年くらいで営業エリアをもらえることを目標としています。

1 大学院卒、大
卒、短大卒、高
専卒
履修科目不問

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
※取得予定可

3年

2 営業 110

㈱　寺田ポンプ製作所
(一般産業用機械・装置
製造業)
2902-4493-5

営業職
29020-38888

◇販売店、代理店へのルートセールス職
　取引先商社・代理店等へのルート営業・企画営業がメイン業務です。
　（エンドユーザーへの個別営業ではありません。）
※入社から約１年間は上司や先輩社員に同行、教育計画に基づき業務教育を実
施します。
　達成目標はありますが個人ノルマは設定されません。

3 大学卒業 普通自動車免
許
（ＡＴ限定応相
談）

3年

2 営業 112

㈱　田中印刷　東京営
業所
(印刷業)
2602-616943-1

企画営業
13040-234688

銀行・郵便局の窓口で見かける複写帳票・ＯＣＲ帳票等の受注・製造管理です。
入社当初は先輩と同行営業し、顧客・営業概要を習得し、帰社後、定型的な書類作
成・原価計算・作業指図書等の初級業務を習得する。
顧客・営業概要を習得した後、京都本社工場で生産工程の研修を受ける。
初歩の営業業務として、入札情報の閲覧及び入札参加申請（原価計算）、原稿打
合せ、受注計算・作業指図書の作成、製造進捗管理等を的確に遂行する。　　他

2 大学卒
（履修科目不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
入社までに取
得してください。

3年

2 営業 117

築地魚市場　㈱
(農畜産物・水産物卸売
業)
1302-400584-5

営業職
13010-279988

＊築地市場の中で、“セリ売り”などを行う卸売会社です。
＊取り扱うアイテムは約１万以上、マグロはもちろん、鮮魚、活魚、冷凍品、加工品
を国内外から集荷。それを都内はじめ、全国、海外のお客様のニーズに合わせ、安
心な食材を供給する責任を負っています。
＊主な業務は“セリ売り”などで水産物を築地市場の中の仲卸業者など、特定の事
業者に販売する業務です。

8 大学院・大学・
短大卒
（学部学科不
問）

不問 3年

2 営業 118

新光電気工業　㈱
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

営業職（国内・海外）
27020-234288

営業職（国内・海外）
・ロボット、工作機械メーカーへのルート営業及び新規営業活動

3 不問 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年
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3 事務 3

㈱　翔栄
(電子部品製造業)
1004-500662-7

事務（営業アシスタン
ト）
10040-84188

＊営業スタッフのスケジュール管理や納期管理、見積書・プレゼン用の資料作成、
お客様対応業務となります。
＊海外取引が多い為、基礎英語力（メール、簡単な会話）が必要になります。

1 短大
（学部学科不
問）

不問 否

3 事務 6

共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

金融事務
13060-100488

○窓口応対（入出金・振込・公共料金収納・各種届出等の受付）
○後方事務（入出金・新規作成、解約等オペレーション等）
○電話応対

5 専修学校　短
大　大学

不問 否

3 事務 17

㈱エム・シー・サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

組合会計職
13060-10988

管理業務を受託しているマンションの
　○管理費・修繕積立金の収納、支払
　○月次収支
　○決算の代行業務　他

2 大学卒　短大
卒　専修学校
卒

不問 3年

3 事務 24

旭商事　㈱
(各種商品小売業)
1301-101199-0

営業アシスタント
13010-493288

当社新規事業の推進（人材採用支援事業とＥＴＣコスト削減事業など）
・大学就職課、ハローワークに提出する書類の作成
・ＥＴＣコスト削減企画書の作成
・来客対応、電話対応

3 大学・短大・専
修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3年

3 事務 26

三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

事務
13040-369088

総務又は一般事務を担当していただきます。
（担当業務の例）
　・各種書類作成及びデータ入力
　・備品発注・管理、その他庶務
　・小口現金、その他精算処理
　・勤怠管理、各種保険の事務手続き

2 大学・短大
（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 36

㈱　イノベイションオブメ
ディカルサービス
(老人福祉・介護事業)
1410-100991-1

一般事務職
14100-43488

一般事務業務
・商品管理、電話応対、介護保険請求業務
・その他付随する雑務
ホスピタリティのあるコミュニケーション能力が必要です

5 大学院、大学、
短大、専修学
校、高専

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

3 事務 36

㈱　イノベイションオブメ
ディカルサービス
(老人福祉・介護事業)
1410-100991-1

医療事務職
14100-42388

受付、会計、パソコン入力およびレセプト業務 3 大学院、大学、
短大、専修学
校、高専

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

3 事務 39

丸全昭和運輸　㈱
(一般貨物自動車運送
業)
1401-471-0

一般事務
14010-78288

・得意先工場内での物流管理業務
・当社トラック事業所での輸送管理業務
・当社倉庫事業所内での入出庫・在庫管理業務
・国際物流に関する貿易事務

40 大学院・大学 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

否

3 事務 44

㈱　ワキュウトレーディ
ング東京事務所
(食料・飲料卸売業)
1309-937371-4

営業事務
13090-141288

・受発注業務（自社専用販売ソフト使用）
・顧客管理、データ集計、ファイリング
・産地（主に千葉）訪問等の出張
・電話、来客応対
・その他の雑務等の業務を行っていただきます。
※まだまだ需要の伸びが期待されている「マッシュルーム」の拡販を一緒にやりま
せんか？　まだまだ小さい会社だけど、やりがいはたくさん！

1 大学、短大、高
専、専修学校
（学部・学科不
問）

ＰＣスキル（エク
セル・ワード基
礎程度）

3年

3 事務 56

㈱　レーベンコミュニ
ティ
(建物サービス業)
1301-660043-0

総合事務員（営業事
務）
13010-529188

東証一部タカラレーベングループでの一般事務のお仕事です。
＊マンション管理事業を行っている会社の事務職
・マンション管理組合の会計業務
（専用ソフトへの入力がメインです。営業マンや管理組合の方と電話でやりとりしな
がら仕事を進めるため、コミュニケーション能力が求められます）
・電話応対　　・消耗品発注　　・パソコンデータ入力
・パソコンによる文書作成　　・ファイリング　　・備品整理　等

5 大学卒業
（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 57

㈱　ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

営業事務
13090-216788

事務職・・・・伝票処理、データ入力、電話応対、他
パソコンは、エクセル・ワードの他、専用ソフトを使用します。

1 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 65

牛島総合法律事務所
牛島　信
(法律事務所，特許事務
所)
1301-578901-9

秘書
13010-318988

（１）裁判所への書類提出にかかわる事務全般　　（２）契約書製本　　（３）英文レ
ターの作成　　（４）請求事務　　（５）来客・電話対応　　（６）スケジュール管理
（７）タイムシート入力　　（８）郵送・Ｅメール・ＦＡＸ送付　　（９）ファイリング・コピー　　
（１０）外出（裁判所・法務局・役所・図書館等）　
※ＭＳワード・エクセル必須

4 大学卒
（法学部尚可）

ＴＯＥＩＣ６５０点
以上の英語力
レベルのある方
尚可
（会話・読解力）

1年

3 事務 69

㈱　丸和通運
(一般貨物自動車運送
業)
1311-200376-7

管理事務
13110-17388

・貨物管理業務・営業企画に従事し、原則として首都圏勤務とする。
・鉄道へのコンテナ管理
・自社の配車管理
・データ入力、請求書作成など

3 大学、短大、専
修学校

不問 3年
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3 事務 70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

管理事務
13030-27588

伝票入力、販売資料作成
ファイリング、受注入力
電話応対、お茶出し
カタログ送付
※主にエクセル、ワードを使用します。

1 大学（学部・学
科不問）

不問 3年

3 事務 78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

事務職（健診事務）
13010-514888

内科・整形外科・皮膚科を有する銀座医院での健診事務
・受付、会計　　・レセプト業務（電子カルテ使用）
・電話応対　　・予約　　・結果票作成
・請求　　・各種申請業務

1 大学院・大学・
短大・専修卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 83

㈱　キーワードマーケ
ティング
(広告制作業)
1301-635333-5

一般事務職（研究・教
育事業）
13010-495888

＊事務業務（データー集計、資料作成など）
＊部門マネージャーのアシスタント業務（スケジュール管理、電話対応など）
＊研究・教育事業のサポート業務（セミナー運営、研究会員対応など）
　※セミナー運営はレジメ配布、受付、進行サポートなどです。

1 大学院、大学、
短大卒
（学部学科不
問）

不問 3年

3 事務 89

アイング㈱　赤坂営業
事務所
(事業サービス業)
1304-622025-3

経理
13040-405488

経理部門におけるスタッフ業務を担当して頂きます。
自社内外の業務を円滑にさせる諸業務を担当して頂きます。
具体的には買掛金や売掛金の取扱い、従業員の経費精算等、社内外の業務全般
を行って頂きます。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

3 事務 94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

経理・財務／東京都
台東区
13030-152488

本社、経理・財務グループの一員として、伝票入力、現預金出納、経費精算、会議
資料作成等をはじめ、月次・年次決算から管理会計、一般会計まで幅広く業務に
携わって頂きます。

1 大学院・大卒 簿記３級以上 3年

3 事務 95

クラシテ　㈱
(建物サービス業)
1308-618018-6

フロント職
13080-280788

マンションに住む皆様の暮らしをサポートするお仕事です。具体的には以下のお仕
事となります。
・担当マンションの巡回点検、管理員への指導、フォロー
・建物、設備などの修繕計画の企画、立案
・２４時間稼動の緊急センターへの指示
・伝票処理、議案書、議事録などの書類作成
・組合会計のバックアップ

10 大学　短大　専
修学校

不問 3年

3 事務 99

旭計器　㈱
(電気機械器具製造業)
1304-625486-7

間接事務業務／営業
アシスタント・総務・経
理等
13040-226688

当社主力商品（サーモスタット）の間接事務業務です。
・営業部門　　営業マン外出時や事務（注文書、納期管理等）、顧客対応等
　　　　　　　　　売掛金回収、管理等
・総務・経理部門　　会社従業員全般に関わる業務処理（労務管理他）
　　　　　　　　　　　　　経理業務（出納管理、決算業務等）
　　　　　　　　　　　　　会社に関する多種多様な間接業務処理

1 大学院・大学
学部学科不問

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年

3 事務 102

社会福祉法人　桐仁会
(老人福祉・介護事業)
1320-11472-9

企画運営室スタッフ
13200-5288

介護施設、保育施設の受付対応、請求事務等の事務全般を行っていただきます。
将来的には新規事業、人事労務、経理といった企画やバックオフィス業務にも関与
していただきます。
まだまだ成長していく市場で、施設全体を支えるお仕事です。
先輩も多く安心して仕事を学ぶこともキャリアアップをしていくことも可能です。

3 大卒以上 普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年

3 事務 104

㈱　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

営業アシスタント
13070-244888

営業部門にて、契約資料の作成や電話対応など社内業務および既存顧客訪問や
就業しているエンジニアのアフターフォローなど営業事務に関わる職務に従事して
いただきます。
先輩社員と共に活動するので、ＩＴの知識がなくても心配ありません。また、ノルマも
ありませんのでご安心ください。
まずは、名刺の渡し方、電話対応などビジネスマナーの基本から丁寧に指導・育成
します。

1 能開校　専修
学校　高専　短
大　大学　大学
院

不問 3年

3 事務 109

㈱　ソウ・システム・
サービス
(ソフトウェア業)
1316-305449-8

事務、技術者補助業
務
13160-5788

当社では大規模工場（製鉄、発電など）に操業用計算機システムを納入しており、
この為のインテグレート（システム取り纏め）エンジニアリング（システム設計）がメイ
ンの事業です。これらの技術者やエンジニアの補助業務となります。
具体的にはＰＣでの仕様書清書、データ等のチェック、入力、専用計算機システム
（ＤＣＳ等）での入力、検査、照合、完成図等の図書作成などです。
期日までに与えられた仕事が完了していれば良い為、自分で仕事時間の調整や、
休みの調整がしやすい勤務環境です。

3 大学院卒、大
卒、短大卒、高
専卒
履修科目不問

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
※取得予定可

3年

3 事務 111

特殊電装　㈱
(発電用・送電用・配電
用電気機械器具製造
業)
1313-102993-7

事務系総合職（経理・
総務・人事・法務等）
13130-164688

１．経費、仕入買掛等　管理業務
　　会計ソフト入力業務
２．総務、法務、庶務等の管理業務
　　人事、採用、教育、社会保険等の人事・労務管理
※本社と工場間の移動に社用車を運転することがあります。

1 大卒 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

3 事務 117

築地魚市場　㈱
(農畜産物・水産物卸売
業)
1302-400584-5

事務職
13010-280088

＊取り扱うアイテムは約１万以上、マグロはもちろん、鮮魚、活魚、冷凍品、加工品
を国内外から集荷。それを都内はじめ、全国、海外のお客様のニーズに合わせ、安
心な食材を供給する責任を負っています。
＊事務職として、その安心・安全な水産物の流通を行う当社の営業社員のサポート
業務を行っていただきます。
　（具体的業務：伝票入力、来客応対、電話応対、付随する事務処理全般）

2 大学院・大学・
短大卒
（学部学科不
問）

不問 3年

3 事務 120

㈱　アルファ・オイコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

経理・総務職
12100-27288

・伝票仕訳・会計処理
・財務資料作成
・月次・年次決算業務
・税務関連業務
・総務関連業務（行事・規定・設備・庶務）等

1 短大卒以上 簿記３級 3年
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4 接客・販
売

31

オーケー㈱
(百貨店，総合スー
パー)
1401-629228-4

店舗スタッフ（チーフ
候補）
14010-34088

・店舗における部門チーフ候補
　○生鮮部門（水産・精肉・青果）：加工、値付け、陳列、接客
　○総菜・ベーカリー：商品製造、加工、値付け、陳列、接客
　○レジ：レジ操作、サービスカウンター、事務、接客
部門責任者（チーフ）を目指し、店舗にて接客・販売・商品管理・在庫管理などの業
務をお任せします。
店舗での経験を積んだ後、本部スタッフへの道もあります。

40 短大　高専　専
修学校

不問 3年

4 接客・販
売

31

オーケー㈱
(百貨店，総合スー
パー)
1401-629228-4

店舗スタッフ
14010-28188

・２８歳での店長昇格を目指し、まずは店舗にて接客、販売、商品管理、在庫管理、
陳列、季節ごとのエンド変え、新入社員の育成などの業務をお任せします。
・徐々にパートスタッフの方の取りまとめも手がけ、スタッフ一丸となり、お客様が買
いたいと思える売場作りを実現してください。
・キャリアプラン例　　係員→サブチーフ（３年目）→チーフ（５年目）→店長（７年目）
・店舗での経験を積んだ後、本部スタッフへの道もあります。

50 大学院　大学 不問 3年

4 接客・販
売

31

オーケー㈱
(百貨店，総合スー
パー)
1401-629228-4

店舗スタッフ（店長候
補）
14010-29288

入社後はグロサリー部門への配属となりますが、研修では下記全部門を経験頂
き、店舗における店長候補として仕事を行います。
・グロサリー：陳列、接客
・生鮮部門（水産・精肉・青果）：加工、値付け、陳列、接客
・総菜・ベーカリー：商品製造、加工、値付け、陳列、接客
・レジ：レジ操作、サービスカウンター、事務、接客
店舗での経験を積んだ後、本部スタッフへの道もあります。

10 短大・高専・専
修学校

不問 3年

4 接客・販
売

41

㈱　ヤガイ
(畜産食料品製造業)
0601-3608-6

キッチン・ホール業務
（飲食サービス業）
06016-123088

・東京都内で運営している「牛たん焼専門店　杜の都　太助」での仕事。
　（日本橋、虎ノ門、汐留、新宿、池袋）
・店舗キッチン、ホールの仕事です。
　調理系学科卒でなくても、マンツーマンで指導しますので、安心して下さい。

2 大学・短大・専
修学校

不問 3年

4 接客・販
売

48

㈱　ラピーヌ　東京店
(外衣・シャツ製造業)
1304-924210-6

ファッションアドバイ
ザー（販売職）
13040-411688

関東圏の主要百貨店の当社ブランド売場　又は、当社直営店舗での婦人服、雑貨
等の接客販売。

3 短大以上　又
は、服飾専門
学校卒

不問 3年

4 接客・販
売

53

㈱　オカダヤ
(織物・衣服・身の回り
品小売業)
1308-102955-1

販売
13080-267488

＊手芸品・洋装用品・服飾雑貨・ビーズ・生地などの手芸に関する商品を幅広く扱う
「手芸材料部門」と、女性下着やナイトウェア、レッグアイテム　などを扱う「ランジェ
リー部門」に大別されますので、希望する部門の販売　スタッフとして勤務します。
＊専門店ならではの多くの商品の中からお客様に最適な商品をご提案する接客販
売はもちろん、商品管理やディスプレイ、レジ業務等を行っていただきます。

24 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年

4 接客・販
売

57

㈱　ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

接客・販売（弊社契約
ホテル内ギフトサロ
ン）
13090-214588

・ブライダルギフトの提案・販売・受発注
・ブライダル商品の検品
・営業事務

2 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

4 接客・販
売

71

㈱チュチュアンナ
(衣服卸売業)
2701-628092-6

店舗管理職（店長候
補）関東甲信越エリア
27010-158388

売場の作り方、発注の仕方、接客の仕方などを学び、全国にある直営店で、会社
本部における方針の下、お店の運営・管理・マネジメントを行う。

6 大学、短大、専
修学校

留学生の方は
日本語検定Ｎ２
以上

3年

4 接客・販
売

76

東京山喜㈱（たんす屋）
(呉服・服地・寝具小売
業)
1313-621937-9

営業（販売等）
13130-167488

・きもの販売（希望により和服着用あり）
・店舗運営業務（在庫管理、ディスプレイ、催事企画、仕入等）

4 専修学校・短
大・大学・大学
院卒

不問 3年

4 接客・販
売

85

㈱　銀座マギー
(婦人・子供服小売業)
1306-614459-4

ファッションアドバイ
ザー（販売職）
13060-34788

○店舗での婦人服の接客販売及び
○検品・ディスプレイ・レイアウトなど
○お客様と楽しく会話をしながら、ご要望に合ったコーディネイト等の提案をします。
○当社の目標は「カスタマーハピネス」。
　お客様の気持ちに寄りそう、心のこもったおもてなしをお願いします。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年

4 接客・販
売

90

㈱　柿安本店　東京本
部
(食堂，レストラン)
2405-1301-8

接客販売（精肉店・惣
菜店・レストラン店舗
の運営）
13040-257288

当社直営店舗での接客・販売がメインのお仕事です。
その他、店舗運営に伴う様々な管理業務を行っていただきます。
・販売計画の策定、日々の売上の管理
・食材や備品の発注、在庫・期限の管理
・勤務シフトの作成やアルバイトスタッフの採用面接、教育指導

10 大学卒、短大
卒、専門学校
（２年制）卒

不問 3年
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5 ＩＣＴ系 1

ウィツ　㈱
(ソフトウェア業)
1304-636076-5

システムエンジニア
13040-266588

●システムエンジニア
　＊ＷＥＢプログラミング研修からスタート。
　＊プログラマの技術を学んでいただき、徐々にシステム設計や要件定義など、シ
ステムエンジニアとしての経験も積んでいただきます。
　＊希望やスキルを考慮して、クライアントへの提案業務などもお任せしていきま
す。
　＊使用言語、ＪＡＶＡ使用

7 大学・大学院
（学部・学科不
問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 11

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　㈱
(ソフトウェア業)
1320-615094-3

プログラマー　システ
ムエンジニア
13200-4188

＊アプリケーション開発サービス
　システム要件定義から設計・開発・テスト・運用までを行います。
＊サーバー・インフラストラクチャーサービス
　サーバーネットワーク設計から、構築・運用までを行います。

2 専門学校・短
大・大学・大学
院卒業

不問 3年

5 ＩＣＴ系 12

㈱　ソラマス・ソフトウェ
ア・サービス
(ソフトウェア業)
1308-629829-6

システムエンジニア・
プログラマー
13080-195488

初めはプログラマーから、いずれはシステムエンジニアへステップアップ。
３ヶ月間の新人研修がありますので、未経験でも安心です。
文系・理系問いません。

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修

不問 3年

5 ＩＣＴ系 19

㈱　ファイブドライブ
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-582572-0

セキュリティエンジニ
ア
13010-479888

＊技術部にて、セキュリティエンジニアとして診断業務を担当していただきます。
・Ｗｅｂアプリケーション脆弱性診断　Ｗｅｂアプリケーションに対してセキュリティ診
断を実施し、Ｗｅｂアプリケーション特有の脆弱性洗い出しを行います。
・ネットワーク脆弱性診断　サーバー・ソフトウェアなどのネットワーク機器に対して
セキュリティ診断を実施し、脆弱性の存在確認を行います。
・診断結果に基づいて、専門的見地から評価・対策提案を行います。

3 大学院・大学・
短大・高専卒
　（学部、学科
不問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 20

㈱　ビービージーシー
(情報処理・提供サービ
ス業)
1309-623958-8

ＩＴコンサルタント
13090-170388

・主に顧客先に常駐し各種システムの構築や運用を行います
・取り扱うシステムは企業の基幹系（会計、購買、販売等）のシステムです。
・ＩＴ未経験者を前提に、社内外の各種研修を組合せ、技術を身につけ、将来　はＩＴ
コンサルタントを目指していただきます。
・開発だけではなく文書の作成等、様々なスキルを身につけていただきます。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
卒
（学部、専攻不
問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 27

Ｇ・Ｏ・Ｇ㈱
(情報サービス業)
1301-561291-3

Ｗｅｂプログラマー
13010-490488

社内システム開発・設計、プログラミング等をお任せします。
※出向、常駐はございません。
※システム開発・設計未経験でも応募できます。
※必要な資格等の取得は、会社で負担させていただきます。
［必須スキル］　・言語問わずＷｅｂプログラミング経験のある方

1 大学生、大学、
短大、専修学
校
（学部学科不
問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 38

㈱　キャンドゥコンセプト
(情報処理・提供サービ
ス業)
1307-114360-1

システムエンジニア
13070-51888

コンピューターシステムの設計・開発 4 専修学校　大
学　大学院

不問 3年

5 ＩＣＴ系 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システムエンジニア
（鹿島支店）
13010-336488

様々な分野のＩＴシステムの企画提案・開発・運用・保守に携わっていただきます。
お客様のニーズや課題をしっかり確認した上で、チームのメンバーで力を合わせ、
システム企画・設計・開発・保守等、ソリューションの提供を行います。
プログラミングは初めてという方でも大丈夫。文系・理系は問いません。
入社してから、ＳＥとして働くための業務知識、プログラミングなどの技術を習得しま
しょう。ビジネスパーソンとしてのヒューマンスキルの研修（マナー講習など）も受講
できます。

3 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（全学部、全学
科）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システムエンジニア
13010-337088

様々な分野のＩＴシステムの企画提案・開発・運用・保守に携わっていただきます。
お客様のニーズや課題をしっかり確認した上で、チームのメンバーで力を合わせ、
システム企画・設計・開発・保守等、ソリューションの提供を行います。
プログラミングは初めてという方でも大丈夫。文系・理系は問いません。
入社してから、ＳＥとして働くための業務知識、プログラミングなどの技術を習得しま
しょう。ビジネスパーソンとしてのヒューマンスキルの研修（マナー講習など）も受講
できます。

20 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（全学部、全学
科）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システムエンジニア
（新横浜支店）
13010-338188

様々な分野のＩＴシステムの企画提案・開発・運用・保守に携わっていただきます。
お客様のニーズや課題をしっかり確認した上で、チームのメンバーで力を合わせ、
システム企画・設計・開発・保守等、ソリューションの提供を行います。
プログラミングは初めてという方でも大丈夫。文系・理系は問いません。
入社してから、ＳＥとして働くための業務知識、プログラミングなどの技術を習得しま
しょう。ビジネスパーソンとしてのヒューマンスキルの研修（マナー講習など）も受講
できます。

5 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（全学部、全学
科）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システムエンジニア
（立川支店）
13010-339288

様々な分野のＩＴシステムの企画提案・開発・運用・保守に携わっていただきます。
お客様のニーズや課題をしっかり確認した上で、チームのメンバーで力を合わせ、
システム企画・設計・開発・保守等、ソリューションの提供を行います。
プログラミングは初めてという方でも大丈夫。文系・理系は問いません。
入社してから、ＳＥとして働くための業務知識、プログラミングなどの技術を習得しま
しょう。ビジネスパーソンとしてのヒューマンスキルの研修（マナー講習など）も受講
できます。

5 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（全学部、全学
科）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 40

㈱　サイプレス・ソリュー
ションズ
(ソフトウェア業)
1301-650566-6

システムエンジニア
（千葉支店）
13010-342388

様々な分野のＩＴシステムの企画提案・開発・運用・保守に携わっていただきます。
お客様のニーズや課題をしっかり確認した上で、チームのメンバーで力を合わせ、
システム企画・設計・開発・保守等、ソリューションの提供を行います。
プログラミングは初めてという方でも大丈夫。文系・理系は問いません。
入社してから、ＳＥとして働くための業務知識、プログラミングなどの技術を習得しま
しょう。ビジネスパーソンとしてのヒューマンスキルの研修（マナー講習など）も受講
できます。

5 大学院、大学、
高専、専修学
校卒
（全学部、全学
科）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 43

㈱　菱友システムズ
(ソフトウェア業)
1304-16131-5

システム開発エンジ
ニア
13040-425288

生産管理や人事・給与など、業務上の課題解決に係るアプリケーションの設計・開
発・テスト・導入を行っていただきます。
（主な担当業務）
・業務システムの設計・開発
・業務パッケージのカスタマイズ・機能追加

30 不問 不問 3年
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5 ＩＣＴ系 45

㈱　コスモ・インテリジェ
ンス
(ソフトウェア業)
1315-613735-8

システムエンジニア・
プログラマ
13150-25088

多種多様なシステムの要件定義、基本設計、詳細設計、製造、テストなどを行いま
す。
☆エンドユーザーと関わりながら、上級設計からシステム導入、運用、保守まで携
われます。
☆最初は補助業務から行っていただきます。指導致しますので、安心してご応募く
ださい。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 46

㈱　ｊｉｏｗｏｒｋｓ
(インターネット附随
サービス業)
1308-637306-7

ＩＴエンジニア
13080-260288

大手銀行系ネットバンクシステム、アパレル系ＥＣサイトの構築、開発やインフラ系
のプロジェクトにて、
＊ＰＨＰ、Ｊａｖａ、Ｃ＃等でのＷｅｂシステム開発
＊Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＵＮＩＸ、Ｌｉｎｕｘサーバーの構築等当社では、社外プロジェクトは先進
技術に触れられる大手企業案件に拘っています。スキル・状況等にもよりますが、
２年程を目安に社外で経験を積んだ後、社内で自社サービスの開発に携わるとい
うサイクルを考えています。

5 不問 不問 5年

5 ＩＣＴ系 51

㈱　ライズテック
(ソフトウェア業)
1307-645539-8

プログラマ／インフラ
エンジニア／ＩＴサ
ポート
13070-107888

・ＷＥＢ系、オープン系の各種システムの設計、開発、運用、保守
・システムインフラ（サーバ・ネットワーク）の設計、構築、運用、保守、監視
・ＩＴプロジェクトのサポート業務

3 能開校　専修
学校　高専　短
大　大学　大学
院

何らかのＩＴ関
連の資格があ
れば尚良い

3年

5 ＩＣＴ系 52

㈱　テイルウィンドシス
テム
(情報処理・提供サービ
ス業)
1315-314336-8

システムエンジニア・
プログラマ及びサ
ポート事務
13150-39688

システムエンジニア・プログラマ
・ソフトウェア開発やテスト、各種仕様書の作成などを担当していただきます。
サポート事務
・ＰＣの基礎を学びながら各種ドキュメント作成等を担当していただきます。

10 不問 不問 3年

5 ＩＣＴ系 67

㈱ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

システムエンジニア
13080-272688

●詳細設計、プログラム開発、テスト　等
・言語等の技術研修からスタート
・ＯＪＴでのテスト、プログラミング業務を経て本格的にプロジェクトに参加
・文系出身者も多く活躍しています

14 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 67

㈱ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

インフラエンジニア
13080-271788

●システム運用、保守、設計、構築、ヘルプデスク　等
・社内研修の後、順次お客様先でのＯＪＴがスタート
・運用ＳＥ
・文系出身者も多く活躍しています

7 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 75

アールアイ・ソフトウェア
㈱
(ソフトウェア業)
1308-446112-3

プログラマー・ＳＥ
13080-141888

・お客様の経営、業務改革に寄与する仕組み作り、運用等、システム構想立案か
ら、システム構築（設計、プログラミング、テスト）、保守、運用業務に従事します。

15 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 81

アンドールシステムサ
ポート㈱
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-251304-7

ソフトウエア開発エン
ジニア　ハードウエア
開発エンジニア
13040-442588

●システムのソフトウェア及びアプリケーションソフトウエアの開発
●組込システムのハードウェア開発設計、先端技術システムの開発及び技術サ
ポート
　＊プログラミングの経験がなくても、ＯＪＴを通じて設計方法、プログラミング方法、
デバック方法等を学ぶことができます。
　　自分は何をしたいのか、どんな仕事がしたいのか、何を身につけたいか等、自
分の成長意欲、意志をもった人材を期待しています。

3 ※学部学科も
不問

不問 3年

5 ＩＣＴ系 98

㈱　昭和システムエンジ
ニアリング
(ソフトウェア業)
1301-216475-4

プログラマー・ＳＥ
13010-453788

企業向け情報システムの開発、保守全般に携わって頂きます。
独立系ＳＩ’ｅｒのメリットを活かし証券、銀行、保険、販売物流、公共サービス、モバ
イル等様々な業界にＩＴの視点から関わる仕事です。

40 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

不問 3年

5 ＩＣＴ系 104

㈱　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

システム開発エンジ
ニア（開発）
13070-242288

入社後、ＯＦＦ－ＪＴとして社外研修を受けていただきます。その後はＯＪＴとして先
輩社員とともに現場で実務経験を積んでいただきます。
最初は初級エンジニアとして経験を積み、将来的に優秀なシステムエンジニアとし
て成長するフィールドを準備しております。

4 能開校　専修
学校　高専　短
大　大学　大学
院

不問 3年

5 ＩＣＴ系 104

㈱　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

システム開発アシス
タント
13070-243588

入社後、ＯＦＦ－ＪＴとして社外研修を受けていただきます。その後はＯＪＴとして先
輩社員の下で、システム開発に関するアシスタント業務を担当していただきます。
＊教育研修を通じてビジネスマナーや、技術的にもスキルアップし、将来システム
開発も可能なよう、丁寧に指導・育成します。

4 能開校　専修
学校　高専　短
大　大学　大学
院

不問 3年

5 ＩＣＴ系 106

高度情報通信　㈱
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

プログラマー
13080-218488

企業向け案件のシステム開発を行います。
クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用したＷＥＢ開発、その他
業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境です。
各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニア
やサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 106

高度情報通信　㈱
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

システムエンジニア
13080-219088

企業向け案件のシステム開発を行います。
クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用したＷＥＢ開発、その他
業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境です。
各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニア
やサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年
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5 ＩＣＴ系 106

高度情報通信　㈱
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

サーバーエンジニア
13080-220588

企業向け案件のシステム開発を行います。
クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用したＷＥＢ開発、その他
業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境です。
各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニア
やサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 106

高度情報通信　㈱
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

ネットワークエンジニ
ア
13080-221888

企業向け案件のシステム開発を行います。
クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用したＷＥＢ開発、その他
業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境です。
各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニア
やサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年

5 ＩＣＴ系 113

ＰＣＩソリューションズ
㈱
(ソフトウェア業)
1304-660334-5

ソフトウエア開発
13040-79588

当社事業所及び関係顧客先でのソフトウエア開発
将来的にはセールスエンジニア、コーポレートスタッフ職もあります。
○学部・学科不問。充実した研修で、未経験者からプロのＳＥに育てます。
○受託開発を中心に金融等からカーナビ、自動車関連、モバイル等、幅広い分　野
でのシステム開発を行なっており、社会貢献度の高い仕事です。
○若い会社故、風通しの良い活発な雰囲気の会社です。
○将来、担当プロジェクトによってはお客様先での常駐勤務の可能性あり。

40 大学院・大学・
短大・高専・専
修・能力開発校
卒

外国籍の方は
Ｎ１（日本語能
力検定）以上の
方

3年

5 ＩＣＴ系 115

㈱　ヒップ　東京営業所
(専門サービス業)
1307-335120-9

システムエンジニア
13070-20988

ソフトウエア設計開発業務
　・組込みソフト開発
　・ファームウエアなどのプログラム開発
　・アプリケーション開発
＊第２新卒、未経験（リベンジ転職者）も大歓迎。
　基礎からみっちり教育研修を行います。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
情報処理系

不問 5年
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事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格 既卒

6 介護福
祉

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

介護職（デイサービ
ス）／八王子市
13010-521588

その人の「生きる」を支える。加齢や病気により困難になってしまった「日常生活」を
当たり前に過ごして頂けるようサポートするのが介護職の仕事です。
食事・入浴・排泄の介助等をしていただきます。
☆職員のキャリアアップ、人材育成に力を入れています☆
　プリセプターシップ制度や年間の多彩な研修と介護福祉士国家資格取得のため
のサポート制度があり、無資格、未経験でも安心して入職いただけます。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年

6 介護福
祉

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

介護職（グループ
ホーム）／川崎市
13010-522888

その人の「生きる」を支える。加齢や病気により困難になってしまった「日常生活」を
当たり前に過ごして頂けるようサポートするのが介護職の仕事です。
食事・入浴・排泄の介助等をしていただきます。
☆職員のキャリアアップ、人材育成に力を入れています☆
　プリセプターシップ制度や年間の多彩な研修と介護福祉士国家資格取得のため
のサポート制度があり、無資格、未経験でも安心して入職いただけます。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年

6 介護福
祉

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

介護職（デイサービ
ス）／虎ノ門
13010-524688

港区虎ノ門駅から徒歩７分で行ける施設です。
３０名ほどの規模のデイサービスです。
お客様に日常的な介護サービス（食事・入浴・排泄等の介助・レクリエーション等）を
提供していただきます。
・お客様も職員も明るくわいわいとした雰囲気が魅力です。
・未経験や未分野からの新卒生も多く活躍しています。
　年間を通して数多くの研修を行っていますため、未経験でも大歓迎です。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年

6 介護福
祉

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

介護職（デイサービ
ス）／港区
13010-525988

その人の「生きる」を支える。
加齢や病気により困難になってしまった「日常生活」を当たり前に過ごして頂けるよ
うサポートするのが介護職の仕事です。
食事・入浴・排泄の介助等をしていただきます。
☆職員のキャリアアップ、人材育成に力を入れています☆
　プリセプターシップ制度や年間の多彩な研修と介護福祉士国家資格取得のため
のサポート制度があり、無資格、未経験でも安心して入職いただけます。

3 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年

6 介護福
祉

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

地域コーディネーター
13010-516688

地域の“人と人とのつながりの場所”となる施設運営をしています。
アクティブシニアの方々が共に楽しみながら学びあい、仲間づくりをする場をして、
特色のあるさまざまな教室を運営しています。
高齢所の方のみならず、港区在住、在勤の方向けのイベント・企画・教室などの総
合的な運営をしていただきます。
その他、貸室・受付対応業務。

3 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

6 介護福
祉

102

社会福祉法人　桐仁会
(老人福祉・介護事業)
1320-11472-9

（オープニングスタッ
フ）介護職
13200-6588

ユニット型特別養護老人ホームの介護職のお仕事です。
日々の食事介助、入浴介助、記録、ケアプラン作成はもちろんですが、入居されて
いる方が毎日をその人らしく過ごすことができる様、暮らしそのものを演出します。
未経験や福祉以外の勉強をして、介護職として活躍している人が６割以上のため
入職後の教育体制も十分備わっています。

20 不問 初任者研修以
上
無資格の場合
応相談

5年
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格 既卒

7 専門職・
その他

5

興亜エー・シー・エル㈱
(印刷業)
1313-206820-7

製造管理スタッフ
13130-57588

化粧品びん等への印刷をしている会社です。
１．生産工程管理（日々の生産が順調に行われているか）
２．生産計画と実績管理（生産計画通りの本数ができているか）
３．品質管理（得意先要求事項通りの印刷になっているか）
４．安全衛生管理（従業員の安全衛生状況に問題はないか）
５．上記に関わる事務処理
他の工場への移動に社用車を運転するので普通自動車免許が必要です。

1 大学卒 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

7

㈱　西原衛生工業所
(管工事業)
1304-133-5

技術職（設計・施工管
理）
13040-407188

給排水設備、給湯設備、衛生設備、冷暖房設備、消火栓設備、
スプリンクラー設備の設計・施工管理
入社後、研修で社会人としてのマナー、給排水衛生設備の知識・ＣＡＤの基礎など
から学んでいただきます。（本社にて）
その後、各々の現場に配属され、上司や先輩のもとで給排水衛生設備工事全般の
業務についていただきます。

10 理系
（学部・学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

14

フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

研究開発職（埼玉）
13010-526388

≪化粧品容器開発・研究職≫
化粧品の容器設計を中心とした開発部門です。
客先の要望に応じて、樹脂・金属等の材料を使った化粧品容器をＣＡＤを用いて設
計から量産品の立ち上げ、製造部門への量産移管が主な業務となります。

1 大学院・大学卒
（機械系学部）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）あ
れば尚可

3年

7 専門職・
その他

14

フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

開発職（ガラス）
13010-545088

■ガラス開発
ガラスに新しい機能を付加した製品を多数開発しています。
近年もっとも注力しているのが、ガラスと電気を組み合わせた「機能性ガラス」で
す。ガラスに電気を通し発熱させる「発熱ガラス」、ガラスに書く・見る・貼る・触る機
能をもたせた「ガラス黒板」などが代表製品で、制御基板などの開発を行います。

1 大学院・大学卒
（電気・電子・機
械系学部）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）あ
れば尚可

3年

7 専門職・
その他

14

フィグラ　㈱
(ガラス・同製品製造業)
1301-617757-4

開発職（ロボット）
13010-546188

■ロボット開発
プログラミングや電気制御の知識を生かして、当社がこれまで開発してきた自律移
動型業務用清掃ロボットの改良、新製品の開発などを行います。
今後も新製品開発に力を入れていくため、「これまでにない新しいロボットをつくろ
う」という気概のある方を歓迎します。

1 大学院・大学卒
（電気・電子・機
械系学部）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）あ
れば尚可

3年

7 専門職・
その他

16

管清工業　㈱
(職別工事業)
1307-202947-8

現場施行職
13070-265488

・下水道管路施設の維持管理業務及び排水管設備の維持管理業
・専用の機材・機器を用いた現場施工（調査・清掃・補修）
・各種調査報告書作成
・対策検討・立案業務など
※慣れるまでは先輩社員がサポートします。

16 専修学校　高
専　短大　大学
大学院
＊学部・学科は
不問

普通自動車免
許（マニュアル）
（入社後取得
可）

3年

7 専門職・
その他

17

㈱エム・シー・サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

建築技術職
13060-14188

○マンションへの修繕工事の提案や見積作成
○長期修繕計画の作成及び大規模修繕工事の施工、工事監理

2 大学・短大・専
修学校卒

不問 3年

7 専門職・
その他

22

ハヤシレピック　㈱
(電子応用装置製造業)
1309-101069-3

設計・開発（千葉県富
津市）
13090-206588

◇工場・研究所向け精密機器（主に自社製品）の設計・開発
１．電子制御ドライバー（スマホ・ハードディスク等精密機器組立用）
２．産業用ライト（製品の自動検査用）
３．パーツフィーダー（工場組立てライン向けロボット）
４．物理学実験用装置（素粒子研究用加速器）

3 四大卒以上
（機械もしくは
電気電子系学
科卒）

不問 3年

7 専門職・
その他

25

㈱　エイチ・エス・ジェイ
(電気通信・信号装置工
事業)
1306-617346-8

施工管理及び設計
13060-99588

○工事現場の施工管理及びＣＡＤによる設計業務
○携帯電話アンテナ工事、電気通信工事、電気工事
○営業先においての提案・企画等
※主に携帯電話アンテナ工事の総合マネジメントを実施

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

26

三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

技術エンジニア
13040-373688

地方自治体や大手民間工場の上下水道施設や水処理プラント、脱臭・排ガス処理
施設のシステムやこれに関わる付帯設備の新規／更新計画において、以下の業
務が主な仕事内容になります。
　（１）　現地調査
　（２）　設計・積算業務
　（３）　水質・ガスの試験や分析業務
　（４）　試運転調整

2 大学・短大・高
専・専修
（理工系学部が
望ましい）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

26

三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

製造（環境プラント装
置等）
13040-372788

井戸の掘さく（さく井）に関わる機械・装置、および脱臭・排ガス処理装置等の製造
が主な仕事内容になります。
その他、現地調査に赴いたり、製造した装置の搬入・据え付けを行うことも重要な
業務のひとつです。
＊さく井機械、集水スクリーン、水処理装置、液体サイクロン等の製造
＊水処理プラントや脱臭・排ガス処理装置の製造
＊上記装置の搬入・据え付け作業

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

26

三協工業　㈱
(設備工事業)
1304-247898-4

プラントエンジニア
13040-370588

「水と空気」の環境エンジニアリング企業として培った豊富な経験を基に、
環境プラント工事や井戸の掘さく（さく井）工事の施工管理を行います。
＊ポンプ設備、中央監視設備、電気計装設備等の水源施設・上下水道施設工事
　その他、脱臭・排ガス処理装置など自社製品を取り入れた環境プラント工事
＊上水道用水源井戸や、自己水源井戸の掘さく工事、
　古い井戸を新しい井戸に再生する（ドーナツドリル）工事

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

60

名鉄運輸㈱　東京支社
(一般貨物自動車運送
業)
1313-614307-4

総合職
13130-165988

・将来の幹部候補としてのさまざまな業務
　入社後は社会人としての基礎を身に付け、その後、会社、業界のことを理解する
ために現場実務研修を行い、荷物の集荷や仕分け、配送など物流の最前線で実
務の経験をします。そして２～３年後、管理部門である本社・支社・支店事務所へと
異動し会社の中核を担う人材として仕事をします。
　配送実務を経験していただくため、普通自動車免許が必須です。

10 大学・専門学校
卒

普通自動車運
転免許（ＭＴ車）
※ＡＴ限定不可

3年
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格 既卒

7 専門職・
その他

62

松田通商㈱
(電気機械器具卸売業)
1304-232773-8

技術・エンジニア
13040-210388

放送・通信・音響・会議機器等の保守メンテナンス
製品開発・設計
ソフトウェア開発
システム設計・施工

2 大学卒
（電気・電子・情
報通信系が望
ましい）

普通自動車運
転免許があるこ
とが望ましい

3年

7 専門職・
その他

64

沖昌エンジニアリング
㈱
(土木建築サービス業)
1310-105353-9

土木工事の調査、設
計、積算、施工管理
及び道路管理業務
13100-3888

官公庁の土木工事発注を技術パートナーとしてサポートする業務（発注者支援業
務）を行っています。
（１）事業計画や工事発注に必要な各種資料作成
（２）工事数量や発注図面のとりまとめ、工事費積算の資料作成
（３）建設コンサルタントとして土木工事の立会い検査などの施工管理
（４）道路管理（各種申請書類の審査、現地調査、不法占有物等の取締り補助）
（５）河川管理に係わる巡視等

5 不問 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
（入社後取得
可）

3年

7 専門職・
その他

68

㈱　クロステレビビジョ
ン
(映像・音声・文字情報
制作に附帯するサービ
ス業)
1308-112711-7

制作
13080-276088

番組制作演出、制作進行 1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 否

7 専門職・
その他

68

㈱　クロステレビビジョ
ン
(映像・音声・文字情報
制作に附帯するサービ
ス業)
1308-112711-7

制作技術
13080-274388

カメラ、音声、ビデオエンジニア、テレビ照明、ポストプロ業務等、番組制作技術業
務
○カメラ：中継、ＥＮＧ取材、スタジオでの収録等
○ＶＥ（ビデオエンジニア）：中継業務等の映像システム管理及び調整
○音声：中継業務ミキサー、インタビュー取材、マイク調整等
○編集：ノンリニアスタジオ編集　○ＣＧ：ＣＧスーパー作成、バーチャル映像合成処
理等
○スローオペレーター：中継業務のダイジェスト編集、ハイライト送出、スロー再生

12 大学、短大、高
専、専修学校

不問 否

7 専門職・
その他

68

㈱　クロステレビビジョ
ン
(映像・音声・文字情報
制作に附帯するサービ
ス業)
1308-112711-7

放送技術
13080-275488

放送局内業務（放送技術、放送準備、データ放送等）
○マスター（送出技術）：
　　　放送局における番組送出監視、障害発生時の緊急対応等
○スタンバイ（放送準備）：
　　　放送局における放送素材のチェック、ファイリング、放送データ登録等

1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 否

7 専門職・
その他

70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

設計／埼玉県八潮
市・大阪市淀川区
13030-28888

建築用内装、外装規格製品の設計ならびに
生産、施工のための設計作図
・医療福祉施設、商業ビル、公共施設物件への建築用金物製品生産及び
　施工設計図作成
・施工部署と同行の上、顧客現場への訪問
・施工物件を納めるための提案及び作図
※生産部署及び施工部署スタッフのフォローがあります。

2 大学院・大学
（理系学部）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

研究開発／埼玉県
13030-29788

・当社製品の技術的分野全般を担当するシンクタンク。
・医療福祉施設、商業ビル、住宅用建材の新製品開発及び既存製品改良。
・デザイン検討　　・生産性、施工性、コストを考慮した製品仕様の決定
・構造設計　　　　・営業及び展示会出展からの市場要望製品の情報
・試作　　　　　　　を取得、新製品開発に取り組んでいます。
・耐久等各種評価

2 大学院・大学
（理系学部）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

施工管理／埼玉県八
潮市・大阪市淀川区
13030-25188

・医療福祉施設、商業ビル、公共施設への建築用金属製品施工管理
・設計部署より作成された図面をベースに現場担当者と工程、納まり等の調整
・設計部署との現場納まり調整、現場担当者への提案
・物件への原価投入
・施工職人への施工手配
・施工完了後の完了報告

1 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

70

ナカ工業　㈱
(建設用・建築用金属製
品製造業)
1303-617168-5

生産管理／埼玉県八
潮市・滋賀県甲賀市
13030-26288

当社製品の生産にかかる工程、品質、原価、外注に関する管理
・建築用金属製品の生産に関わる工程、品質管理
・部材の在庫管理
・納期調整の上、営業と折衝
・受注及び出荷管理
・仕入業者（外注業者）との折衝
・物件への原価投入

2 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

73

㈱　東機貿
(機械器具卸売業)
1304-3412-1

テクニカルサービス
13040-397788

人工呼吸器や手術台、手術用ライト等の病院設備機器のメンテナンスをする仕事
です。
取引先である病院へ伺い、製品を安全にご利用いただけるよう機器修理・保守点
検をします。

1 大卒以上
・理工学部

普通自動車免
許証
・ＡＴ限定可
・入社日までに
取得

否

7 専門職・
その他

77

㈱　エイ・アンド・エス・
システム
(土木建築サービス業)
1301-561862-9

建築設計
13010-99288

オフィスビル、医療福祉施設、商業施設、劇場、学校、工場など様々な建物の設計
及び設計補助、ＣＡＤオペレーターをお任せします。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校卒
建築学又はＣＡ
Ｄ履修

不問 3年

7 専門職・
その他

77

㈱　エイ・アンド・エス・
システム
(土木建築サービス業)
1301-561862-9

建築設備設計（空調
／衛生設備設計）
13010-101188

・商業ビル、マンション、劇場、イベントホール、学校、病院など様々な建物　を利用
する全ての人々に配慮しながら設備の設計をします。
・利用しやすく考えて設計する事は勿論、自然や環境も考えて設計します。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
・建築又は設備
履修
・ＣＡＤ履修

不問 3年

7 専門職・
その他

77

㈱　エイ・アンド・エス・
システム
(土木建築サービス業)
1301-561862-9

建築設備設計（電気
設備設計）
13010-103588

・商業ビル、マンション、劇場、イベントホール、学校、病院など様々な建物　を利用
する全ての人々に配慮しながら設備の設計をします。
・利用しやすく考えて設計する事は勿論、自然や環境も考えて設計します。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
・電気又は設備
履修
・ＣＡＤ履修

不問 3年
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・資格 既卒

7 専門職・
その他

78

医療法人財団　百葉の
会
(病院)
1302-405462-0

トレーニング運営職
13010-518388

地域の人と人とのつながりの場所となる施設運営をしています。　元気な高齢者の
方は、みなさんが思っている以上に、お元気です！　６０分のエアロビクスもなんの
その！　私たちの方が汗だくになるほど！　そんな元気な高齢者の方の健康促進・
維持を共に行ってくださる方を募集しています。　介護予防体操の指導や、高齢者
の方のみならず、港区民の方や港区に在勤の方もご利用いただけるトレーニング
ルームです。　機械の説明、お客様への運営業務。

3 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

（健康運動実践指
導者、健康運動
指導士、介護予
防運動指導員、
所持者／見込者
尚可）

3年

7 専門職・
その他

80

㈱ウチダテクノ
(職別工事業)
1301-658289-5

内装施工管理職
13010-482488

・内装工事の工程管理、安全管理、品質管理、原価管理
・当社は企画～設計～施工～メンテナンスまで一貫した工事体制を整えておりま
す。
・入社から数年は、先輩社員がマンツーマンで指導します。

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修、能開校
（学部学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

86

日東化工機　㈱
(一般産業用機械・装置
製造業)
1313-102229-8

設計・製造・施工工程
管理　他
13130-8588

・生産工場等向けの業務用環境装置や、機械設備の製造にかかわる設計、資材
調達、施工手配、製造・施工の工程管理、品質管理等の業務を分担して担ってい
ただきます。
・社員一人ずつの技術力アップは、会社の発展であるため、各種資格取得をバック
アップします。

2 大学卒
（機械、化学履
修者尚可）

不問 3年

7 専門職・
その他

89

アイング㈱　赤坂営業
事務所
(事業サービス業)
1304-622025-3

建築設計
13040-404388

建築設計、空間デザイン、施工監理
商業施設における売場やテナントの設計・デザイン業務を担当して頂きます。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

90

㈱　柿安本店　東京本
部
(食堂，レストラン)
2405-1301-8

調理（惣菜店・レスト
ラン店舗での調理業
務全般）
13040-256188

当社直営のレストランやデパ地下の惣菜小売店舗での調理がメインのお仕事で
す。その他、厨房管理の伴う様々な業務を行っていただきます。
・製造計画の策定、厨房の衛生管理
・食材や調味料の発注や在庫・期限の管理
・勤務シフトの作成やアルバイトスタッフの採用面接、教育指導

10 大学卒、短大
卒、専門学校
（２年制）卒

不問 3年

7 専門職・
その他

90

㈱　柿安本店　東京本
部
(食堂，レストラン)
2405-1301-8

精肉加工技術（精肉
店でのスライス・オー
ダーカットなど）
13040-255088

当社直営の精肉小売店舗での精肉加工がメインのお仕事です。
その他、作業場の運営に伴う様々な業務を行っていただきます。
・牛肉・豚肉・鶏肉の部位分けやトリミング成形
・オーダーカットやスライスなどの手切り
・ハンバーグなどの加工調理

5 大学卒、短大
卒、専門学校
（２年制）卒

不問 3年

7 専門職・
その他

92

㈱　ワイエイシイデン
コー
(一般産業用機械・装置
製造業)
1316-302152-4

機械設計・電気設計・
研究開発
13160-29588

☆遠赤外線を用いた工業用熱処理の設計開発。
☆装置納入先は、大手液晶メーカー、自動車関連メーカー等。
☆海外顧客も多く、出張の機会がございます。

4 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒
　工学部の方、
歓迎

不問 3年

7 専門職・
その他

94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

厨房設計職／台東区
13030-136088

外食産業をはじめ、ホテル・レストラン・学校・福祉施設などのレイアウト設計 1 機械・電気・建
築系

不問 3年

7 専門職・
その他

94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

研究開発職／春日部
市
13030-145088

厨房機器の研究及び開発
＊業務用厨房機のうち、熱機器、衛生機器を中心に自社製品の新規開発・改善を
行います。
＊製品の企画検討から、機構・仕様の設計・試作、検証、実験を行い、製品化を図
ります。

2 機械・電気系 不問 3年

7 専門職・
その他

94

㈱　マルゼン
(機械器具卸売業)
1303-209486-5

サービスエンジニア
／台東区
13030-126388

ユーザー訪問による機器（自社製品の厨房機器）のメンテナンス、保守、点検（ユー
ザーは外食産業をはじめホテル・レストラン・学校・病院・福祉施設など）

1 機械・電気系 普通自動車運
転免許（ＭＴ）
（ＡＴ限定不可）

3年

7 専門職・
その他

97

鈴茂器工　㈱
(生活関連産業用機械
製造業)
1309-431121-3

技術職／埼玉県比企
郡川島町
13090-183588

・寿司ロボット等の米飯加工機械の開発
（３ＤＣＡＤを使った機械設計および制御設計）
・基礎実験、試作から量産まで評価試験を含め、ものづくりの全工程が業務範囲に
なります。
・取扱説明書等の関係資料の作成等

4 大学院・大学・
高専・専門卒
（工学部／機械
工学、電気・電
子工学系）

不問 2年

7 専門職・
その他

97

鈴茂器工　㈱
(生活関連産業用機械
製造業)
1309-431121-3

技術サービス職
13090-181188

◇国内・国外の回転寿司、スーパー等の外食産業のお店を中心に、機械の納品・
試運　転およびアフターメンテナンス

3 大学卒
（機械工学、電
気・電子工学
系）

不問 2年

7 専門職・
その他

101

愛電　㈱
(電気機械器具卸売業)
1301-104367-0

技術担当
13010-200888

顧客からの商品、製品に対する技術的な問い合わせに対する対応
顧客の工場現場で製品据え付け作業
関連簡易システム開発

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

留学生の場
合、日本語での
日常会話に支
障がない方

5年
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7 専門職・
その他

102

社会福祉法人　桐仁会
(老人福祉・介護事業)
1320-11472-9

（オープニングスタッ
フ）栄養士
13200-8788

平成３１年に新規開設する特別養護老人ホーム、保育所での栄養士のお仕事で
す。
お年寄りや子供の日々の栄養管理や献立作成はもちろん「食べること」「食べる時
間」がより楽しいものになるよう他職種と協働しながら工夫をしていただきます。

2 不問 栄養士（見込）
又は管理栄養
士

3年

7 専門職・
その他

102

社会福祉法人　桐仁会
(老人福祉・介護事業)
1320-11472-9

（オープニングスタッ
フ）保育士
13200-7888

調布市に新たに開設する認可保育所での保育所です。
子供の主体性を大切にした保育を行いたいと考えています。
１０００平方メートル程の広い園庭や隣接する老人ホーム等、多様な環境もありま
す。
子供たちが思いっきり遊び、その遊びの中から沢山の学びを得られるような教育的
遊びのしかけを作っていただきたいと思います。
一緒に子供がワクワクできる園を作りましょう

4 不問 保育士（見込） 5年

7 専門職・
その他

105

セコム㈱　テクノ事業本
部
(電気工事業)
1304-930951-5

施工管理（専門職）
13040-358988

警備業界最大手の「セコム」が提供するセキュリティサービス。そこで利用するセ
キュリティシステムの設置、ならびに、建物設備のメンテナンスなどを担当するのが
テクノ事業本部です。
【セキュリティ工事管理コース】　　セコムが独自に研究・開発し、運用しているセ
キュリティシステムの設置工事を管理する技術者コースです。セコムのセキュリティ
サービスを「カタチ」にする重要な役割を担っており、高度なノウハウを持つ『施工管
理のプロ』として、活躍していただきます。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
門（全学部全学
科）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
＊入社時まで
に取得可

3年

7 専門職・
その他

105

セコム㈱　テクノ事業本
部
(電気工事業)
1304-930951-5

設備保守管理（専門
職）
13040-359388

警備業界最大手の「セコム」が提供するセキュリティサービス。そこで利用するセ
キュリティシステムの設置、ならびに、建物設備のメンテナンスなどを担当するのが
テクノ事業本部です。
【建物設備保守管理コース】　　建物に設置されている消防・空調・給排水などの設
備をメンテナンスしたり、それらの改修工事の施工管理をする技術者コースです。
　高い技術力を持つ『建物設備のプロ』として、活躍していただきます。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
門（全学部全学
科）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
＊入社時まで
に取得可

3年

7 専門職・
その他

108

山下電気　㈱
(工業用プラスチック製
品製造業)
1304-248076-4

製造技能・生産技術
／南アルプス市
13040-237488

製造技能
・プラスチック成形品製造　　・品質管理　　・工程管理　等
生産技術
・プラスティック成型金型試作評価　　・製品測定
・量産・条件設定　　・二次加工条件設定　等

4 大学院、大学
（学部学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

108

山下電気　㈱
(工業用プラスチック製
品製造業)
1304-248076-4

技術／品川区
13040-236388

・プラスティック成型金型試作評価
・製品測定
・量産・条件設定　等

2 大学院、大学
（工学部履修
者）

不問 3年

7 専門職・
その他

109

㈱　ソウ・システム・
サービス
(ソフトウェア業)
1316-305449-8

技術職（プラントシス
テムのエンジニアリン
グ）
13160-3588

当社では大規模工場殿（製鉄、発電など）に操業用計算機システムを納入してお
り、この為のインテグレート（システム取り纏め）エンジニアリング（システム設計）が
メインの業務です。　働き方は当社（東京都青梅市）の当社社内（オフィスワーク）で
自分の机での仕事（デスクワーク）がメインとなっており、生涯に渡って日々、勉強
が必要な頭脳労働の仕事です。 当社では、常に自社内で上司、先輩に見守られな
がら大きな仕事を任せてもらうことができ、これによりどこに行っても通用する一流
のエンジニアに成長する事ができます。

2 大学院　大学
履修科目不問

不問 3年

7 専門職・
その他

111

特殊電装　㈱
(発電用・送電用・配電
用電気機械器具製造
業)
1313-102993-7

電子系技術職
13130-64288

・プリント基盤の設計
・電子回路設計等

1 短大、高専、専
修学校卒
（理工系卒）

不問 3年

7 専門職・
その他

115

㈱　ヒップ　東京営業所
(専門サービス業)
1307-335120-9

電気・電子設計技術
職
13070-21388

電気・電子設計開発業務
　・家電・ＯＡ機器の電子回路設計、開発補助、実験、調査、評価
　・ＡＶ機器・医療機器の回路設計（デジタル、アナログ）、評価、実験
　・ＬＳＩ回路、論理回路設計

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
電気・電子系
学部学科

不問 5年

7 専門職・
その他

115

㈱　ヒップ　東京営業所
(専門サービス業)
1307-335120-9

機械設計技術職
13070-19888

機械設計開発業務
　・自動車・家電・医療・航空宇宙等の部品、機構、筺体設計、解析など
　・２Ｄ、３Ｄ－ＣＡＤ設計

5 高専・大学・大
学院
短大・専修学校

不問 5年

7 専門職・
その他

116

㈱　昭工舎
(時計・同部分品製造
業)
1309-632145-1

生産技術
13090-87588

◇腕時計文字板や自動車計器盤及びその他型作製、加工治具開発・改良、
　量産工程構築並びに指導
◇海外工場もあり、グローバルな活躍も可能です。

2 大学卒（理工
系）
※建築・土木系
を除く

不問 3年

7 専門職・
その他

116

㈱　昭工舎
(時計・同部分品製造
業)
1309-632145-1

商品開発
13090-85188

◇腕時計文字板や当社取扱い製品の商品開発
　＊ＣＡＤ等による図面作成
　＊素材開発や試作製作
　＊新商品の量産工程構築及び指導
　＊その他関連する業務
◇海外工場もあり、グローバルな活躍も可能です。

2 大学卒（理工
系）
※建築・土木系
を除く

不問 3年

7 専門職・
その他

120

㈱　アルファ・オイコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

製造職
12100-26188

・工業用電熱機器の加工、組み立て、生産管理
　（工程管理、品質管理、納期管理、原価管理）
・改善活動
　（生産性向上）
・その他製造関連業務

3 短大卒以上
工学系
（機械、電気、
電子、応用化
学等）

不問 3年
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