
会場

平成３０年９月１０日（月）　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。

300831　更新

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２回 新規大卒者等 

合同就職面接会 

参加企業・求人一覧表 



第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　参加企業

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

1 ★
株式会社　アクト
(ソフトウェア業)
1308-415650-5

３０周年を迎え、売上２８億強を達成。また、８期連続売上増を達成し、２０１
９年度には４０億の売上を目標とする成長中の会社。つながりを大切にし、
明るく、チャレンジを応援する社風。

2 ★
株式会社　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。

3
株式会社　優良住宅ローン
(貸金業)
1308-451115-7

平成１７年１１月開業の新しい会社。全金融機関中、フラット３５の取扱件数
はベスト４（２９年度）の実績

4
株式会社　北英リビング
(管工事業（さく井工事業を除く）)
1304-644565-9

お客様へより高い品質の施工を目指しています。

5
株式会社　マネット
(他に分類されない小売業)
1301-581969-5

セキュリティビジネスとしての合カギ製作を基本とし、はんこ・名刺作成やくつ
修理等も業務に加え、複合リペアショップとして直営店及びフランチャイズ展
開中。又、錠前工事も取扱う。

6
宇徳ターミナルサービス　株式会社
(その他の運輸に附帯するサービス業)
1304-250098-0

世界有数の船会社・商船三井が運営する東京港大井埠頭のコンテナターミ
ナルにおける種々の関連業務を長年に亘り任され、縁の下より日本の経済
を支える気概を持って業務を行っております。

7
エヌ・ディー・アール　株式会社
(ソフトウェア業)
1307-305506-3

創業以来３０年以上、ＮＥＣのべストパートナーとして信頼と実績を積み上げ
てきました。自由を重んじる社風と福利厚生が整った環境の中、長く、安定し
て働いていただけます。

8
サラダカフェ　株式会社
(その他の飲食料品小売業)
2706-419940-4

東証一部上場ケンコーマヨネーズ（株）のグループ会社です。店舗で集めた
お客様の生の声をグループ企業にフィードバックしよりよい商品・サービスの
提供を目指しています。

9
株式会社　テクノーブル
(医薬品・化粧品等卸売業)
2703-100919-7

開発主導型企業・一枚岩体制。年々受注が増え、生産量が上がっていま
す。それに伴い設備導入・人員増加を計っている将来性のある企業です。

10
株式会社　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。

11 ★
株式会社　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

12 ★
株式会社　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」

13
株式会社　管理バンク
(建物サービス業)
1301-651743-5

当社は賃貸管理をメインに事業展開しております。まだ若い会社ですが将
来的には上場も視野に一歩一歩お客様に支持されながら進んでいければと
考えております。　２０１７年には自社ビルも建設。

14
株式会社　英國屋
(男子服小売業)
1301-583575-0

政財界を中心に各界のエグゼクティブの方々に、オーダー紳士／婦人服を
ご提供しています。

15
株式会社　東機貿
(その他の機械器具卸売業)
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。

16
株式会社　五光製作所
(その他の輸送用機械器具製造業)
1307-349516-4

交通産業を通じての社会貢献を求めて、新幹線や高速バスや護衛艦等に、
より快適なトイレや暖房装置などを提供する為に日々努力している会社で
す。景気に左右されにくい安定型企業です。

17
株式会社　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。

18
山九　株式会社　東京支店
(倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）)
1306-16130-4

「人を大切に」を基本理念として、社名の由来でもある「ありがとう」の気持ち
を常に持ち続け、物流と機工を連動させた新しい形の総合サービス企業とし
ての発展を目指しています。

19 ★
株式会社　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。

20 ★
エム・ビー・エーインターナショナル株式会社
(ソフトウェア業)
1307-345514-1

２０２０年にオリジナルゲームメーカーを目指しています！ＥｎｊｏｙＷｏｒｋｉｎｇで
きる仲間を募集しています！☆未経験ＯＫ☆ゲーム開発会社として全国初
のユースエール認定企業になりました

21
マサル工業　株式会社
(プラスチック板・棒・管等製造業)
1309-414492-5

創業以来、社是の「自覚」「努力」「創造」のもとに全社一丸となって社会に貢
献しています。

22
株式会社　東京スパリア商社
(機械器具小売業（自動車，自転車を除く）)
1313-205675-0

一流メーカー代理店として販売するだけでなく施工管理をともないながら、販
売店様と共に、協力体制でより良いサービスを、プラスすることに全力を上
げています。

23
ＴＣＳビジネスソリューションズ　株式会社（旧社名：
ジェクスシステムソリューションズ　株式会社）
(情報処理・提供サービス業)1301-663982-9

当社は２０１７年９月設立の、企業数７０数社、ＩＴ技術者
１０，０００名を擁するＴＣＳグループの持株会社・ＴＣＳホールディングス株式
会社の１００％子会社です。
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24
ハウスコム株式会社
(不動産代理業・仲介業)
1304-247513-2

１９９８年創業以来、不動産賃貸仲介業として首都圏を中心に中部圏・関西
圏の三大都市圏に直営店を展開。２０１１年６月にはＪＡＳＤＡＱへ上場しまし
た。（東証一部上場・大東建託グループ）

25
株式会社シービーエス
(建物サービス業)
1304-621138-3

都内を中心に大型ビル・ホテル・テレビ局などの建物を保守管理しており業
績は安定しています。

26
株式会社　ペッパーフードサービス
(食堂，レストラン（専門料理店を除く）)
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。

27
大関化学工業株式会社
(油脂加工製品・塗料等製造業)
2802-101494-3

日本全国に代理店を組織してそのネットワークで製品を販売しており、その
製品の多くは定評がある。

28
トーイン　株式会社
(印刷業)
1313-417727-9

トーインは印刷、パッケージを企画から携わり、デザイン、製版、印刷加工し
ているメーカーです。パッケージ専業では売上、規模とも業界トップクラスで
す。

29
株式会社　セノン
(警備業)
1308-107297-0

北海道から沖縄まで、全国４６事業所から安全と安心を社会に提供してい
る。お客様のあらゆるニーズに応えるベく、警備をベースとして種々のサー
ビスを展開している。

30
株式会社　宇野澤組鐵工所
(一般産業用機械・装置製造業)
1306-541-0

風水力機械（ポンプ）専用メーカー。独自の技術で開発したドライ真空ポンプ
が各産業向に好調。年金基金、組合健康保険加入。
歴史の長い安定企業です。

31
Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1313-623795-3

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。海外、地方拠点あ
り。導入実績は数万件（法人・個人）、海外向けも販売。
システム拠点多数。

32
ミズホ　株式会社
(医療用機械器具・医療用品製造業)
1301-100805-6

手術台、整形外科、脳外科のトップメーカーです。海外にも輸出し国内及び
国際的に、その品質は評価されています。

33
株式会社三徳
(各種食品小売業)
1308-100033-8

生鮮食料品を中心としたハイクオリティースーパーマーケット、外食

34
株式会社グローリア
(不動産管理業)
1307-323991-7

総合不動産企業として、快適な住環境の創造に「熱意」と「愛情」を持って取
り組み、多くのお客様より信頼をいただいております。

35
株式会社　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

36
株式会社　ファースト・デザイン・システム
(電気機械器具修理業)
1308-426182-2

Ｓ（Ｓｐｅｅｄ）：すばやい対応、Ｓ（Ｓｅｒｖｉｃｅ）：安心感を与える質の良い情報、
Ｑ（Ｑｕａｌｉｔｙ）高機能、高品質の製品及びサービスの提供が当社の経営理念
です。

37 ★
株式会社　デュエル
(その他の専門サービス業)
1304-263891-7

当社独特のノウハウを活かしたモデリング・設計、実践的な教育等、各業務
において、お客様から高い評価を得ています。
取引先は自動車メーカー、家電メーカーなど。

38 ★
株式会社　アバールデータ
(電気計測器製造業)
1319-3562-5

昭和３４年創業以来業績は順調に推移し、平成３年株式公開（ジャスダッ
ク）。平成７年品質マネジメントＩＳＯ９００１認証取得、平成１３年環境マネジメ
ントＩＳＯ１４００１認証取得。

39
丸喜　株式会社　東京支店
(他に分類されない卸売業)
1303-8170-2

全従業員年棒制による実績に応じた給与体系の導入。
日本の宗教文化を消費者の視点に立ち分かり易い継承方法や新たな提案
の営業展開などを行う。

40
株式会社　グッドコムアセット
(建物売買業，土地売買業)
1308-452993-2

東証一部に上場している会社です。
勤務成績等により、随時、昇給・昇進できる環境でお仕事していただけま
す。

41
株式会社　エヌビーエス
(ガラス・同製品製造業)
1303-208928-7

機能ガラスの製造、販売、施工。東京本社・東京支店、大阪支店、名古屋支
店、福岡支店、北陸（営）、富山２工場、福井工場、関西工場、深川工場。

42
共立機械　株式会社
(金属加工機械製造業)
1313-100556-7

９０年以上の歴史に裏付けられた常に新しき技術への積極性と溌剌たる創
意工夫。

43
株式会社メモリアルアートの大野屋
(冠婚葬祭業)
1308-624201-5

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」を社会に提供し続ける墓石業界最大手
企業。今後の高齢化社会を踏まえ、保険・葬祭等の分野にも事業領域を拡
大しデスケアのトータルサービスをめざす。

44
旭コンステック　株式会社
(建築工事業（木造建築工事業を除く）)
2310-3701-7

外壁工事、基礎杭工事に特化したサブコンとして大手ゼネコンとの取引あり
ます。建設業者でありながら３つの自社工場を持ち、日本で唯一の建材加
工や、自社オリジナル商品を製造しています。

45
ＪＢネットワーク　株式会社
（他に分類されない事業サービス業）
1301-658521-5

大手石油会社の受注・配送業務を一手に受け、安定供給の使命と社会イン
フラを支える仕事をしています。

46 ★
ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
(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。
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47
株式会社　デビカ　東京支店
(他に分類されない卸売業)
2301-616568-3

社員のアイデア・情報を活発に取り入れて、マーケットに参入するチャレンジ
精神旺盛な会社です。

48
株式会社　ユニシス
(医療用機械器具・医療用品製造業)
1303-618694-3

製品開発から部品製造・組立・販売までを一貫して国内で行っており、その
品質はお客様から高い評価を得ております。平均年齢３２歳という若くバイタ
リティ溢れる組織です。

49
高俊興業　株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

国内最新最先端の中間処理施設を東京都大田区城南島と千葉県市川市に
保有。東京スーパーエコタウンに進出企業。ＩＳＯ１４００１・ＩＳＯ３９００１・ＯＨ
ＳＡＳ１８００１認証。

50
株式会社　ハート介護サービス　新宿
(老人福祉・介護事業)
1308-931858-1

平成１１年創業。介護保険スタートと同時にオープンし、新宿区でも古い事
業所で経営も安定しています。介護中、子育て中、産前産後の方の勤務に
対し、応援しています。

51 ★
株式会社　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（平成２８年１１月９日認定）】

52 ★
ウィツ　株式会社
(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。

53
ヨシモトポール　株式会社
(建設用・建築用金属製品製造業)
1301-211836-9

当社は「まちづくりのパートナー」として、皆様の生活に携わる様々な「柱」を
製造・販売するメーカーです。群馬県と滋賀県に自社工場を設け日本全国
に確かな製品とサービスを提供しています。

54
株式会社　アロワーズ
(建築リフォーム工事業)
1308-449031-9

設立から１６年で多くの企業から支持をされています。紹介や反響がメイン
のため、飛び込み営業はありません。平均年齢も３０歳と若く、のびのびと活
躍できる自由な社風です。

55
株式会社　ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

社員の平均年齢が３０歳。若いメンバ構成ですが、皆責任感を持って役割を
全うし、会社を盛り立てる、今時、珍しい体育会系企業です。他社には負け
ない９段階の社会保障制度あり。

56
株式会社　田中印刷　東京営業所
(印刷業)
2602-616943-1

創業６７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。

57
三興塗料　株式会社
(化学製品卸売業)
1309-208239-3

板橋区で育まれて創業５２年を迎えた「塗料・防水材・塗装用具」の専門商
社です。平成２９年度「いたばし働きがいのある会社賞」を受賞いたしまし
た。（板橋区産業振興公社ＨＰ記載）

58

株式会社　タカラレーベンリアルネット
(管理，補助的経済活動を行う事業所（不動産取引業）)
1301-660475-5

平成２６年７月１日に東証一部上場のタカラレーベングループに新
しく誕生しました。平均年齢３４歳と若い社員が活躍しています。

59
セントランス　株式会社
(労働者派遣業)
1304-240843-0

大手企業を客先とし、各種設計請負および技術者の派遣を行う技術者集団
の会社。

60
日本アイ・エス・ケイ　株式会社
(その他の金属製品製造業)
0804-614646-8

オリジナル商品からオーダーメイド商品まで、お客様のご要望にき
め細やかなモノづくりでお応えするジャスダック上場の「開発主導型」メー
カーです。

61
株式会社　ハンセン
(情報処理・提供サービス業)
1304-639968-4

おかげさまで３０周年。ＩＴのスキルがない方でも、夢を叶えるステージを用意
する事が出来ます。ジョブでなくライフワークを見つける会社です。　特１３－
３１４８１３

62
社会福祉法人　ノテ福祉会
(老人福祉・介護事業)
1309-632115-5

全国に６０ヶ所の事業展開
在宅高齢者への介護サービスのパイオニア

63
東京コンピュータサービス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

従業員規模１０，０００人におよぶ総合エンジニアリンググループの中核企業
として設立以来連続黒字の実績を誇る。今後も資本業務提携による事業拡
大を展開する。派遣番号　特１３－３０１９９５

64
日本システムバンク　株式会社
(不動産管理業)
1801-106601-1

全国の主要都市に支店を配し、コインパーキング運営管理実績は業界第３
位。株式上場を目指している企業です。

65
佐藤建設工業株式会社
(電気工事業)
1304-12160-1

当社の主力事業である送電線鉄塔建設工事は、現代社会の生活と
産業を支えている“電力という血液”を日本列島のすみずみまで
安定供給するという社会貢献度の高い仕事です。

66
株式会社　日立オートサービス
(自動車小売業)
1303-623553-6

当社は東証一部に上場している日立物流の子会社です。自動車に関
する事業以外にも数々の新規事業に取組んでいるチャレンジ精神あ
ふれる会社です。

67
文化シヤッターサービス　株式会社
(その他の設備工事業)
1309-205014-7

文化シヤッター株式会社１００％出資の会社として、創立以来着実に成長を
続けています。全国１３０ヵ所のネットワークと電気工事士・消防設備士等多
数の資格者を有する企業です。

68
株式会社　スズヤス
(石油・鉱物卸売業)
1302-416514-2

関東地区を中心に、８営業拠点と６工場を持ち、各地域に密着して、鋼材を
加工して需要家に販売しています。

69
町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

総合印刷業として、創業７０年の歴史に驕らずに最新印刷技術の研究、特
にプリプレス、ポストプレスのＩＴ化に感性を集中、ハード、ソフ卜面で高い評
価を頂いております。
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70
株式会社　ナカノ商会
(他に分類されない事業サービス業)
1313-617126-1

倉庫・陸運・３ＰＬを主体とした、年商３８２億円の物流会社です。主な営業拠
点を関東・関西・福島・福岡に設け、大手通販会社のお客様を中心に、売上
拡大中です。

71
社会福祉法人新生寿会　ありすの杜きのこ南麻布
(老人福祉・介護事業)
1304-628958-2

日本で初めて認知症専門病院を設立し、認知症ケアを専門に３０年間取組
んできた経験を活かした個別ケアを実践。通称「きのこグループ」と言われて
います。

72
株式会社キュー・テック
(その他の専門サービス業)
1304-214752-9

総合ポストプロダクションとして、ＴＶ，ＣＭ、映画、パッケージ等、様々なジャ
ンルの映像制作をサポート。
特にアニメーション作品において、高い評価をいただいています。

73
日本フェンオール株式会社
(電子応用装置製造業)
1301-541853-7

熱をコントロールするという基幹技術をベースに４つの事業を積極展開。企
業の危機管理意識が高まる中で、一層の飛躍が期待される。

74
株式会社ダイアナ
(繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）)
1307-313334-9

フランチャイズ店舗全国約７５０店、年商１６２億円。女性社員が７割。女性
が働きやすく、美と健康に興味のある明るい元気な女性にぴったりの職場で
す。

75
株式会社　山元
(各種物品賃貸業)
1302-308268-8

全国有名百貨店を中心に催事用のショーケース類をはじめ多種多様な什器
レンタル業界のリーディングカンパニーです。創業以来、業績も安定してい
ます。

76
株式会社　オムテック
(とび・土工・コンクリート工事業)
1309-405760-5

都市型の最先端の建築基礎工事を専業とする工事会社で、自社施工が強
みです。狭少地の基礎工事に強い会社で今後も着実に業容拡大し社会に
貢献する企業を目指しております。

77
株式会社　リオネットセンター城南
(他に分類されない小売業)
1304-254960-3

記注補聴器専門店

78
特殊電装　株式会社
(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。

79
株式会社　イチネンＴＤリース
(自動車賃貸業)
1304-4388-0

当社は東証一部上場会社のイチネンホールディングスのグループ会社で
す。基幹産業がお客様という強みがあり労働時間の短縮、充実した休暇等
でワークライフバランスを重視した働き易い会社です。

80
吉田プラ工業　株式会社
(その他のプラスチック製品製造業)
1312-101788-6

昭和２５年創業以来、プラスチックの成形・着彩技術を徹底的に追求し、世
界初の独自技術を多数開発。その結果、お客様に喜ばれるプラスチック製
品を数多く生み出して参りました。

81
株式会社田中歯科器械店
(その他の機械器具卸売業)
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。

82
株式会社　ノムラシステムコーポレーション
(その他の専門サービス業)
1307-341955-1

充実した研修制度と専門性の高いコンサルティングが当社の強みです。ま
た、社員一人ひとりとの交流を大切にしている社風ですので、快適な職場環
境作りから個々の能力を発揮するよう努めてます。

83
株式会社　大起エンゼルヘルプ
(老人福祉・介護事業)
1311-206446-0

各サービス、研修に力を入れております。福利厚生は「東京ドーム年間シー
ト（巨人戦）」「法人契約会員制保養施設利用（エクシブ）」「メンタルヘルスカ
ウンセリング制度」を設けております。

84
シャディ株式会社
(各種商品卸売業)
2712-400143-6

当社の社名を冠した各種カタログも有償で全国の販売店（３６００店）に提供
し、販売店はこのカタログを顧客に配布して営業を行う（有店舗カタログ販
売）という販売形態をとっております

85
アプリケーションアシスト株式会社　東京支店
(ソフトウェア業)
1313-930746-0

〇残業少ない　〇社員個々の実力が発揮できます　〇取引先は大手企業
で業績拡大中　〇社員同士、また上司とのコミュニケーションも円滑で定着
率が高いです

86
小島屋乳業製菓　株式会社
(各種食料品小売業)
1308-100482-5

”フレッシュで自然な味”のご提供をモットーとしてアイスクリームを中心に乳
製品、洋菓子を製造販売。近年は有名ブランドスイーツを百貨店を中心に
展開。

87
日本塩回送　株式会社
(港湾運送業)
1304-14977-5

創業９９年の歴史と伝統に裏付けられた信頼、塩という人にも産業にも欠く
事の出来ない重要な貨物を取り扱うという自負、私達はこの思いを胸に、社
会に貢献出来る企業でありたいと考えています。

88
山下電気　株式会社
(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。

89
富士レックス株式会社
(旅館，ホテル)
1303-620646-1

当社は、リゾートホテル・レストランの運営並びに公営競技関連事業を主事
業とする観光レジャー業の会社です。創業以来一貫して、品質の高いサー
ビスを追求・創造・提供しております。

90
株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

正義・飛躍・楽しみ・出会いを大切にする会社です。若い会社ですが、営業
力があり、技術者を適材適所の常駐先へ紹介できる会社です。

91
共和物産　株式会社
(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。

92
株式会社　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。
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93
株式会社　トリードアート
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

入所している方々に、心身の介護リハビリを行うグループホームや日々通っ
て来る方々に、楽しみながら介護を行うデイサービス等の高齢者のための
総合介護施設です。

94
株式会社　エキスプレス社
(広告業)
1302-401887-0

創業７１年広告業界中堅企業。取引先はみずほ銀行、三井住友銀行、東
芝、コーセー他上場企業多数。本社は銀座３丁目自社ビル８Ｆ建て。

95
セコム株式会社
(警備業)
1307-341364-5

セコムは、日本初のセキュリティ会社として創業した、業界のリーディングカ
ンパニーです。業容拡大につき積極採用中！！
【東証・大証１部上場】

96
株式会社　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。

97
日本リビング株式会社　東京営業本部
(他に分類されない卸売業)
1307-939293-4

リラクゼーション中心のインテリア雑貨の販売をターミナルビル及び大手デ
ベロッパーのインショップとして展開。業績を伸ばしている

98
セフテック　株式会社
(他に分類されない小売業)
1301-100755-5

１９５７年の設立から、工事用保安用品の専門商社として堅実経営をモッ
トーに活動を続け、取引先である大手ゼネコン・諸官庁の信頼と実績によ
り、１９９５年にＪＡＳＤＱ市場へ上場いたしました

99
株式会社　ウエノ
(他に分類されない卸売業)
1112-911342-5

ウエノは、創業７０年。国内３２ヶ所、海外５ヶ所に販売ネットワークを持つ商
社です。ＩＳＯ１４００１・ＩＳＯ９００１を認証取得し時代の要求に応え続ける優
良企業です。

100
株式会社オーシカ
(化学製品卸売業)
1309-200178-0

合板用接着剤のパイオニア。国内で初めてメラミン樹脂接着剤を用いた高
度な耐水性を有するタイプＩ合板を開発製品化した。長年の経験と実績を背
景に合板用接着剤の業界シェアはトップクラス

101
メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

百貨店専門に高級洋菓子の販売で業績を伸ばす。

102
株式会社　ゼンユー(旧社名：善友金属　株式会社）
(ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業)
2706-102977-0

昭和４５年から継続しての優良法人である。上場企業を主たる得意先とし
て、今後も安定した内容の業績確保が維持でき、更なる躍進が期待できる。

103
株式会社　アバハウスインターナショナル
(衣服卸売業)
1307-353299-5

風通しが良く、年齢・キャリアを優先するのではなく、その人の人物を優先さ
せてキャリアアップさせるシステムになっています。

104
株式会社　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。

105
牧村　株式会社
(繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）)
1302-300728-2

ファッション業界のソフト分野を担う繊維専問商社として素材提案からＯＥＭ
生産までグローバルな事業を展開しています。

106
株式会社　ロッテリア
(食堂，レストラン（専門料理店を除く）)
1308-625362-0

お客様の立場に立って考え、独創的なアイデアを生み出し、最上の品質を
追求し、「ファストフードだからこの程度」という常識を打ち崩し続けて業界Ｎ
Ｏ．１人材を育成する企業を目指します。

107
株式会社　アクティオ
(各種物品賃貸業)
1302-314833-4

国内建機レンタル業界においてトップシェアを誇るアクティオは、提案のある
レンタル「レンサルティング」をテーマにお客様のあらゆるニーズにお応えし
ます。

108
丸宇木材市売　株式会社
(建築材料卸売業)
1313-203346-8

地球環境貢献のための「木材利用」を様々な角度から提案しています。

109
株式会社　ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

小ロット、高品位印刷を得意とし、製版、印刷、製本迄の一貫生産を行う総
合印刷会社です。

110
株式会社　アデランス
(その他の織物・衣服・身の回り品小売業)
1308-617210-9

アデランスは、トータルヘアサービスからファッション、医療分野まで幅広い
ビジネスフィールドを持つ成長企業です。

111
ＳＥＴソフトウェア株式会社
(ソフトウェア業)
1308-117613-3

４０年以上にわたり、独立系ＩＴ企業として幅広い分野の顧客にシステムソ
リューション・サービスを提供しています。またアットホームな社風で若い社
員の成長と活躍が期待できる職場です。

112
ミニメイド・サービス　株式会社
(家事サービス業)
1307-620030-4

創業３０年以上の家事代行サービスのパイアオニアとして躍進中。首都圏を
中心に全国にＦＣ展開中。家事が大好きなメンバーがいきいきと働く明るい
職場です。２０１７年ワークバランス受賞

113
株式会社　アルス
(他に分類されない事業サービス業)
1301-103579-6

有名百貨店・アパレルなど商業施設に留まらず、レジャー施設やイベントス
ペースなど、空間クリエーターとして活躍の場を拡げています。

114
日本インシュレーション株式会社　東京本部
(その他の窯業・土石製品製造業)
1313-621393-1

創業１００年以上の歴史を誇る建材メーカー。ものづくりを行うだけでなく、製
品を製造してから営業を行い、販売後の施工管理を行うまでと、一貫した業
務工程を行う。

115
ムラカワ　株式会社
(その他の飲食料品小売業)
1309-622785-8

我々グループは食の安全・安心を追求し、日本国内のお客様へチーズのお
いしさを普及させる為に日々努力しています。東京・大阪・福岡に営業所、
東京に４工場、九州に１工場をもつ企業です。
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116
新興サービス　株式会社
(機械修理業（電気機械器具を除く）)
1303-617630-8

全国６２の事業所において、ＮＥＣ製、パナソニック製のコンピュータやサー
バ等の保守メンテナンスを行い、評価と信頼を得ています。今後は２０２０年
の上場を目指しています。

117
京急開発　株式会社
(不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）)
1306-3468-7

当社は羽田空港至近の立地を拠点に地域振興に繋がる事業展開をめざし
ております。充実した福利厚生制度もあり大変魅力のある企業です。

118
アートコーポレーション株式会社（アート引越セン
ター）(一般貨物自動車運送業)
2701-632668-9

当社は「物」ではなく「サービス＝人」を商品をして扱っています。そのため人
と接することが好きな社員が多く、初心者の方でも丁寧に教える環境があり
ます。

119
株式会社　コスモ・コンピューティングシステム
(ソフトウェア業)
1304-227544-2

大手企業様との連携による開発で最新技術を用いるなど、エンジニアとして
成長できる環境が多くあります。社員の平均年齢は３９歳。エンジニアの労
働環境を考え人を大切にする企業です。

120
医療法人社団　正翔会　横須賀歯科医院
(歯科診療所)
1306-216107-1

同じ駅ビル内に３院あります。
男女共に活き活き働く職場です。
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（ブース別）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

1 株式会社　アクト ソフトウェア業 システム開発エンジニア／ＰＧ・ＳＥ 13080-278288 25 5

2 株式会社　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

3 株式会社　優良住宅ローン 貸金業 総合職（住宅ローン事務） 13080-328688 3 1

4 株式会社　北英リビング 管工事業（さく井工事業を除く） 施工管理補助 13040-534988 3 3

5 株式会社　マネット 他に分類されない小売業 店舗スタッフ 13010-118088 5 3

6 宇徳ターミナルサービス　株式会社 その他の運輸に附帯するサービス業 コンテナターミナル付随業務（保守、整備、検査、点検等） 13040-119788 2 3

プログラマ 13070-126988 2 3

サーバ・ネットワークエンジニア 13070-125688 2 3

8 サラダカフェ　株式会社 その他の飲食料品小売業 販売職（店舗スタッフ）関東 27060-59888 5 3

9 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業開発職）東京営業所 27030-73488 2 3

総合職（営業職・コンサルティング職） 13010-616088 3 3

総合事務員（営業事務） 13010-529188 5 3

11 株式会社　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

12 株式会社　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

13 株式会社　管理バンク 建物サービス業 総合職（事務職） 13010-659088 3 3

14 株式会社　英國屋 男子服小売業 総合職（販売・営業） 13010-696688 5 3

営業 13040-393188 2 3

テクニカルサービス 13040-397788 1 3

マーケティング（海外メーカー担当） 13040-398688 2 3

営業 13070-479788 2 3

品質保証 13070-493588 1 3

17 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-17388 3 3

18 山九　株式会社　東京支店 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） エリア総合職 13060-199688 6 否

19 株式会社　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

20 エム・ビー・エーインターナショナル株式会社 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

営業職 13090-138988 2 3

営業職（地域限定勤務） 13090-140188 2 3

技術職（地域限定勤務） 13090-137688 2 3

技術職 13090-139388 2 3

22 株式会社　東京スパリア商社 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 住宅設備機器販売 13130-175488 2 3

総務事務 13010-253688 1 3

システムエンジニア 13010-249088 5 3

ハウジングアドバイザー
賃貸仲介営業 13040-679888 100 否

リフォームアドバイザー
リフォーム営業 13040-688788 5 否

カスタマーサービススタッフ　店舗業務職 13040-678588 5 否

25 株式会社シービーエス 建物サービス業 総合基幹職 13040-443888 5 4

26 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-2488 100 3

27 大関化学工業株式会社 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 営業 28020-84788 1 2

28 トーイン　株式会社 印刷業 総合職 13130-173988 20 否

採用業務　人事業務、業務推進業務 13080-305388 5 3

警備業 13080-114188 65 3

警備業 13080-116588 10 3

警備業 13080-117888 85 3

技術職 13060-203688 1 1

技能職（機械加工、仕上工） 13060-204988 1 1

営業 13130-215188 1 3

総務　営業事務 13130-213488 1 3

カスタマーサポート／管理事務 13130-40588 2 3

インフラエンジニア及びリーダー 13130-41888 2 3

開発プログラマ 13130-216288 1 3

営業職 13010-955488 3 1

生産管理職 13010-956088 1 1

33 株式会社三徳 各種食品小売業 販売・製造販売 13080-489088 30 3

34 株式会社グローリア 不動産管理業 営業職 13070-194488 2 2

35 株式会社　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

カスタマーエンジニア職
＜東京都サポート求人＞ 13080-181588 2 3

テーマパークサービスサポート
＜東京都サポート求人＞ 13080-180288 2 3

ものづくりサポート（照明関連）＜東京都サポート求人＞ 13080-182888 1 3

37 株式会社　デュエル その他の専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-291888 2 3

38 株式会社　アバールデータ 電気計測器製造業 営業職 13190-40288 1 3

39 丸喜　株式会社　東京支店 他に分類されない卸売業 営業（ルート） 13030-181888 2 3

プラスチック板・棒・管・継手・
異形押出製品製造業

マサル工業　株式会社21

情報処理・提供サービス業ＴＣＳビジネスソリューションズ　株式会社23

一般産業用機械・装置製造業株式会社　宇野澤組鐵工所30

情報処理・提供サービス業Ｃｌｏｃｏ　株式会社31

不動産代理業・仲介業ハウスコム株式会社24

警備業株式会社　セノン29

その他の機械器具卸売業

建物サービス業

ソフトウェア業

16 その他の輸送用機械器具製造業株式会社　五光製作所

7 エヌ・ディー・アール　株式会社

10 株式会社　レーベンコミュニティ

15 株式会社　東機貿

医療用機械器具・医療用品製造業ミズホ　株式会社32

電気機械器具修理業株式会社　ファースト・デザイン・システム36
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（ブース別）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

不動産事業（開発・販売） 13080-100788 2 3

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-101688 2 3

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-102988 2 3

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-103388 3 3

管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-104488 3 3

コンサルティング営業職 13080-105088 5 3

総合職（事務） 13030-35588 2 否

営業職（ルート営業） 13030-282088 2 否

42 共立機械　株式会社 金属加工機械製造業 自動車部品メーカー、高炉メーカー向け産業機械の設計 13130-60388 1 3

43 株式会社メモリアルアートの大野屋 冠婚葬祭業 総合職（営業および事務） 13080-83188 10 5

営業職 23100-59388 2 3

施工管理職 23100-60188 2 3

技能職【八潮事務所】 23100-79288 3 3

45 ＪＢネットワーク　株式会社 他に分類されない事業サービス業 専門事務職 13010-864688 5 1

46 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 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

47 株式会社　デビカ　東京支店 他に分類されない卸売業 文房具の営業職 13120-73788 1 3

総合職（事務） 13030-271988 1 3

総合職（営業） 13030-269288 1 3

総合職（技術） 13030-272388 1 3

営業職 13080-527188 2 否

技術職 13080-528288 2 否

事務職（企画推進、運営管理） 13080-292488 1 10

総合職 13080-291388 2 10

51 株式会社　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

52 ウィツ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-266588 7 3

53 ヨシモトポール　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む） 総合職（適性に応じて右記職種に配属） 13010-652588 5 3

54 株式会社　アロワーズ 建築リフォーム工事業 営業 13080-517488 2 3

テストエンジニア 13010-190388 4 5

システムエンジニア／プログラマ 13010-191488 24 5

インフラエンジニア 13010-192088 12 5

56 株式会社　田中印刷　東京営業所 印刷業 企画営業 13040-234688 2 3

57 三興塗料　株式会社 化学製品卸売業 総合職 13090-78188 2 3

58 株式会社　タカラレーベンリアルネット 管理，補助的経済活動を行う事業所（６８不動産取引業） 不動産営業 13010-34688 5 3

59 セントランス　株式会社 労働者派遣業 設計・開発・試験・評価
解析・試験 13040-656388 30 3

営業（セールスエンジニア／つくば市） 08040-67888 3 3

営業（セールスエンジニア）／東京都台東区） 08040-68788 3 3

ＯＡ事務 13040-146388 5 3

システムエンジニア 13040-147488 5 3

ネットワークエンジニア 13040-148088 5 3

介護職（資格をお持ちでない方） 13090-208788 10 3

介護職（有資格者） 13090-210488 10 3

相談員職（一部介護兼務） 13090-211088 10 3

管理部門（総務／人事／経理／業務管理） 13010-126088 5 3

システムエンジニア／プログラマー（台東） 13010-127188 20 3

システムエンジニア／プログラマー（池袋） 13010-132988 6 3

システムエンジニア／プログラマー（蒲田） 13010-133388 2 3

64 日本システムバンク　株式会社 不動産管理業 総合職（営業・メンテナンス） 18010-183588 5 3

65 佐藤建設工業株式会社 電気工事業 技術系事務（現場サポートを含む） 13040-559988 2 3

66 株式会社　日立オートサービス 自動車小売業 総合職 13030-262788 2 1

67 文化シヤッターサービス　株式会社 その他の設備工事業 営業 13090-372988 3 3

68 株式会社　スズヤス 石油・鉱物卸売業 総合職（営業） 13010-760388 4 3

営業職 13010-887288 2 1

一般事務職・工程管理事務職 13010-888588 2 1

印刷オペレーター／埼玉　戸田 13010-886188 2 1

印刷オペレーター／埼玉　熊谷 13010-889888 2 1

70 株式会社　ナカノ商会 他に分類されない事業サービス業 総合職
（営業、入出庫管理、事務） 13130-197888 3 3

介護スタッフ（少人数単位でのお年寄りのケア） 13040-408288 20 3

栄養士 13040-409588 8 3

総合職／制作進行管理・営業 13040-752488 3 3

技術職／ＭＡ・映像編集 13040-751388 3 3

建物売買業，土地売買業株式会社　グッドコムアセット40

建築工事業（木造建築工事業を除く）旭コンステック　株式会社44

41 株式会社　エヌビーエス ガラス・同製品製造業

老人福祉・介護事業株式会社　ハート介護サービス　新宿50

医療用機械器具・医療用品製造業株式会社　ユニシス48

産業廃棄物処理業高俊興業　株式会社49

情報処理・提供サービス業株式会社　ハンセン61

老人福祉・介護事業社会福祉法人　ノテ福祉会62

ソフトウェア業株式会社　ウイズ・ワン55

その他の金属製品製造業日本アイ・エス・ケイ　株式会社60

老人福祉・介護事業社会福祉法人新生寿会　ありすの杜きのこ南麻布71

その他の専門サービス業株式会社キュー・テック72

ソフトウェア業東京コンピュータサービス　株式会社63

印刷業町田印刷　株式会社69
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（ブース別）

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 13010-941588 1 3

技術職 13010-944688 1 3

74 株式会社ダイアナ 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 総合職 13070-497988 2 3

総合職（業務職・営業職） 13010-757588 10 3

事務職 13010-833488 2 3

営業 13090-16388 2 3

技術・施工管理・施工作業 13090-15988 3 3

77 株式会社　リオネットセンター城南 他に分類されない小売業 販売・営業・修理 13040-521288 2 3

事務系総合職（経理・総務・人事・法務等） 13130-164688 1 3

電子系技術職 13130-64288 1 3

79 株式会社　イチネンＴＤリース 自動車賃貸業 営業 13040-474288 3 3

80 吉田プラ工業　株式会社 その他のプラスチック製品製造業 成形技術 13120-34988 2 3

81 株式会社田中歯科器械店 その他の機械器具卸売業 営業 13010-485288 2 3

82 株式会社　ノムラシステムコーポレーション その他の専門サービス業 ＩＴコンサルタント 13070-52788 10 3

83 株式会社　大起エンゼルヘルプ 老人福祉・介護事業 総合介護職 13110-6788 5 3

営業 27120-45288 3 3

一般事務 27120-46588 12 3

85 アプリケーションアシスト株式会社　東京支店 ソフトウェア業 システムエンジニア 13130-49288 2 3

営業職 13080-234088 1 3

品質管理職 13080-566988 1 3

87 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業 13040-519388 2 3

営業・品質管理・購買管理／品川区 13040-634288 3 3

技術／品川区 13040-236388 2 3

89 富士レックス株式会社 旅館，ホテル 総合職（事務又は管理業務） 13030-104288 5 3

営業 13080-190888 4 3

エンジニアアシスタント 13080-192688 4 3

プログラマー 13080-196088 4 3

システム運用エンジニア 13080-197188 4 3

91 共和物産　株式会社 こん包業 総合職（営業・労務管理等の事業運営職） 13070-184388 3 3

92 株式会社　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-443588 2 3

事務系職員 13110-13888 1 3

生活相談員（候補） 13110-14788 2 3

支援介護職員 13110-15688 3 3

94 株式会社　エキスプレス社 広告業 企画営業 13010-945988 1 3

95 セコム株式会社 警備業 総合コース 13070-205688 5 3

営業 13060-98288 1 3

施工管理及び設計 13060-99588 3 3

総合職 13070-460588 3 否

販売職 13070-461888 8 否

営業 13010-899688 10 3

総務人事 13010-903688 3 3

経理事務 13010-904988 3 3

営業事務 13010-900588 3 3

社内ＳＥ 13010-905388 1 3

デザイナー 13010-901888 1 3

商品開発 13010-902788 1 3

セールスエンジニア
（営業技術支援） 13010-906488 5 3

99 株式会社　ウエノ 他に分類されない卸売業 営業職 11120-73588 10 3

100 株式会社オーシカ 化学製品卸売業 営業職 13090-242388 3 3

洋菓子販売・企画・営業 13080-353988 5 3

洋菓子の製造・製品梱包 13080-357188 3 3

102 株式会社　ゼンユー(旧社名：善友金属　株式会社） ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 営業 27060-50788 2 3

103 株式会社　アバハウスインターナショナル 衣服卸売業 総合職／首都圏
 13070-348588 10 3

104 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-70088 2 3

営業職 13010-928688 2 否

事務職 13010-929988 1 否

106 株式会社　ロッテリア 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 総合職 13080-371388 10 3

整備職（建設用機械器具レンタル） 13010-914088 80 3

営業職（建設用機械器具レンタル） 13010-917588 100 3

108 丸宇木材市売　株式会社 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-72288 10 3

印刷営業 13010-871788 3 3

総務経理事務 13010-870888 1 3

各種食料品小売業小島屋乳業製菓　株式会社86

発電用・送電用・配電用電気
機械器具製造業

特殊電装　株式会社78

各種商品卸売業シャディ株式会社84

電子応用装置製造業日本フェンオール株式会社73

とび・土工・コンクリート工事業株式会社　オムテック76

各種物品賃貸業株式会社　山元75

老人福祉・介護事業株式会社　トリードアート93

電気通信・信号装置工事業株式会社　エイチ・エス・ジェイ96

工業用プラスチック製品製造業山下電気　株式会社88

ソフトウェア業株式会社フォー・ジェイ90

パン・菓子製造業

繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）牧村　株式会社105

各種物品賃貸業株式会社　アクティオ107

他に分類されない卸売業日本リビング株式会社　東京営業本部97

他に分類されない小売業セフテック　株式会社98

101 メトロ製菓　株式会社

印刷業株式会社　ミニカラー109
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（ブース別）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

事務系総合職 13080-454488 15 3

カウンセラー（反響営業） 13080-518088 4 3

販売職 13080-455088 10 3

111 ＳＥＴソフトウェア株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-204588 20 3

112 ミニメイド・サービス　株式会社 家事サービス業 社員教育管理・業務管理（総合職） 13070-139288 2 3

営業職 13010-383988 1 3

デザイナー職 13010-384388 1 3

営業職（東京） 13130-136288 1 3

施工管理職（神奈川県川崎市） 13130-130688 1 3

施工管理職（東京）
 13130-133488 1 3

商品管理 13090-187988 2 3

輸入チーズ加工職　製造 13090-186688 4 3

営業 13030-229888 2 3

ネットワークエンジニア 13030-227288 3 3

カスタマーエンジニア 13030-228588 3 3

117 京急開発　株式会社 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 総合職 13060-38488 5 否

営業職（総合職）神奈川ブロック 27010-18788 2 3

営業職（総合職）東京北ブロック 27010-26788 5 3

営業職（総合職）東京ブロック 27010-27688 2 3

営業職（総合職）多摩ブロック 27010-28988 2 3

プログラマー・システムエンジニア 13040-39788 6 3

営業職 13040-813988 2 3

受付 13060-65588 1 3

歯科助手 13060-64288 1 3

他に分類されない事業サービ
ス業

株式会社　アルス113

その他の窯業・土石製品製造
業

日本インシュレーション株式会社　東京本
部

114

その他の織物・衣服・身の回り品小売業株式会社　アデランス110

115 ムラカワ　株式会社 その他の飲食料品小売業

一般貨物自動車運送業アートコーポレーション株式会社
（アート引越センター）118

120 歯科診療所医療法人社団　正翔会　横須賀歯科医院

機械修理業（電気機械器具を除く）新興サービス　株式会社116

ソフトウェア業株式会社　コスモ・コンピューティングシステム119
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（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 株式会社　優良住宅ローン 貸金業 総合職（住宅ローン事務） 13080-328688 3 1

9 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業開発職）東京営業所 27030-73488 2 3

10 株式会社　レーベンコミュニティ 建物サービス業 総合職（営業職・コンサルティング職） 13010-616088 3 3

13 株式会社　管理バンク 建物サービス業 総合職（事務職） 13010-659088 3 3

14 株式会社　英國屋 男子服小売業 総合職（販売・営業） 13010-696688 5 3

18 山九　株式会社　東京支店 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） エリア総合職 13060-199688 6 否

20 エム・ビー・エーインターナショナル株式会社 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

25 株式会社シービーエス 建物サービス業 総合基幹職 13040-443888 5 4

26 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-2488 100 3

28 トーイン　株式会社 印刷業 総合職 13130-173988 20 否

35 株式会社　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

不動産事業（開発・販売） 13080-100788 2 3

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-101688 2 3

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-102988 2 3

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-103388 3 3

管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-104488 3 3

41 株式会社　エヌビーエス ガラス・同製品製造業 総合職（事務） 13030-35588 2 否

43 株式会社メモリアルアートの大野屋 冠婚葬祭業 総合職（営業および事務） 13080-83188 10 5

総合職（事務） 13030-271988 1 3

総合職（営業） 13030-269288 1 3

53 ヨシモトポール　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む） 総合職（適性に応じて右記職種に配属） 13010-652588 5 3

57 三興塗料　株式会社 化学製品卸売業 総合職 13090-78188 2 3

64 日本システムバンク　株式会社 不動産管理業 総合職（営業・メンテナンス） 18010-183588 5 3

66 株式会社　日立オートサービス 自動車小売業 総合職 13030-262788 2 1

68 株式会社　スズヤス 石油・鉱物卸売業 総合職（営業） 13010-760388 4 3

70 株式会社　ナカノ商会 他に分類されない事業サービス業 総合職
（営業、入出庫管理、事務） 13130-197888 3 3

72 株式会社キュー・テック その他の専門サービス業 総合職／制作進行管理・営業 13040-752488 3 3

74 株式会社ダイアナ 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 総合職 13070-497988 2 3

75 株式会社　山元 各種物品賃貸業 総合職（業務職・営業職） 13010-757588 10 3

78 特殊電装　株式会社 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

89 富士レックス株式会社 旅館，ホテル 総合職（事務又は管理業務） 13030-104288 5 3

91 共和物産　株式会社 こん包業 総合職（営業・労務管理等の事業運営職） 13070-184388 3 3

95 セコム株式会社 警備業 総合コース 13070-205688 5 3

97 日本リビング株式会社　東京営業本部 他に分類されない卸売業 総合職 13070-460588 3 否

103 株式会社　アバハウスインターナショナル 衣服卸売業 総合職／首都圏
 13070-348588 10 3

104 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-70088 2 3

106 株式会社　ロッテリア 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 総合職 13080-371388 10 3

108 丸宇木材市売　株式会社 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-72288 10 3

110 株式会社　アデランス その他の織物・衣服・身の回り品小売業 事務系総合職 13080-454488 15 3

112 ミニメイド・サービス　株式会社 家事サービス業 社員教育管理・業務管理（総合職） 13070-139288 2 3

117 京急開発　株式会社 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 総合職 13060-38488 5 否

建物売買業，土地売買業株式会社　グッドコムアセット40

医療用機械器具・医療用品製造業株式会社　ユニシス48

1 総合職

12 / 37 ページ



第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（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

15 株式会社　東機貿 その他の機械器具卸売業 営業 13040-393188 2 3

16 株式会社　五光製作所 その他の輸送用機械器具製造業 営業 13070-479788 2 3

営業職 13090-138988 2 3

営業職（地域限定勤務） 13090-140188 2 3

22 株式会社　東京スパリア商社 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 住宅設備機器販売 13130-175488 2 3

ハウジングアドバイザー
賃貸仲介営業 13040-679888 100 否

リフォームアドバイザー
リフォーム営業 13040-688788 5 否

27 大関化学工業株式会社 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 営業 28020-84788 1 2

31 Ｃｌｏｃｏ　株式会社 情報処理・提供サービス業 営業 13130-215188 1 3

32 ミズホ　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 営業職 13010-955488 3 1

34 株式会社グローリア 不動産管理業 営業職 13070-194488 2 2

38 株式会社　アバールデータ 電気計測器製造業 営業職 13190-40288 1 3

39 丸喜　株式会社　東京支店 他に分類されない卸売業 営業（ルート） 13030-181888 2 3

40 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 コンサルティング営業職 13080-105088 5 3

41 株式会社　エヌビーエス ガラス・同製品製造業 営業職（ルート営業） 13030-282088 2 否

44 旭コンステック　株式会社 建築工事業（木造建築工事業を除く） 営業職 23100-59388 2 3

47 株式会社　デビカ　東京支店 他に分類されない卸売業 文房具の営業職 13120-73788 1 3

49 高俊興業　株式会社 産業廃棄物処理業 営業職 13080-527188 2 否

54 株式会社　アロワーズ 建築リフォーム工事業 営業 13080-517488 2 3

56 株式会社　田中印刷　東京営業所 印刷業 企画営業 13040-234688 2 3

58 株式会社　タカラレーベンリアルネット 管理，補助的経済活動を行う事業所（６８不動産取引業） 不動産営業 13010-34688 5 3

営業（セールスエンジニア／つくば市） 08040-67888 3 3

営業（セールスエンジニア）／東京都台東区） 08040-68788 3 3

67 文化シヤッターサービス　株式会社 その他の設備工事業 営業 13090-372988 3 3

69 町田印刷　株式会社 印刷業 営業職 13010-887288 2 1

73 日本フェンオール株式会社 電子応用装置製造業 営業職 13010-941588 1 3

76 株式会社　オムテック とび・土工・コンクリート工事業 営業 13090-16388 2 3

79 株式会社　イチネンＴＤリース 自動車賃貸業 営業 13040-474288 3 3

81 株式会社田中歯科器械店 その他の機械器具卸売業 営業 13010-485288 2 3

84 シャディ株式会社 各種商品卸売業 営業 27120-45288 3 3

86 小島屋乳業製菓　株式会社 各種食料品小売業 営業職 13080-234088 1 3

87 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業 13040-519388 2 3

88 山下電気　株式会社 工業用プラスチック製品製造業 営業・品質管理・購買管理／品川区 13040-634288 3 3

90 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業 営業 13080-190888 4 3

92 株式会社　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-443588 2 3

94 株式会社　エキスプレス社 広告業 企画営業 13010-945988 1 3

96 株式会社　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

98 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 営業 13010-899688 10 3

99 株式会社　ウエノ 他に分類されない卸売業 営業職 11120-73588 10 3

100 株式会社オーシカ 化学製品卸売業 営業職 13090-242388 3 3

101 メトロ製菓　株式会社 パン・菓子製造業 洋菓子販売・企画・営業 13080-353988 5 3

102 株式会社　ゼンユー(旧社名：善友金属　株式会社） ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 営業 27060-50788 2 3

105 牧村　株式会社 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 営業職 13010-928688 2 否

109 株式会社　ミニカラー 印刷業 印刷営業 13010-871788 3 3

110 株式会社　アデランス その他の織物・衣服・身の回り品小売業 カウンセラー（反響営業） 13080-518088 4 3

113 株式会社　アルス 他に分類されない事業サービス業 営業職 13010-383988 1 3

114 日本インシュレーション株式会社　東京本部 その他の窯業・土石製品製造業 営業職（東京） 13130-136288 1 3

116 新興サービス　株式会社 機械修理業（電気機械器具を除く） 営業 13030-229888 2 3

営業職（総合職）神奈川ブロック 27010-18788 2 3

営業職（総合職）東京北ブロック 27010-26788 5 3

営業職（総合職）東京ブロック 27010-27688 2 3

営業職（総合職）多摩ブロック 27010-28988 2 3

119 株式会社　コスモ・コンピューティングシステム ソフトウェア業 営業職 13040-813988 2 3

プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業

マサル工業　株式会社21

不動産代理業・仲介業ハウスコム株式会社24

その他の金属製品製造業日本アイ・エス・ケイ　株式会社60

一般貨物自動車運送業アートコーポレーション株式会社
（アート引越センター）118

2 営業
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（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

10 株式会社　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

17 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-17388 3 3

23 ＴＣＳビジネスソリューションズ　株式会社 情報処理・提供サービス業 総務事務 13010-253688 1 3

29 株式会社　セノン 警備業 採用業務　人事業務、業務推進業務 13080-305388 5 3

31 Ｃｌｏｃｏ　株式会社 情報処理・提供サービス業 総務　営業事務 13130-213488 1 3

45 ＪＢネットワーク　株式会社 他に分類されない事業サービス業 専門事務職 13010-864688 5 1

50 株式会社　ハート介護サービス　新宿 老人福祉・介護事業 事務職（企画推進、運営管理） 13080-292488 1 10

61 株式会社　ハンセン 情報処理・提供サービス業 ＯＡ事務 13040-146388 5 3

63 東京コンピュータサービス　株式会社 ソフトウェア業 管理部門（総務／人事／経理／業務管理） 13010-126088 5 3

65 佐藤建設工業株式会社 電気工事業 技術系事務（現場サポートを含む） 13040-559988 2 3

69 町田印刷　株式会社 印刷業 一般事務職・工程管理事務職 13010-888588 2 1

75 株式会社　山元 各種物品賃貸業 事務職 13010-833488 2 3

84 シャディ株式会社 各種商品卸売業 一般事務 27120-46588 12 3

90 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業 エンジニアアシスタント 13080-192688 4 3

93 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 事務系職員 13110-13888 1 3

総務人事 13010-903688 3 3

経理事務 13010-904988 3 3

営業事務 13010-900588 3 3

105 牧村　株式会社 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 事務職 13010-929988 1 否

109 株式会社　ミニカラー 印刷業 総務経理事務 13010-870888 1 3

8 サラダカフェ　株式会社 その他の飲食料品小売業 販売職（店舗スタッフ）関東 27060-59888 5 3

33 株式会社三徳 各種食品小売業 販売・製造販売 13080-489088 30 3

77 株式会社　リオネットセンター城南 他に分類されない小売業 販売・営業・修理 13040-521288 2 3

97 日本リビング株式会社　東京営業本部 他に分類されない卸売業 販売職 13070-461888 8 否

110 株式会社　アデランス その他の織物・衣服・身の回り品小売業 販売職 13080-455088 10 3

120 医療法人社団　正翔会　横須賀歯科医院 歯科診療所 受付 13060-65588 1 3

1 株式会社　アクト ソフトウェア業 システム開発エンジニア／ＰＧ・ＳＥ 13080-278288 25 5

2 株式会社　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

プログラマ 13070-126988 2 3

サーバ・ネットワークエンジニア 13070-125688 2 3

11 株式会社　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

12 株式会社　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

19 株式会社　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

23 ＴＣＳビジネスソリューションズ　株式会社 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13010-249088 5 3

カスタマーサポート／管理事務 13130-40588 2 3

インフラエンジニア及びリーダー 13130-41888 2 3

開発プログラマ 13130-216288 1 3

46 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 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

51 株式会社　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

52 ウィツ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-266588 7 3

テストエンジニア 13010-190388 4 5

システムエンジニア／プログラマ 13010-191488 24 5

インフラエンジニア 13010-192088 12 5

システムエンジニア 13040-147488 5 3

ネットワークエンジニア 13040-148088 5 3

システムエンジニア／プログラマー（台東） 13010-127188 20 3

システムエンジニア／プログラマー（池袋） 13010-132988 6 3

システムエンジニア／プログラマー（蒲田） 13010-133388 2 3

82 株式会社　ノムラシステムコーポレーション その他の専門サービス業 ＩＴコンサルタント 13070-52788 10 3

85 アプリケーションアシスト株式会社　東京支店 ソフトウェア業 システムエンジニア 13130-49288 2 3

プログラマー 13080-196088 4 3

システム運用エンジニア 13080-197188 4 3

111 ＳＥＴソフトウェア株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-204588 20 3

119 株式会社　コスモ・コンピューティングシステム ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13040-39788 6 3

3 事務

4 接客・販売

5 ＩＣＴ系

他に分類されない小売業セフテック　株式会社98

ソフトウェア業エヌ・ディー・アール　株式会社7

ソフトウェア業株式会社　ウイズ・ワン55

情報処理・提供サービス業Ｃｌｏｃｏ　株式会社31

情報処理・提供サービス業株式会社　ハンセン61

ソフトウェア業東京コンピュータサービス　株式会社63

ソフトウェア業株式会社フォー・ジェイ90

14 / 37 ページ



第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人一覧（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

50 株式会社　ハート介護サービス　新宿 老人福祉・介護事業 総合職 13080-291388 2 10

62 社会福祉法人　ノテ福祉会 老人福祉・介護事業 介護職（資格をお持ちでない方） 13090-208788 10 3

介護職（有資格者） 13090-210488 10 3

相談員職（一部介護兼務） 13090-211088 10 3

71 社会福祉法人新生寿会　ありすの杜きのこ南麻布 老人福祉・介護事業 介護スタッフ（少人数単位でのお年寄りのケア） 13040-408288 20 3

83 株式会社　大起エンゼルヘルプ 老人福祉・介護事業 総合介護職 13110-6788 5 3

生活相談員（候補） 13110-14788 2 3

支援介護職員 13110-15688 3 3

4 株式会社　北英リビング 管工事業（さく井工事業を除く） 施工管理補助 13040-534988 3 3

5 株式会社　マネット 他に分類されない小売業 店舗スタッフ 13010-118088 5 3

6 宇徳ターミナルサービス　株式会社 その他の運輸に附帯するサービス業 コンテナターミナル付随業務（保守、整備、検査、点検等） 13040-119788 2 3

テクニカルサービス 13040-397788 1 3

マーケティング（海外メーカー担当） 13040-398688 2 3

16 株式会社　五光製作所 その他の輸送用機械器具製造業 品質保証 13070-493588 1 3

技術職（地域限定勤務） 13090-137688 2 3

技術職 13090-139388 2 3

24 ハウスコム株式会社 不動産代理業・仲介業 カスタマーサービススタッフ　店舗業務職 13040-678588 5 否

警備業 13080-114188 65 3

警備業 13080-116588 10 3

警備業 13080-117888 85 3

技術職 13060-203688 1 1

技能職（機械加工、仕上工） 13060-204988 1 1

32 ミズホ　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 生産管理職 13010-956088 1 1

カスタマーエンジニア職
＜東京都サポート求人＞ 13080-181588 2 3

テーマパークサービスサポート
＜東京都サポート求人＞ 13080-180288 2 3

ものづくりサポート（照明関連）＜東京都サポート求人＞ 13080-182888 1 3

37 株式会社　デュエル その他の専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-291888 2 3

42 共立機械　株式会社 金属加工機械製造業 自動車部品メーカー、高炉メーカー向け産業機械の設計 13130-60388 1 3

施工管理職 23100-60188 2 3

技能職【八潮事務所】 23100-79288 3 3

48 株式会社　ユニシス 医療用機械器具・医療用品製造業 総合職（技術） 13030-272388 1 3

49 高俊興業　株式会社 産業廃棄物処理業 技術職 13080-528288 2 否

59 セントランス　株式会社 労働者派遣業 設計・開発・試験・評価
解析・試験 13040-656388 30 3

印刷オペレーター／埼玉　戸田 13010-886188 2 1

印刷オペレーター／埼玉　熊谷 13010-889888 2 1

71 社会福祉法人新生寿会　ありすの杜きのこ南麻布 老人福祉・介護事業 栄養士 13040-409588 8 3

72 株式会社キュー・テック その他の専門サービス業 技術職／ＭＡ・映像編集 13040-751388 3 3

73 日本フェンオール株式会社 電子応用装置製造業 技術職 13010-944688 1 3

76 株式会社　オムテック とび・土工・コンクリート工事業 技術・施工管理・施工作業 13090-15988 3 3

78 特殊電装　株式会社 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

80 吉田プラ工業　株式会社 その他のプラスチック製品製造業 成形技術 13120-34988 2 3

86 小島屋乳業製菓　株式会社 各種食料品小売業 品質管理職 13080-566988 1 3

88 山下電気　株式会社 工業用プラスチック製品製造業 技術／品川区 13040-236388 2 3

96 株式会社　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

社内ＳＥ 13010-905388 1 3

デザイナー 13010-901888 1 3

商品開発 13010-902788 1 3

セールスエンジニア
（営業技術支援） 13010-906488 5 3

101 メトロ製菓　株式会社 パン・菓子製造業 洋菓子の製造・製品梱包 13080-357188 3 3

整備職（建設用機械器具レンタル） 13010-914088 80 3

営業職（建設用機械器具レンタル） 13010-917588 100 3

113 株式会社　アルス 他に分類されない事業サービス業 デザイナー職 13010-384388 1 3

施工管理職（神奈川県川崎市） 13130-130688 1 3

施工管理職（東京）
 13130-133488 1 3

商品管理 13090-187988 2 3

輸入チーズ加工職　製造 13090-186688 4 3

ネットワークエンジニア 13030-227288 3 3

カスタマーエンジニア 13030-228588 3 3

120 医療法人社団　正翔会　横須賀歯科医院 歯科診療所 歯科助手 13060-64288 1 3

7 専門職・その他

6 介護福祉

老人福祉・介護事業社会福祉法人　ノテ福祉会62

老人福祉・介護事業株式会社　トリードアート93

その他の機械器具卸売業株式会社　東機貿15

プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業マサル工業　株式会社21

警備業株式会社　セノン29

一般産業用機械・装置製造業株式会社　宇野澤組鐵工所30

電気機械器具修理業株式会社　ファースト・デザイン・システム36

建築工事業（木造建築工事業を除く）旭コンステック　株式会社44

印刷業町田印刷　株式会社69

機械修理業（電気機
械器具を除く）

新興サービス　株式会社116

その他の窯業・土石
製品製造業

日本インシュレーション株式会社　東京本部114

その他の飲食料品小売業ムラカワ　株式会社115

他に分類されない小売業セフテック　株式会社98

各種物品賃貸業株式会社　アクティオ107
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

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

株式会社　優良住宅
ローン
(貸金業)
1308-451115-7

総合職（住宅ローン
事務）
13080-328688

・住宅金融支援機構「フラット３５」に係る事務全般の内いずれかの業務
・住宅ローン審査
・住宅ローン営業事務（申込の受付から貸付までの案件管理）
・住宅ローン債権管理（貸付後の案件管理）
・住宅ローン利用促進活動（既存、新規取引先向）

3 大卒 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）あ
れば尚可

1

1 総合職 9

株式会社　テクノーブル
(医薬品・化粧品等卸売
業)
2703-100919-7

総合職（営業開発職）
東京営業所
27030-73488

営業開発職
・当社独自開発の化粧品有用性素材を国内外の化粧品メーカーへ提案ならびに販
売
・国内外の化粧品メーカーとの企画立案
・当社社内での商品企画

2 大学卒業 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

1 総合職 10

株式会社　レーベンコ
ミュニティ
(建物サービス業)
1301-660043-0

総合職（営業職・コン
サルティング職）
13010-616088

一般に「フロントマン」と呼ばれるマンション管理運営アドバイザー、または、建物設
備系コンサルテイングの営業です。分譲マンションを購入・居住されているお客様
のために、快適な生活が出来るよう、資産であるマンションの維持・管理・運営のサ
ポートをする仕事です。建物の維持管理を通じた生活創造のプロデュースを行いま
す。
・マンション管理の企画提案、調整　・総会・理事会の運営支援　　・管理組合、区分
所有者へのアドバイスなど　　・保守点検立合

3 大学卒業
（学部学科不
問）

不問 3

1 総合職 13

株式会社　管理バンク
(建物サービス業)
1301-651743-5

総合職（事務職）
13010-659088

（主な業務内容）
・建設業全般サポート　　・不動産業全般サポート　　・賃貸管理業全般サポート
・ホテル業務全般サポート　　・書類作成　　・来客対応　　・業務用品管理

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校卒
（学部学科不
問）

不問 3

1 総合職 14

株式会社　英國屋
(男子服小売業)
1301-583575-0

総合職（販売・営業）
13010-696688

世界で活躍するエグゼクティブにふさわしい装いをご提供する『銀座英國屋』で販
売・営業職を担当して頂きます。
・店舗内でのオーダー紳士服・婦人服、高級既製服および服飾品のコンサルティン
グ販売。
・お客様が着用する場所、場面に相応しい装いを提案。　　・法人へのギフト営業。
会社役員、個人事業主等、エグゼクティブの方々より、長年にわたり、ご愛顧を頂
いております。お客様に対して担当制となります。

5 大学
（学部学科不
問）

不問 3

1 総合職 18

山九　株式会社　東京
支店
(倉庫業（冷蔵倉庫業を
除く）)
1306-16130-4

エリア総合職
13060-199688

○コンテナヤード・コンテナターミナル運営管理、船舶代理店保管、流通加工、梱
包、配送、倉庫運営管理
○地域に根差して物流のプロとしての専門性を発揮し、支店を担う幹部を目指して
いただきます。
○意欲があり、チャレンジ精神旺盛なバイタリティあふれる人財を求めています。

6 大学卒 不問 0

1 総合職 20

エム・ビー・エーインター
ナショナル株式会社
(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

1 総合職 25

株式会社シービーエス
(建物サービス業)
1304-621138-3

総合基幹職
13040-443888

総合基幹職（人事労務管理、顧客管理、収支管理、新規営業、その他）
将来の経営幹部候補として採用し、全社における様々な業務を経験します。
入社後は、固定得意先に常駐する弊社スタッフの人事労務管理や技術指導、契約
作業の進捗管理、収支管理などを行う事業部門に配属となりますが、将来的には
新規営業、総務、人事、財務、新規事業開発など、適性に応じてローテーションを
行います。

5 大学（学部学科
不問）

不問 4

1 総合職 26

株式会社　ペッパー
フードサービス
(食堂，レストラン（専門
料理店を除く）)
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 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

1 総合職 28

トーイン　株式会社
(印刷業)
1313-417727-9

総合職
13130-173988

食品や化粧品等のパッケージを作っている会社です。スーパーやコンビニでよく見
かけるお菓子やアイスのパッケージ（箱）を取り扱っています。
以下の、いずれかの業務を担当します。
※営業技術・品質・価格等を提案し、お客様と共に製品を作り上げていく「提案型営
業」です。外勤の他、内勤（設計業務や事務の一部）もあります。
※生産管理生産予定の作成、進捗確認
※生産技術原材料面・機械面の改善改良、製造工程のバックアップ

20 大学院・大学卒 不問 否

1 総合職 35

株式会社　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

弊社は「資格の総合スクールＬＥＣ」の呼称で、全国に資格支援予備校を展開し、お
かげさまで創立４０周年を迎えました。近年では就労支援事業をはじめとした官公
庁からの受託事業や企業や大学への講座提供、保育事業へも展開しており、更な
る発展に向けて人材を募集しております。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 大学院卒
大学卒
短大卒
専門学校卒

不問 5

1 総合職 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）
13080-100788

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
開発：土地の仕入れ、物件の開発・調査
法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取り
住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理
メディア戦略：物件パンフレット作成、物件ホームページに関する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

1 総合職 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）総合職
13080-101688

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
開発：土地の仕入れ、物件の開発・調査
法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取り
住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理
メディア戦略：物件パンフレット作成、物件ホームページに関する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

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 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）一般職
13080-102988

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
開発：土地の仕入れ、物件の開発・調査
法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取り
住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理
メディア戦略：物件パンフレット作成、物件ホームページに関する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

1 総合職 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

管理部門総合職（総
務・人事／経営企画
／経理）
13080-103388

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
総務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務人事
諸制度等の人事業務。
経営企画：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する業務、各種規定に関
する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務
経理：税金処理に関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

1 総合職 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

管理部門一般職（総
務・人事／経営企画
／経理）
13080-104488

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
総務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務人事
諸制度等の人事業務
経営企画：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する業務、各種規定に関
する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務
経理：税金処理に関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

1 総合職 41

株式会社　エヌビーエ
ス
(ガラス・同製品製造業)
1303-208928-7

総合職（事務）
13030-35588

弊社は総合硝子加工メーカーとして著名な物件への納入実績が国内トップグルー
プの企業です。２０１８年冬期には福島県に新工場が稼働します。２０２０年に向け
て硝子需要が高まる中、大型の硝子加工が可能となり、積極的に売上をのばして
いきます。
硝子の受発注業務を担当していただきます。パソコンを使用して受注→生産指示
→納品確認等注文主との電話やメールでのコミュニケーションを担当していただき
ます。

2 大卒 ワード
エクセル
ＰＣ操作

否

1 総合職 43

株式会社メモリアル
アートの大野屋
(冠婚葬祭業)
1308-624201-5

総合職（営業および
事務）
13080-83188

【お墓】・霊園、墓地のご紹介／墓石工事・企画提案　・お墓の引越し（改葬）のお手
伝い　・お墓の免震施工、メンテナンス
【お葬式】・様々な葬儀プラン、斎場のご案内　・葬儀の生前準備のお手伝い、企
画・提案　・「家族葬」「社葬」「終活」等セミナーの開催
【お仏壇】・最適なお仏壇選びのお手伝い　・「手元供養」商品の販売　当社の事業
に付随する事務の業務を含む。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
＊入社までに
取得

5

1 総合職 48

株式会社　ユニシス
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1303-618694-3

総合職（事務）
13030-271988

・生産管理
生産計画立案、現場への製造指示、原価計算
原材料の購買、出荷管理（在庫、外注、納期、進捗管理）
・総務
社内文書作成、通知、発注業務
来客対応、電話対応、問合せ対応、労務管理、勤怠管理、給与計算、求人業務

1 大学卒 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

1 総合職 48

株式会社　ユニシス
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1303-618694-3

総合職（営業）
13030-269288

海外顧客への営業活動全般
・既存顧客の管理
納期や仕様確認、価格交渉及び不具合対応
・拡販及び新規顧客発掘
・海外展示会の対応
※メールと電話による顧客との交渉、工場との案件に応じた打合せがメインの仕事
です。海外出張は年に１～２回程度。

1 大学卒 不問 3

1 総合職 53

ヨシモトポール　株式会
社
(建設用・建築用金属製
品製造業（製缶板金業
を含む）)
1301-211836-9

総合職（適性に応じ
て右記職種に配属）
13010-652588

１）技術職（設計）
図面や構造計算書の作成を主として様々なポールの設計を行います。
２）技術職（技術開発）
新製品や新技術の研究開発を主に行います。
３）技術営業職
取引先の需要を聞き取りそれに合致する製品や技術を提案するなど、エンジニア
の要素も大切となる職種です。

5 高専・大学・大
学院卒
（学部学科不
問）
理工系履修
者、尚可

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
（必須）

3

1 総合職 57

三興塗料　株式会社
(化学製品卸売業)
1309-208239-3

総合職
13090-78188

・総合職は営業（営業部）と営業事務（業務部）の配属となります。
【営業】企画提案営業、ノルマはありません。顧客要望に合わせ、受注、納品、集金
または現場調査も行います。現場に合わせた塗料の選定や施工方法を企画提案
します。販売ノルマはありません。
【営業事務】営業部のサポートと顧客からの電話受付応対、商品の受発注、管理、
在庫や納期管理、請求書や資料作成など多岐にわたるので、会社にとって縁の下
の力持ち的な存在です。

2 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3

1 総合職 64

日本システムバンク　株
式会社
(不動産管理業)
1801-106601-1

総合職（営業・メンテ
ナンス）
18010-183588

・コインパーキングシステム等の定期点検
・コインパーキングシステム等の取付、修理、交換
・機器入替等の提案、入替作業　・消耗品の補充等
・コインパーキングの集金、清掃　・現場出動応対
・新規顧客開拓（地主等への訪問営業）
・既存顧客フォロー（駐車場利用状況報告等）　・駐車場近辺調査

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許

3

1 総合職 66

株式会社　日立オート
サービス
(自動車小売業)
1303-623553-6

総合職
13030-262788

事務系／営業、経理、総務等
※配属先は、応募者のスキルや適性等を考慮して決定します。
（主な担当業務）
＊営業：新車、中古車のリースや販売
＊経理：伝票仕訳・処理、決算業務等
＊総務：社会保険事務手続、採用業務等

2 大学院・大学卒 不問 1

1 総合職 68

株式会社　スズヤス
(石油・鉱物卸売業)
1302-416514-2

総合職（営業）
13010-760388

・営業は、大手自動車部品メーカーやＯＡ機器メーカー、建材加工会社などを主要
顧客とし、お客様の所に訪問し、会話を通じた営業活動を行って頂きます。
・販売品種は鋼材（主に鋼板）です。尚、異動・転勤は有りますので予めご了承下さ
い。

4 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

1 総合職 70

株式会社　ナカノ商会
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-617126-1

総合職
（営業、入出庫管理、
事務）
13130-197888

保管貨物の管理業務に係わる入出庫業務、人員シフト配置業務を先輩社員の指
導を受けながら経験し、１～２年後にはアルバイトのチームリーダーになっていただ
きます。
その後、業務手順や人員配置を構築できる、所内リーダーとなり、アルバイトパート
の採用活動も含めた労務や、営業事務も学びます。

3 大学・短大・専
修学校卒

不問 3
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

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 72

株式会社キュー・テック
(その他の専門サービス
業)
1304-214752-9

総合職／制作進行管
理・営業
13040-752488

適性判断の上、主に下記２種のどちらかの業務となります。
１．制作進行管理
アニメ・映画・音楽等ＢＤ／ＤＶＤのスケジュールマネジメントを行います。映像やデ
ザイン等、各種調整を行う事で幅広い知識と経験が得られます。
２．営業
既存のお客様のフォロー、新規企画提案から案件毎の予算進行管理まで。新規の
お客様の獲得（ノルマはありません）

3 大学院・大学・
短大・高専

不問 3

1 総合職 74

株式会社ダイアナ
(繊維品卸売業（衣服，
身の回り品を除く）)
1307-313334-9

総合職
13070-497988

プロポーションメイキングの総合コンサルティング事業
フランチャイズ展開事業（店舗）に関わる業務を担当していただきます。
具体的には、フランチャイズ店舗のサポート業務、フランチャイズ店の売上、戦略、
人材育成のサポートの業務についていただきます。

2 大学院・大学
（学部学科不
問）

不問 3

1 総合職 75

株式会社　山元
(各種物品賃貸業)
1302-308268-8

総合職（業務職・営業
職）
13010-757588

【スケジュール】
・入社から当面の間は商品センターで業務職として物流業務の基本と商品知識を
学んでいただきます。その後、本人の希望を考慮した上で、適性により営業に異動
となる場合もあります。（業務ローテーションによる）
＜業務職＞レンタル商品陳列器具の商品管理（入出庫、在庫管理、保守メンテナ
ンスほか）
＜営業職＞百貨店等クライアントへの催事イベント会場づくりにかかわる提案営業

10 大学・短大・専
修学校卒
（学科学部不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

1 総合職 78

特殊電装　株式会社
(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

1 総合職 89

富士レックス株式会社
(旅館，ホテル)
1303-620646-1

総合職（事務又は管
理業務）
13030-104288

・事業内容：競艇投票券場外発売場・ホテル・レストラン・損害保険代理店
・職務内容：事務職（経理・総務）
（事務）勤怠管理、給与計算、スケジュール管理、現金出納、月次決算、入出金伝
票処理等
（管理業務）施設管理等、フロント業務（接客）等、商品管理等

5 大学卒・短大卒
（学部学科不
問）

不問 3

1 総合職 91

共和物産　株式会社
(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

鉄・アルミニウム・百貨店・住宅建材等、日本の基幹業界において取引先様の製品
や商品の包装、梱包作業を行う労働集約型の企業です。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、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。
第一種衛生管理者等必要な資格は入社後、当社費用負担にて取得して頂きます。

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

3

1 総合職 95

セコム株式会社
(警備業)
1307-341364-5

総合コース
13070-205688

セコムグループの中核を担う社員。入社後は警備現業職へ配置となり緊急対処巡
回、保守点検、ＡＴＭ障害対応等の業務に就きます。将来は適性、能力に応じ、営
業・業務・管理等の部門への異動、登用もあります。

5 大学 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

1 総合職 97

日本リビング株式会社
東京営業本部
(他に分類されない卸売
業)
1307-939293-4

総合職
13070-460588

「美・癒し・健康」をテーマにアロマや生活雑貨で環境にやさしい商品を提供してい
るお店です。また女性をターゲットにした店舗開発・商品開発を行っている会社で
す。お店は関東を中心に６３店舗展開する安定企業です。主に都内有名百貨店や
駅ビルの中に店舗があり駅からすぐの場所にありますので通勤しやすい立地で
す。最初は店舗配属（１）接客・販売（２）商品検品・品出し前出し（３）売場づくり・メ
ンテナンス作業、将来的には（１）本部にて営業企画・マークティング（２）仕入業務・
海外交渉など幅広く活躍して頂きます。

3 大学院・大学
（留学生の場合
：経済学部・経
営学部・商学部
）

◎日本語能力：
日常会話に支
障の無い方（日
本語能力試験
２級以上）◎ベ
トナム語：ネイ
ティブレベル◎
英語：日常会話
程度

否

1 総合職 103

株式会社　アバハウス
インターナショナル
(衣服卸売業)
1307-353299-5

総合職／首都圏

13070-348588

お客様に気持ち良く店内をご覧いただき、お買い物をしていただく為のお店作り（商
品コンディション管理や店舗レイアウトなど）から接客・販売までをしていただきま
す。経験を積んだのち、マネジメント全般も行います。国内では外国人のお客様が
増えており、弊社は中国での出店も広げています。ぜひ皆さんの能力を活かして下
さい。中国語の会話ができる方、日本語の読み書きができる方、歓迎です。グロー
バルな人材を求めています。【取扱いブランド】：ＡＢＡＨＯＵＳＥ　Ｒｏｕｇｅ　ｖｉｆ　Ａｂａｈ
ｏｕｓｅ　Ｄｅｖｉｎｅｔｔｅ　ａｌｆｒｅｄｏ　ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ　等１６ブランド

10 専修・高専・短
大・大学・大学
院

日本語能力検
定１級

3

1 総合職 104

株式会社　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。２０１９年新卒採用者の勤務地は、本社東京です。

2 大学卒（学部不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）

3

1 総合職 106

株式会社　ロッテリア
(食堂，レストラン（専門
料理店を除く）)
1308-625362-0

総合職
13080-371388

＜店舗運営マネジメント業務＞
・商品の製造・販売　・カウンターでの接客
・売上利益の管理　・人材育成　・在庫管理など
店舗運営マネジメントを学んだ後、オーナー（フランチャイズ）リージョナルマネー
ジャー／サポートセンター（本社）へのキャリアアップができる。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3

1 総合職 108

丸宇木材市売　株式会
社
(建築材料卸売業)
1313-203346-8

総合職（営業）
13130-72288

営業として勤務していただきます。仕事内容は週１回行われる市において、木材を
セリで販売します。市が開催されない日は、小売店様への営業訪問活動や構内作
業、出荷元の製材業者様との応対などをします。入社後２年間は、営業所にて先輩
社員の手伝い、構内作業、集金業務などを行い、木材の知識の習得・向上、会社
業務、外部のお客様との応対をして仕事を覚えていきます。概ね入社３年目から、
出荷元である製材業者様の担当を持ち、上記の仕事内容を行っていきます。
※社用車を使用のため普通自動車運転免許が必要です。

10 大学、短大、専
修学校卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定の方
は、入社までに
限定解除を
行って下さい）

3

1 総合職 110

株式会社　アデランス
(その他の織物・衣服・
身の回り品小売業)
1308-617210-9

事務系総合職
13080-454488

事務系総合職
＜募集部署＞情報システム部、商品企画開発部、通信販売部、法務部、人事部、
総務部、アセアンエリア部、欧州エリア部、米国エリア部、サプライチェーンマネジメ
ント部、アジア営業部、医療事業推進部、東日本営業統括部、経理部
店舗運営がスムーズに進められるよう、各部署において企画や管理面で現場の
バックアップを担います。適性等を判断の上、各部署へ配属いたします。

15 大学・短大・高
専専修学校

不問 3
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1 総合職 112

ミニメイド・サービス　株
式会社
(家事サービス業)
1307-620030-4

社員教育管理・業務
管理（総合職）
13070-139288

１家事代行サービススタッフの育成と教育指導
２スタッフの勤怠及びスケジュール管理
３フランチャイズ店のサポート業務
先輩がサポートしますので安心して業務を覚えられます。

2 大学卒 パソコン（エクセ
ル・ワード）

3

1 総合職 117

京急開発　株式会社
(不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）)
1306-3468-7

総合職
13060-38488

●商業施設やオフィスビル等の賃貸
●レジャー施設の管理・運営
●ボートレース土地建物の賃貸・管理
●総務・人事・経理等の事務
●就業場所は入社後、本人の適性により決定させていただきます。

5 大学卒・短大卒 不問 否
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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

2 営業 15

株式会社　東機貿
(その他の機械器具卸
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

3

2 営業 16

株式会社　五光製作所
(その他の輸送用機械
器具製造業)
1307-349516-4

営業
13070-479788

鉄道、バス、船の製造メーカーに対し販売活動を行います。
要求される技術仕様に対し打合せを行い製品化を実現します。
販売後も、エンドユーザーである鉄道・バス・船会社（ＪＲ・船主等）に取扱説明やメ
ンテナンスのアフターフォローを行います。
営業センスとともに技術的素養が求められます。

2 専修学校
高専
短大
大学
大学院

理系優遇

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
優遇

3

2 営業 21

マサル工業　株式会社
(プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業)
1309-414492-5

営業職
13090-138988

（１）通信・電設資材卸および工事業者への商品とサービスの訴求、公益企業への
提案営業、新商品開発に係る情報収集
（２）農業用かん水資材等の営業業務、販売店および関係機関へのＰＲ・設計支援
基本的にルートセールスです。先輩社員が丁寧に指導しますので、安心してご応募
ください。

2 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

2 営業 21

マサル工業　株式会社
(プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業)
1309-414492-5

営業職（地域限定勤
務）
13090-140188

（１）通信・電設資材卸および工事業者への商品とサービスの訴求、公益企業への
提案営業、新商品開発に係る情報収集
（２）農業用かん水資材等の営業業務、販売店および関係機関へのＰＲ・設計支援
基本的にルートセールスです。先輩社員が丁寧に指導しますので、安心してご応募
ください。

2 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

2 営業 22

株式会社　東京スパリ
ア商社
(機械器具小売業（自動
車，自転車を除く）)
1313-205675-0

住宅設備機器販売
13130-175488

一流メーカー代理店とし販売・施工管理を伴いながら販売店と共に協力しながらよ
り良いサービスを提供します。お得意様先での、設備機器の管理とアフターフォ
ロー。ルートセールス。
※営業活動に社用車を運転します。

2 大学・短大・専
修卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3

2 営業 24

ハウスコム株式会社
(不動産代理業・仲介
業)
1304-247513-2

ハウジングアドバイ
ザー
賃貸仲介営業
13040-679888

・お部屋探しのお客様へ賃貸マンション・アパートの紹介、契約書類の作成、ご契
約・鍵渡しまでの仲介業務。・入居後のお客様へのサポート業務。・新築や空き部
屋のある賃貸建物をお持ちのオーナー様から客付けを任せて頂く仕入れ業務。・ご
紹介可能物件の写真を撮影し、インターネットに掲載する業務。
・入社後は約１ヶ月の研修（内、２週間程度は合宿）で社会人としてのマナーから業
務についてまで学ぶことができます。

100 専門学校、短
大、大学、高
専、大学院卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得必須

否

2 営業 24

ハウスコム株式会社
(不動産代理業・仲介
業)
1304-247513-2

リフォームアドバイ
ザー
リフォーム営業
13040-688788

お部屋探しをしているお客様（入居者様）に対して、最適な物件を選び出し、地域の
魅力を含めた暮らしをご提案している賃貸仲介サービス業のハウスコム。
リフォームコムは大切なオーナー様との関係を構築し、お部屋という「モノ」のご提
供だけでなく、お住まいになった後のよりよい生活を提案する、「コト」のご提供とし
て、みなさんにはリフォーム事業に関わっていただきます。

5 専門学校、短
大、高専、大
学、大学院卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得必須

否

2 営業 27

大関化学工業株式会
社
(油脂加工製品・石け
ん・合成洗剤・界面活性
剤・塗料製造業)
2802-101494-3

営業
28020-84788

☆官公庁、設計事務所、建設会社、防水工務店へのパラテックス防水材および特
殊塗料の営業活動全般を担当して頂きます。

1 大学卒、短大
卒、専修卒

普通運転免許 2

2 営業 31

Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1313-623795-3

営業
13130-215188

クラウド型コールセンター／クラウド型ＰＢＸの営業・マーケッティング・販売促進
・電話、メールによる問い合わせ対応　　　　　 ・顧客への訪問、提案
・提案、販売促進のための企画、資料作成　　・サービス向上のための企画
・顧客情報のフィードバック取りまとめ　　　　・料金の回収　　・デモンストレーション

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校卒

不問 3

2 営業 32

ミズホ　株式会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1301-100805-6

営業職
13010-955488

・手術台や周辺機器、整形・脳外製品（脳動脈瘤クリップ・整形外科インプラント）の
販売。
・代理店と協力しての営業活動。
・手術の現場に立ち会うことも重要な仕事の一つです。

3 大学院・大学
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

1

2 営業 34

株式会社グローリア
(不動産管理業)
1307-323991-7

営業職
13070-194488

・不動産の売買、仲介、賃貸管理及びサブリースに係る業務。
・自社ブランド収益用アパートの建築用地の仕入れ、建築企画及び販売。
・戸建、マンションの売買及び仲介。
・アパート、マンションの賃貸管理。
・中古マンションの買取り、リノベーション販売。
まずは、不動産取引に関る上記の業務について経験を積んでいただきます。

2 大卒以上 不問 2

2 営業 38

株式会社　アバール
データ
(電気計測器製造業)
1319-3562-5

営業職
13190-40288

＊産業用コンピュータ、組み込みモジュール、通信関連機器、画像処理装置、計測
制御装置等の企画・開発・設計・製造・販売。
○営業職：法人向け製品の提案・販売
製品を販売するだけでなく、システム提案を行ったり、お客様の要望を叶える受託
開発の提案も行います。国内外、業界・業種を問わず商談となる機会が多々ありま
す。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（履修科目不
問）

外国人応募者
の場合、日本
語でコミュニ
ケーションが取
れること、日本
語の読み書き
ができること。
普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

2 営業 39

丸喜　株式会社　東京
支店
(他に分類されない卸売
業)
1303-8170-2

営業（ルート）
13030-181888

・全国の冠婚葬祭互助会、仏壇店、葬儀店へのルート営業（東京支店の担当エリア
は関東以北東北まで）
・入社後は商品知識習得のため、商品管理業務やパソコンによる問合せ等の業務
を行っていただきます。
・また販売知識習得のため、営業員と同行による納品業務等も順次行っていただき
ます。

2 大学、短大、高
専

普通自動車運
転免許
ＡＴ限定可

3
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2 営業 40

株式会社　グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

コンサルティング営業
職
13080-105088

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です
投資用マンションを通じてお客様の資産運用やライフプランの提案をする仕事です
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
あれば尚可

3

2 営業 41

株式会社　エヌビーエ
ス
(ガラス・同製品製造業)
1303-208928-7

営業職（ルート営業）
13030-282088

既存顧客を中心に、様々なガラスの営業をしていただきます。
全国のガラス特約店、ゼネコン各社、ドアメーカー施工業者などが営業先になりま
す。
最初は先輩社員に同行して、仕事の流れを学んでいただきます。

2 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）
エクセル
ＰＣ操作

否

2 営業 44

旭コンステック　株式会
社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
2310-3701-7

営業職
23100-59388

住宅やメーカー、ゼネコン、設計事務所などを中心に、建築・土木分野及び工事の
受注活動や、デザイン事務所へのオリジナル商品（特許保有）の提案活動などを
行っていただきます。
地上から地中まで全てが営業対象です。提案力、プレゼン力、ヒアリング力など、
相手のニーズを聞き出し、それに応える提案力が身につきます。

2 大学・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

2 営業 47

株式会社　デビカ　東京
支店
(他に分類されない卸売
業)
2301-616568-3

文房具の営業職
13120-73788

＊当社が企画・製造した文房具を、卸・本部・通販・小売店へ提案、営業
＊パソコン（ワード・エクセル）出来る方

1 大学卒（学部問
わず）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 49

高俊興業　株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

営業職
13080-527188

当社の仕事は工事全体をまとめるゼネコンなどの建設会社と、廃棄物処理に係る
委託契約を締結することから始まります。その最初の入り口、つまり契約をとってく
るのが営業のお仕事です。
様々な工事現場がありその時々で出る廃棄物が違うため、現場に見合った提案を
していくことが大切になります。

2 大学卒 不問 否

2 営業 54

株式会社　アロワーズ
(建築リフォーム工事業)
1308-449031-9

営業
13080-517488

営業部にて移転コンサルティング営業をしていただきます。
１）移転を計画している企業に訪問し、お客様の要望をヒヤリングします。
２）社内でパートナー企業への連絡や提案書の作成を致します。
３）再びお客様先でプレゼンテーションをして受注を目指します。
４）お客様の移転の立会いやその後のアフターフォローを行うこともあります。
○これに伴う事務作業、データ入力、電話対応、現場立会いなどがあります。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

2 営業 56

株式会社　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。習熟度に応じて帳票設計・仕様提案等の
顧客満足度の向上を促進し、新規案件並びに新規顧客の開発を展開。

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

2 営業 58

株式会社　タカラレーベ
ンリアルネット
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（６８不動
産取引業）)
1301-660475-5

不動産営業
13010-34688

〈新築マンションの営業販売業務全般〉他者が企画・開発をおこなったマンションに
て、お客様への営業活動をおこなっていただきます。東証一部上場のマンションデ
ベロッパーである「タカラレーベン」のグループ会社として、信用はもちろんの事、着
実にステップアップできる育成をお約束します。営業活動は首都圏各モデルルーム
となります。
〈主な業務〉・新築購入でいらっしゃったお客様に対する営業　・お客様からの問い
合せ対応　・ポスティングやチラシ配布による集客

5 大学卒・大学院
卒・専修卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 60

日本アイ・エス・ケイ　株
式会社
(その他の金属製品製
造業)
0804-614646-8

営業（セールスエンジ
ニア／つくば市）
08040-67888

・当社が設計、開発、製造する「歯科治療機器」「耐火金庫」「工具機器」「自動棒材
供給機」などの販売およびメンテナンス。
●ＢｔｏＢ営業：担当エリア内の代理店、ディーラー、商社などへの訪問。展示会の
企画、出展、アテンドなど。
入社後、半年～１年程度、製造・技術研修を受け、確実なモノづくりのノウハウ・ス
キルを身に付けた後、配属となるので、文系理系問わず安心してチャレンジしてく
ださい。（研修期間中は、寮・食事完備）

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修、能開校
＊全学歴履修
科目等不問

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定不可）

3

2 営業 60

日本アイ・エス・ケイ　株
式会社
(その他の金属製品製
造業)
0804-614646-8

営業（セールスエンジ
ニア）／東京都台東
区）
08040-68788

●技術営業：当社が設計、開発、製造する「歯科治療機器」「耐火性金庫」「工具機
器」「自動棒材供給機」などの販売およびメンテナンス。
●ＢｔｏＢ営業：担当エリア内の代理店、ディーラー、商社などへの訪問。展示会の
企画、出展、アテンドなど。入社後、半年～１年程度、筑波工場（茨城県つくば市）ま
たは中之条工場（群馬県中之条町）にて製造・技術研修を受け、確実なモノづくりの
ノウハウ・スキルを身に付けた後、配属となるので、文系理系問わず安心してチャ
レンジしてください。（研修期間中は、寮・食事完備）

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修、能開校
＊全学歴履修
科目等不問

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定不可）

3

2 営業 67

文化シヤッターサービ
ス　株式会社
(その他の設備工事業)
1309-205014-7

営業
13090-372988

・商業施設やビル・駅などに設置されている、シャッターの管理会社へのルート営業
を主にしてもらいます。
・シャッター・ドアの定期的な点検をお客様に勧めたり、契約先の点検や工事の立
会いをします。
・事務所内では電話対応、点検報告書の確認、見積書の作成をします。
先輩社員に同行し、一から丁寧に仕事の流れを教えます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修
卒（学部学科不
問）

普通自動車第
一種免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 69

町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

営業職
13010-887288

・営業職
実際に印刷物を作成するのは当社製造部門ですが、お得意様に意向をうかがい、
または提案を行いながら、印刷物の製造工程をコーディネートする役割です。
※印刷物の色調確認を伴う仕事です。（カラー原稿、印刷物の色調確認作業）
※パソコン入力（ワード・エクセル必須）

2 大卒
（学部学科不
問）

パソコン入力
（ワード・エクセ
ル必須）

1

2 営業 73

日本フェンオール株式
会社
(電子応用装置製造業)
1301-541853-7

営業職
13010-941588

当社が取り扱う感知機器、防災設備、温度制御・温度センサーなどの製品を活用
し、お客さまのご要望に合わせた提案型の営業を行っていただきます。

1 大学院、大学、
高専卒
（学部学科不
問）

不問 3
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2 営業 76

株式会社　オムテック
(とび・土工・コンクリート
工事業)
1309-405760-5

営業
13090-16388

＊設計事務所・コンサルタント・ゼネコンへの提案業務＊
基礎のプロとして、最適・最新工法を提案し、一般ビル・工場のみならず、鉄道ホー
ムドア・携帯基地局の鉄塔・高圧電線の鉄塔・変電圧の基礎・メガソーラーの基礎・
耐震工事などの幅広い分野の基礎を施工しています。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 79

株式会社　イチネンＴＤ
リース
(自動車賃貸業)
1304-4388-0

営業
13040-474288

法人のお客様に対して、自動車リース（車両の調達、定期点検、車検、各種税金・
保険の手続き、事故対応など車両に関する管理業務等をパッケージ化したサービ
ス）をご提案し、車両管理に対する人員・コスト削減等を実現します。主に電力関連
会社がお取引先となり、社会貢献につながる仕事です。

3 大学、短大、専
修学校卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3

2 営業 81

株式会社田中歯科器
械店
(その他の機械器具卸
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

2 営業 84

シャディ株式会社
(各種商品卸売業)
2712-400143-6

営業
27120-45288

担当店舗や担当企業の売上を伸ばすため、販売戦略や商品戦略などを経営者に
アドバイスすること。

3 大卒以上 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

2 営業 86

小島屋乳業製菓　株式
会社
(各種食料品小売業)
1308-100482-5

営業職
13080-234088

・取引先企業や顧客のニーズ、市場の嗜好性を分析し当社製品に反映させるマー
ケティングを含む提案型営業（取扱い品目、アイスクリーム、ケーキ等）

1 大卒 普通免許（ＡＴ
可）
あれば尚可

3

2 営業 87

日本塩回送　株式会社
(港湾運送業)
1304-14977-5

営業
13040-519388

財団法人塩事業センターが塩事業法による財務大臣の指定を受けて供給・備蓄す
る塩の輸送を中心に、その他の貨物を船・トラックにて配送する物流業務の全般に
かかわる営業
道路凍結防止利用塩の輸入、配送にかかわる営業

2 大学
（学部学科不
問）

自動車普通自
動車免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 88

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

営業・品質管理・購買
管理／品川区
13040-634288

・営業：ルートセールス、顧客対応、納期管理、見積り等
・品質管理：製品検査、生産工程の品質造り込み、品質保証等
・購買管理：外注管理、工程管理、材料手配、納入予定調整等

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

2 営業 90

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

営業
13080-190888

○システムエンジニアサービス（ＳＥＳ）の営業が中心です。
○既存顧客との取引が中心ですので、飛び込み、ノルマは一切ございません。先
輩営業が親切丁寧に教育します。
○文系・理系問いません。知識・経験がなくても意欲があれば大丈夫です。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3

2 営業 92

株式会社　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。入社後は約１ケ月間ほど本社にて社内システム（コン
ピューター操作方法、ＩＳＯ９００１、エコアクション２１など）及び商品研修を受けて頂
き、配属となりますので安心して業務を遂行できます。

2 大学
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 94

株式会社　エキスプレ
ス社
(広告業)
1302-401887-0

企画営業
13010-945988

サイン（看板）の企画・提案営業を行います。
クライアントの要望を聞き、提案と折衝を行いながら、社内・社外のスタッフと連携を
とり、企画から設計、施工まで、トータルに動かすプロデューサー的な役割をお任せ
します。

1 大学・短大・専
修学校
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 96

株式会社　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
営業業務
（１）ビルオーナー様へ現状の通信システム詳細説明
（２）ビルオーナー様へ利便性や導入の必要性を提案
（３）通信キャリア（ドコモ／ＫＤＤＩ／ソフトバンク等）の今後の通信事業展開を紹介

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

2 営業 98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

営業
13010-899688

大手ゼネコンや道路工事会社などメインのお客様に、バリケード、ガードフェンス等
の工事保安用品をルートセールスしていく仕事です。当社は昭和２７年の創業以
来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の国土づくりに貢献してまいり
ました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交通インフラに向けたソーラー
発電式の保安機材の提供も展開。また、イベントにおける誘導灯、熱中症対策グッ
ズやＡＥＤなど作業に従事する人の健康を守る機材なども幅広く取り扱い、トータル
に現場の安全を守るサービスを展開しております。

10 大卒（学部学科
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ不可）

3

2 営業 99

株式会社　ウエノ
(他に分類されない卸売
業)
1112-911342-5

営業職
11120-73588

営業職（ルートセールス）
固定得意先から注文を受け、納品するまでの一連の業務。
取扱メーカー約４，０００社　　ユーザー企業約５，０００社
主な取扱商品工作機械、産業用ロボット、工具類
主な得意先キャノン、ソニー、リコー、本田技研工業

10 大学
短大
専修学校

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3
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2 営業 100

株式会社オーシカ
(化学製品卸売業)
1309-200178-0

営業職
13090-242388

営業職（化成品事業部・建材事業部・海外事業部）
＊建築用・工業用接着剤の販売
＊合板・集成材等木材加工品の販売
※営業先は合板工場・集成材工場を中心に家具屋・建材問屋・ハウスメーカー及
び代理店など、既存顧客のルート営業になります。

3 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 101

メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

洋菓子販売・企画・営
業
13080-353988

自社ブランド店舗「ロイスダール」「ロイスピエール」や提携ブランドでの接客販売、
商品等の企画、提案営業など。

5 大学・短大・専
修学校

不問 3

2 営業 102

株式会社　ゼンユー（旧
社名：善友金属　株式
会社）
(ブリキ缶・その他の
めっき板等製品製造業)
2706-102977-0

営業
27060-50788

関東エリアを担当する営業
・新規開拓２割
・ルート営業８割
☆ノルマなどはありません

2 大卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
　応募時点でお
持ちの方

3

2 営業 105

牧村　株式会社
(繊維品卸売業（衣服，
身の回り品を除く）)
1302-300728-2

営業職
13010-928688

・繊維の専門商社として、法人向けの得意先営業を中心とした営業職
（東京支店勤務）
・「海外営業部」「製品営業部」２部門の営業職募集となります。

2 大卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

否

2 営業 109

株式会社　ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

印刷営業
13010-871788

［商業印刷営業］
・受注、印刷、製本、納品までの総合印刷営業
・得意先との製造打ち合わせから進行管理
・その他ルートセールス及び新規開拓営業
＜研修制度＞３ヶ月の基本工場研修にて印刷の内容を学んで頂きます。その後先
輩営業のアシスタントから始まり６ヶ月～１２ヶ月後に一人立ちして頂きます。
※カラ―印刷物を取り扱うため色の識別が必要となります。

3 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 110

株式会社　アデランス
(その他の織物・衣服・
身の回り品小売業)
1308-617210-9

カウンセラー（反響営
業）
13080-518088

カウンセラー（反響営業）
当社のＣＭ等をご覧になり、お問い合わせ頂いたお客様から髪のお悩みをヒアリン
グし、最適な商品・サービスをご提案するお仕事です。

4 大学・短大・高
専専修学校

不問 3

2 営業 113

株式会社　アルス
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-103579-6

営業職
13010-383988

＊商業施設・文化施設・展示会・イベント等の企画・立案及び提案
＊デザイナーとタイアップしたプレゼンテーション営業
＊施工現場の管理（施工業者の手配、工程管理等）
＊見積書の作成
当社の営業の仕事は、お客様が漠然と描いている店舗、ディスプレイイメージを担
当デザイナーと一緒に考え具体化する仕事。それが形となった時、やりがいを感じ
る事ができます。

1 大学・短大・専
修学校卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
あれば尚可

3

2 営業 114

日本インシュレーション
株式会社　東京本部
(その他の窯業・土石製
品製造業)
1313-621393-1

営業職（東京）
13130-136288

・当社断熱工事の受注営業
・プラント関連企業等（電力関連企業、石油関連企業、化学メーカー等）へ当社保温
材、耐火被覆材のスペックイン営業など工事営業

1 大学・短大・高
専卒
文理不問

不問 3

2 営業 116

新興サービス　株式会
社
(機械修理業（電気機械
器具を除く）)
1303-617630-8

営業
13030-229888

・取引先となるメーカーやエンドユーザーなど、お客様が課題と考えているＩＴ技術に
対して、解決策を提案し良好な環境でのシステムネットワーク運用を提案します。

2 大学院卒、大
学卒、短大卒、
高専卒、専修
学校卒、能開
校卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

2 営業 118

アートコーポレーション
株式会社
（アート引越センター）
(一般貨物自動車運送
業)
2701-632668-9

営業職（総合職）神奈
川ブロック
27010-18788

当社の営業は、飛込み営業ではなく、お問合せを頂いたお客さまに引越プランの提
案を行う営業です。
お客さまのご自宅でお引越の相談に乗り、ニーズを汲み取り最適なプランを提案す
る仕事なので、経験やテクニックよりも一件一件のお客さまを大切にする気持ちが
重要です。
当社が扱う商品は「物」ではなく「サービス＝人」なので、営業担当者自身の人的魅
力がそのまま商品の魅力につながる、やりがいのある仕事です。

2 大学院・大学・
短大・高専

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

3

2 営業 118

アートコーポレーション
株式会社
（アート引越センター）
(一般貨物自動車運送
業)
2701-632668-9

営業職（総合職）東京
北ブロック
27010-26788

当社の営業は、飛込み営業ではなく、お問合せを頂いたお客さまに引越プランの提
案を行う営業です。
お客さまのご自宅でお引越の相談に乗り、ニーズを汲み取り最適なプランを提案す
る仕事なので、経験やテクニックよりも一件一件のお客さまを大切にする気持ちが
重要です。
当社が扱う商品は「物」ではなく「サービス＝人」なので、営業担当者自身の人的魅
力がそのまま商品の魅力につながる、やりがいのある仕事です。

5 大学院・大学・
短大・高専

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

3

2 営業 118

アートコーポレーション
株式会社
（アート引越センター）
(一般貨物自動車運送
業)
2701-632668-9

営業職（総合職）東京
ブロック
27010-27688

当社の営業は、飛込み営業ではなく、お問合せを頂いたお客さまに引越プランの提
案を行う営業です。
お客さまのご自宅でお引越の相談に乗り、ニーズを汲み取り最適なプランを提案す
る仕事なので、経験やテクニックよりも一件一件のお客さまを大切にする気持ちが
重要です。
当社が扱う商品は「物」ではなく「サービス＝人」なので、営業担当者自身の人的魅
力がそのまま商品の魅力につながる、やりがいのある仕事です。

2 大学院・大学・
短大・高専

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

3

2 営業 118

アートコーポレーション
株式会社
（アート引越センター）
(一般貨物自動車運送
業)
2701-632668-9

営業職（総合職）多摩
ブロック
27010-28988

当社の営業は、飛込み営業ではなく、お問合せを頂いたお客さまに引越プランの提
案を行う営業です。
お客さまのご自宅でお引越の相談に乗り、ニーズを汲み取り最適なプランを提案す
る仕事なので、経験やテクニックよりも一件一件のお客さまを大切にする気持ちが
重要です。
当社が扱う商品は「物」ではなく「サービス＝人」なので、営業担当者自身の人的魅
力がそのまま商品の魅力につながる、やりがいのある仕事です。

2 大学院・大学・
短大・高専

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

3
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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
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仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格 既卒

2 営業 119

株式会社　コスモ・コン
ピューティングシステム
(ソフトウェア業)
1304-227544-2

営業職
13040-813988

●当社の営業職として以下の業務へ携わっていただきます。
・ソフトウェア開発の既存顧客の業務拡大　・プロジェクト要員管理　・顧客プロジェ
クトとエンジニアのマッチング
●当社の開発分野
＊先進技術開発、クラウド、ビッグデータ、ＩｏＴ、ＡＩなど　＊業務系Ｗｅｂシステム開
発（金融、生損保、流通、医療、製造、官公庁）　＊次世代映像研究開発　　＊コン
サルティング　＊スマートデバイス用アプリ開発　＊自社開発、社内受託開発

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3
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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

3 事務 10

株式会社　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として、以下の業務を担当していただきます。
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

3 事務 17

株式会社　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

3 事務 23

ＴＣＳビジネスソリュー
ションズ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-663982-9

総務事務
13010-253688

総務事務として下記業務に従事して頂きます。
・社員勤怠管理・給与計算・社会保険手続
・経費精密・事務用品発注
・採用業務補助・各種会議体の運営
・その他総務事務一式

1 大学院・大学・
高専
（学部学科不
問）

日商簿記３級
程度あれば尚
可

3

3 事務 29

株式会社　セノン
(警備業)
1308-107297-0

採用業務　人事業
務、業務推進業務
13080-305388

会社の根幹となる本社での勤務となります。
・採用業務…定期的な学校訪問。学生への会社説明会やイベントの実施。ＰＣを用
いた学生情報の入力、管理。
・人事業務…給与ソフトを利用した給与計算。人事・給与関係の社内資料作成。マ
イナンバー管理・運用。社内行事の主管組織として、事務局などの参加。
・業務推進…全国営業拠点のバックアップ。大規模物件への営業活動及びプレゼ
ンテーション。品質管理に関する企画立案、指導。

5 大学院、大学 不問 3

3 事務 31

Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1313-623795-3

総務　営業事務
13130-213488

事務の仕事です。
・各種書類作成、管理
・発注業務、備品管理
・電話、来客対応
管理部全般のサポート業務を担当いただきます。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校卒

不問 3

3 事務 45

ＪＢネットワーク　株式
会社
（他に分類されない事
業サービス業）
1301-658521-5

専門事務職
13010-864688

＊配送管理業務は受注してデータ化されたお客様の注文を何処の出荷基地と、運
送会社と、どのタンクローリーを使ってお届けするかといった配送計画を作る仕事
です。
＊受注業務は主に全国のお客様からの電話・ＦＡＸによる燃料油（ガソリン、灯油、
軽油など）の注文を受け付ける電話オペレーター的な仕事と、受注内容をシステム
に入力し、データー化する仕事です。
＊この他にも船舶用、航空向、離島向などの様々なニーズに対応し、安全供給を
最大の使命として、社会のインフラの一翼を支える仕事をしています。

5 大卒・短大卒
（学部学科不
問）

不問 1

3 事務 50

株式会社　ハート介護
サービス　新宿
(老人福祉・介護事業)
1308-931858-1

事務職（企画推進、
運営管理）
13080-292488

＊ヘルパー給与計算・支払　＊請求業務（国・自治体・利用者）
＊経理事務（入出金処理、報告書作成）
＊ヘルパー業務（利用者さんへのサービス）
＊既存の事務職をしながら、今年度より新設部署である「運営管理課」または「企
画推進課」として配属予定。
＊７支店をバックアップすべく総合的に管理していく業務です。

1 大学・短期大学
卒業
（学部学科不
問）

不問

※外国人留学
生の方は、日
常会話に困ら
ないＮ３レベル

以上の方

10

3 事務 61

株式会社　ハンセン
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-639968-4

ＯＡ事務
13040-146388

●一般事務
●オフィスサポート
●ヘルプデスク
●カスタマーサポート
※エンジニアへのキャリアＵＰも可能

5 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科は
不問）

不問 3

3 事務 63

東京コンピュータサービ
ス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

管理部門（総務／人
事／経理／業務管
理）
13010-126088

◇バックオフィス全般
単なる事務処理ではなく、会社全体を管理する基幹業務です。
※適性により、総務・人事・経理・業務管理他のいずれかの業務配属になります。

5 大学院、大学、
高専各卒
（学部学科不
問）

不問 3

3 事務 65

佐藤建設工業株式会
社
(電気工事業)
1304-12160-1

技術系事務（現場サ
ポートを含む）
13040-559988

・経理業務（決算、予算管理、分析）
・各支店・現場事務所の会計及び原価、管理ソフトの運用サポート
・総務・人事庶務、福利厚生業務
・関電工グループの一員として電気の安定供給に貢献しています。
※短期間ですが施工管理の応援に行く可能性があり、鉄塔上での検査がありま
す。

2 大学卒、大学
院卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3

3 事務 69

町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

一般事務職・工程管
理事務職
13010-888588

＊一般事務・・総務、経理
＊工程管理事務
営業職と製造工場の橋渡しとして、生産工程をコントロールする役割です。
※工程管理事務職の場合は印刷物の色調確認を伴う仕事です。（カラー原稿、印
刷物の色調確認作業）
※パソコン入力（ワード・エクセル必須）

2 大卒
（学部学科不
問）

パソコン入力
（ワード・エクセ
ル必須）

1

3 事務 75

株式会社　山元
(各種物品賃貸業)
1302-308268-8

事務職
13010-833488

＜事務担当＞
＊本社管理部門、営業支援部門に配属となります。
＊業務内容
・電話対応　・資料作成　・伝票入力　・書類管理
※本人の希望も考慮した上で適性により、営業職など他職種に異動となる場合も
あります。

2 大学・短大・専
修学校卒
（学科学部不
問）

不問 3

3 事務 84

シャディ株式会社
(各種商品卸売業)
2712-400143-6

一般事務
27120-46588

・ＭＤサポート
シャディの各種カタログに掲載する商品の企画・開発をする業務です。自社オリジ
ナルアイテムの開発も手がけております。
・営業事務
企業からの注文、商品に係る問い合わせの対応

12 短大卒以上 不問 3
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3 事務 90

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

エンジニアアシスタン
ト
13080-192688

○ＩＴエンジニアの補佐・サポートの業務です。エクセルを中心にドキュメントの修
正・追記の業務です。
○未経験でもＩＴ業界への興味があれば大丈夫です。ＯＪＴ教育が充実しています。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3

3 事務 93

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

事務系職員
13110-13888

＊高齢者「希望」グループホーム・デイサービス・ショートステイ・小規模多機能・居
宅介護支援事業を運営している会社です。
・ＰＣ入力、請求書作成、電話対応などの事務系業務
・月中は高齢者福祉に関係する事業所へ、挨拶回りや資料配布などを行います。
＊当社は３３年前に誕生した会社です。若い人も熟年の人も、チームワークを大切
にしていきいきと働いています。

1 大学院、大学、
短大

不問 3

3 事務 98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

総務人事
13010-903688

会社の備品から重要書類の管理、採用関連、給与計算など多種多様な仕事です。
当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の
国土づくりに貢献してまいりました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交
通インフラに向けたソーラー発電式の保安機材の提供も展開。また、イベントにお
ける誘導灯、熱中症対策グッズやＡＥＤなど作業に従事する人の健康を守る機材な
ども幅広く取り扱い、トータルに現場の安全を守るサービスを展開しております。

3 大卒（学部学科
不問）

不問 3

3 事務 98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

経理事務
13010-904988

決算に関わる事務処理がメインの仕事です。４半期ごとの会計処理や管理会計な
どが主な業務。決算に係る法務対応などを通じ、会社のお金を管理していきます。
当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の
国土づくりに貢献してまいりました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交
通インフラに向けたソーラー発電式の保安機材の提供も展開。また、イベントにお
ける誘導灯、熱中症対策グッズやＡＥＤなど作業に従事する人の健康を守る機材な
ども幅広く取り扱い、トータルに現場の安全を守るサービスを展開しております。

3 大卒（学部学科
不問）

不問 3

3 事務 98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

営業事務
13010-900588

得意先への請求書発行・売掛金・買掛金などの管理。得意先からの電話やＦＡＸで
の受発注のパソコン入力及び電話応対等。当社は昭和２７年の創業以来、一環し
て工事用保安用品の専門商社として我国の国土づくりに貢献してまいりました。現
在は工事現場のみならず、高速道路など交通インフラに向けたソーラー発電式の
保安機材の提供も展開。また、イベントにおける誘導灯、熱中症対策グッズやＡＥＤ
など作業に従事する人の健康を守る機材なども幅広く取り扱い、トータルに現場の
安全を守るサービスを展開しております。

3 大卒（学部学科
不問）

不問 3

3 事務 105

牧村　株式会社
(繊維品卸売業（衣服，
身の回り品を除く）)
1302-300728-2

事務職
13010-929988

・総務部勤務の事務系総合職（総務・経理・労務全般）
・勤務地は東京支店となります。

1 大卒 不問 否

3 事務 109

株式会社　ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

総務経理事務
13010-870888

総務経理事務全般
・総務、人事業務全般　　・給与計算業務（ＯＢＣ給与ソフト）
・社会保険手続　　・経理事務（ＯＢＣ会計ソフト）
・売掛金、買掛金業務
・ジョブローテーションしながら担当しています

1 大学・短大・専
修学校

不問 3
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必要な免許

・資格 既卒

4 接客・販
売

8

サラダカフェ　株式会社
(その他の飲食料品小
売業)
2706-419940-4

販売職（店舗スタッ
フ）関東
27060-59888

百貨店等の売場にて
（１）サラダやお惣菜の対面販売（接客とレジ操作）
（２）サラダやお惣菜の盛り付け（野菜類のカットと簡単な調理）
（３）食材や容器等の発注と在庫管理
（４）アルバイトやパートの方への教育や指導
（５）店長業務の補佐
（６）書類等の整理保管などを行います。

5 大学・短大・専
門卒

学部・学科は不
問
クラブ活動をし
ている方又はア
ルバイト経験の
ある方歓迎

3

4 接客・販
売

33

株式会社三徳
(各種食品小売業)
1308-100033-8

販売・製造販売
13080-489088

１．地域密着型の店舗作りを目指す高品質スーパーマーケットの運営
２．鮮度抜群の産地直送の生鮮食料品や全国から選りすぐりの商品の販売、商品
管理
３．青果・鮮魚・精肉・惣菜・ベーカリー・加工食品・レジなど、専門性あふれる分野
でそれぞれの個性を発揮。プロを目指す。
４．売場レイアウト、商品仕入れなどの権限を与えられ、自らのアイデアを売場で表
現できます。

30 大学・短大
（学部学科不
問）

不問 3

4 接客・販
売

77

株式会社　リオネットセ
ンター城南
(他に分類されない小売
業)
1304-254960-3

販売・営業・修理
13040-521288

●補聴器の販売と修理、その他付随する業務
●日常生活用具の販売
＊主に法人営業（老人ホームや病院等）、ルート営業、及び新規営業

2 大学、短大、高
専、専修学校
（学部学科不
問）

不問 3

4 接客・販
売

97

日本リビング株式会社
東京営業本部
(他に分類されない卸売
業)
1307-939293-4

販売職
13070-461888

「美・癒し・健康」をテーマにアロマや生活雑貨で環境にやさしい商品を提供してい
るお店です。また女性をターゲットにした店舗開発・商品開発を行っている会社で
す。お店は関東を中心に６３店舗展開する安定企業です。主に都内有名百貨店や
駅ビルの中に店舗があり駅からすぐの場所にありますので通勤しやすい立地で
す。仕事内容は下記の通りです。
（１）接客・販売　（２）売場づくり　（３）商品の検品・品出し・前出し
（４）レジ作業・ラッピング　（５）店内清掃作業

8 大学 不問 否

4 接客・販
売

110

株式会社　アデランス
(その他の織物・衣服・
身の回り品小売業)
1308-617210-9

販売職
13080-455088

ウィッグアドバイザー（提案販売）
女性用レディメイド（既製品）ウィッグの販売です。百貨店・直営店で
お客様に合ったウィッグを提案するお仕事です。

10 大学・短大・高
専専修学校

不問 3

4 接客・販
売

120

医療法人社団　正翔会
横須賀歯科医院
(歯科診療所)
1306-216107-1

受付
13060-65588

歯科診療所での
○受付会計業務
○事務業務
を担当していただきます。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3
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5 ＩＣＴ系 1

株式会社　アクト
(ソフトウェア業)
1308-415650-5

システム開発エンジ
ニア／ＰＧ・ＳＥ
13080-278288

１．アプリケーション開発エンジニア
業務：案件定義～運用保守
・ＳＥ（要件定義、設計）　・ＰＧ（プログラム、テスト）
※金融系、官公庁系、一般法人の業務システム開発
２．サーバー構築エンジニア
業務：要件定義～運用保守
・ＳＥ（要件定義、設計）　・ＰＧ（構築、テスト）

25 大学院・大学・
専修学校

基本情報処理
技術者資格が
あれば尚良い。

5

5 ＩＣＴ系 2

株式会社　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

5 ＩＣＴ系 7

エヌ・ディー・アール　株
式会社
(ソフトウェア業)
1307-305506-3

プログラマ
13070-126988

入社後、まずは本社にてビジネスマナー研修や基本技術教育等の研修を受けてい
ただき、その後お客様先の当社チームに配属となります。
・プログラマ：組込系・ＷＥＢ系システムの設計・開発
（Ｃ言語・Ｊａｖａ等）
システムの評価や検査、プログラムのチェックといった業務からスタートし、開発の
知識や技術を身に付けて行きましょう。ゆくゆくはシステムの設計や開発等、ご活
躍下さい！

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
ＩＴ関係の勉強
をされていた方
尚可

ＩＴ系資格保有
者尚可

3

5 ＩＣＴ系 7

エヌ・ディー・アール　株
式会社
(ソフトウェア業)
1307-305506-3

サーバ・ネットワーク
エンジニア
13070-125688

入社後、まずは本社にてビジネスマナー研修や基本技術教育等の研修を受けてい
ただき、その後お客様先の当社チームに配属となります。
・ネットワーク・サーバーの設計・構築・監視・運用・保守等
ＬｉｎｕｘやＵＮＩＸ系の大規模なネットワーク・サーバーに触れ、運用・監視業務や補助
業務からスタート。
将来的には設計構築などワンランク上のフェーズが待っています。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
ＩＴ関係の勉強
をされていた方
尚可

ＩＴ系資格保有
者尚可

3

5 ＩＣＴ系 11

株式会社　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 大学・短大・専
修学校・能開校

不問 3

5 ＩＣＴ系 12

株式会社　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 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 5

5 ＩＣＴ系 19

株式会社　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

5 ＩＣＴ系 23

ＴＣＳビジネスソリュー
ションズ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-663982-9

システムエンジニア
13010-249088

基幹業務系（財務、会計、販売、生産、物流等）の設計及び開発業務
特にＥＲＰ導入に関わる構築、アドオン、カスタマイズ各業務に従事して頂き、将来
はビジネスコンサルタントとして上流工程に従事していだだきます。
教育研修充実

5 大学院・大学・
高専
（経営、経済、
商科尚可）

不問 3

5 ＩＣＴ系 31

Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1313-623795-3

カスタマーサポート／
管理事務
13130-40588

ＩＰ電話、コールセンターシステムのサポート業務。
製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支払方法のご案内、メンテナンス告知、
顧客対応。
顧客の問い合わせに応じ、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修・能開校卒

不問 3

5 ＩＣＴ系 31

Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1313-623795-3

インフラエンジニア及
びリーダー
13130-41888

・自社開発クラウドＰＢＸのインフラの設計・構築・運用
・国内１０拠点を接続するネットワークの設計・構築・運用
※ＣＩＳＣＯやＩｉｎｕｘなどを使用した業務
※ＰＢＸ、仮想環境（ＶＭｗａｒｅやＫＶＭなど）運用の省力化の仕事

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修・能開校卒

不問 3

5 ＩＣＴ系 31

Ｃｌｏｃｏ　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1313-623795-3

開発プログラマ
13130-216288

自社ＷＥＢサービス「クラウドＰＢＸ」や社内システムの開発エンジニアとして、サー
ビス改善・新機能開発に取り組んでいただきます・
ＨＴＭＬやＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ＰＨＰを用いた基本的なＷＥＢサービス開発から、様々な新
テクロジーを駆使したサービスまでお客様のニーズに柔軟に応えるシステムを設
計・開発していく、とてもやりがいのある仕事です。スキルに不安がある方や未経験
の方も大歓迎です。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校卒

不問 3

5 ＩＣＴ系 46

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
(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

5 ＩＣＴ系 51

株式会社　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
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5 ＩＣＴ系 52

ウィツ　株式会社
(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

5 ＩＣＴ系 55

株式会社　ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

テストエンジニア
13010-190388

■検証業務
・業務アプリケーション及び製品における、品質調査（第三者検証）、テスト業務

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
（学部学科不
問）

不問 5

5 ＩＣＴ系 55

株式会社　ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

システムエンジニア
／プログラマ
13010-191488

■アプリケーション開発
・ｗｅｂ開発（ｊａｖａ、Ｃ＋＋、．ｎｅｔ）をメインに、業務系のシステム
を構築、要件定義、設計、製造、テスト、導入、保守
・Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉＯＳ環境下での、アプリ開発、ミドル開発、ｆｗ開発

24 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
（学部学科不
問）

不問 5

5 ＩＣＴ系 55

株式会社　ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

インフラエンジニア
13010-192088

■インフラ構築
・サーバのリプレイス及び増設に伴う、設計、構築、導入、保守
・ネットワーク設計、設定、ミドルウェア構築、保守

12 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
（学部学科不
問）

不問 5

5 ＩＣＴ系 61

株式会社　ハンセン
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-639968-4

システムエンジニア
13040-147488

●プログラミング
●アプリケーション開発
●システムテスト
●アプリ検証
●デバック
●ヘルプデスク　●その他ＩＴ業務
※適性を判断し、ＩＴの研修を数ケ月行います。

5 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3

5 ＩＣＴ系 61

株式会社　ハンセン
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-639968-4

ネットワークエンジニ
ア
13040-148088

●ネットワーク構築
●サーバー保守・運用
●カスタマーオペレーション
●ヘルプデスク
●その他ＩＴ業務
※上級エンジニアへのキャリアＵＰも可能！　※数ケ月のＩＴの研修制度有

5 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3

5 ＩＣＴ系 63

東京コンピュータサービ
ス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

システムエンジニア
／プログラマー（台
東）
13010-127188

◇全産業分野を対象としたソフトウェアの企画・立案・設計・開発・評価・保守・運用
１）金融・製造・物流・公共・通信・医療・ＷＥＢ等各種アプリケーション
２）ファームウェア・ミドルウェア等組込・制御系システム
＊幅広い分野におけるシステムの設計・開発等に携わっていただきます。　（プログ
ラム経験は問いません。）

20 大学院、大学、
高専各卒
（学部学科不
問）

不問 3

5 ＩＣＴ系 63

東京コンピュータサービ
ス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

システムエンジニア
／プログラマー（池
袋）
13010-132988

◇全産業分野を対象としたソフトウェアの企画・立案・設計・開発・評価・保守・運用
１）金融・製造・物流・公共・通信・医療・ＷＥＢ等各種アプリケーション
２）ファームウェア・ミドルウェア等組込・制御系システム
＊幅広い分野におけるシステムの設計・開発等に携わっていただきます。（プログ
ラム経験は問いません。）

6 大学院、大学、
高専各卒
（学部学科不
問）

不問 3

5 ＩＣＴ系 63

東京コンピュータサービ
ス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

システムエンジニア
／プログラマー（蒲
田）
13010-133388

◇全産業分野を対象としたソフトウェアの企画・立案・設計・開発・評価・保守・運用
１）金融・製造・物流・公共・通信・医療・ＷＥＢ等各種アプリケーション
２）ファームウェア・ミドルウェア等組込・制御系システム
＊幅広い分野におけるシステムの設計・開発等に携わっていただきます。（プログ
ラム経験は問いません。）

2 大学院、大学、
高専各卒
（学部学科不
問）

不問 3

5 ＩＣＴ系 82

株式会社　ノムラシステ
ムコーポレーション
(その他の専門サービス
業)
1307-341955-1

ＩＴコンサルタント
13070-52788

コンサルティング事業部に配属後、ＳＡＰ認定資格の習得を経て、現場でシステム
構築を学んでいただきます。各チームにてＥＲＰパッケージソフトウェアの導入・運
用支援などのコンサルティング業務に参加していただきます。ビジネスマナー、基
本的なコンピューター言語等充実した研修制度あり。ＳＡＰは世界各国で使用され
ている、ドイツ製のソフトウェアです！当社は業界屈指のＳＡＰ社認定コンサルタン
ト数を誇っており、企画から運用まで、ワンステップでお客様の支援を行い、高い技
術力と導入ノウハウだけでなく、豊富な業務と実務知識により高い評価を頂いてお
ります。

10 大学・大学院卒 不問 3

5 ＩＣＴ系 85

アプリケーションアシス
ト株式会社　東京支店
(ソフトウェア業)
1313-930746-0

システムエンジニア
13130-49288

◎コンピューターソフト設計および開発
＊食品流通・大手旅行業・大手マンション管理会社等の、予約業務や請求
関連に関するシステム開発など。
〈１日の業務の流れ〉
出社：メールチェック、業務確認
午前・午後：システム開発（必要に応じてミーティング）

2 大学・短大・高
専・専修・能力
開発校卒

不問 3

5 ＩＣＴ系 90

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

プログラマー
13080-196088

○Ｊａｖａ，Ｃ，．ｎｅｔ，ＶＢなどの言語を使用するプログラマー希望の新卒採用を受付
けています。
○教育・研修・ＯＪＴが充実していますので、開発業務の検証・テスト業務からスター
トもできます。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3

5 ＩＣＴ系 90

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

システム運用エンジ
ニア
13080-197188

○システム運用エンジニアとして、サーバ・ネットワーク・アプリケーションの監視業
務、運用業務を担っていただきます。
○将来は構築設計、構築などＳＥ業務にスキルアップが可能です。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3
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5 ＩＣＴ系 111

ＳＥＴソフトウェア株式会
社
(ソフトウェア業)
1308-117613-3

システムエンジニア
13080-204588

１．アプリケーション開発：通信・金融等、様々なアプリケーション開発を行います。
要求仕様の定義から設計、作成・試験、納品後の保守まで、アプリケーション開発
の全工程についてサービスを提供しています。２．インフラソリューション：ＩＴ基盤構
築に特化した専門の部署を有しており、多様なハードウェアやソフトウェア（ＯＳ、ミ
ドルウェア等）を組み合わせ、様々なＩＴ基盤構築を行います。３．クラウドソリュー
ション：ＳＦＡ（営業支援）、ＣＲＭ（顧客管理）アプリケーションなどのクラウドサービ
スを、お客様のご要望に沿ってカスタマイズし、提供していきます。

20 大学卒
大学院卒

不問 3

5 ＩＣＴ系 119

株式会社　コスモ・コン
ピューティングシステム
(ソフトウェア業)
1304-227544-2

プログラマー・システ
ムエンジニア
13040-39788

●最先端システム技術から様々な業務システムまで、幅広いシステム開発に携わ
れます。
＊先進技術開発、クラウド、ビッグデータ、ＩｏＴ、ＡＩなど　＊業務系Ｗｅｂシステム開
発（金融、生損保、流通、医療、製造、官公庁）　＊次世代映像研究開発　＊コンサ
ルティング　＊スマートデバイス用アプリ開発　＊Ｗｅｂインテグレーション　＊自社
開発、社内受託開発　　※入社後、必要な技術を学べる研修あり。１００％チーム制
のため、安心して成長できる環境あり。

6 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3
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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

6 介護福
祉

50

株式会社　ハート介護
サービス　新宿
(老人福祉・介護事業)
1308-931858-1

総合職
13080-291388

＊施設ではなく訪問介護のお仕事です（夜勤なし）
・１年目：ヘルパー業務と事務。
・２年目：ワンランク上の専門的な業務。（サービス提供責任者）
・３年目以降：チームリーダーなどの管理的な業務。
＊新人研修、専門的な研修、若手の会（勉強会）
☆第二新卒者も大歓迎。☆資格取得費用は事業所負担します。

2 大学・短期大学
卒業
（学部学科不
問）

不問

※外国人留学
生の方は、日
常会話に困ら
ないＮ３レベル

以上の方

10

6 介護福
祉

62

社会福祉法人　ノテ福
祉会
(老人福祉・介護事業)
1309-632115-5

介護職（資格をお持
ちでない方）
13090-208788

・介護施設等における介護業務全般 10 大学、短大、専
修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3

6 介護福
祉

62

社会福祉法人　ノテ福
祉会
(老人福祉・介護事業)
1309-632115-5

介護職（有資格者）
13090-210488

・介護施設等における介護業務全般 10 大学、短大、専
修学校卒
（学部学科不
問）

介護福祉士
（入職時に取得
していること）

3

6 介護福
祉

62

社会福祉法人　ノテ福
祉会
(老人福祉・介護事業)
1309-632115-5

相談員職（一部介護
兼務）
13090-211088

・相談員職
介護施設等における介護業務全般
相談員職希望の場合も、入職後２年間は介護職に従事する。

10 大学卒
（学部学科不
問）

社会福祉士
（入職時に取得
していること）

3

6 介護福
祉

71

社会福祉法人新生寿
会　ありすの杜きのこ南
麻布
(老人福祉・介護事業)
1304-628958-2

介護スタッフ（少人数
単位でのお年寄りの
ケア）
13040-408288

お年寄りに自宅にいるのと同じように過ごしてもらいます。認知症のある方や要介
護状態のお年寄りのケアを行います。最先端のユニットケアやバリデーションによ
るコミュニケーション法をとり入れ、お年寄りが認知症であっても、その人らしく、人
間らしく、人生を過ごすためのケアをして頂きます。入社時の新人研修に始まり、各
種研修があり、スウェーデンへの介護実践研修もあります。流れ作業ケアはやりた
くない！』じっくりとお年寄りと向き合って寄り添うケアを実践したい方向きです。※
無資格、未経験者でも大歓迎いたします。

20 大学・短大・専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3

6 介護福
祉

83

株式会社　大起エンゼ
ルヘルプ
(老人福祉・介護事業)
1311-206446-0

総合介護職
13110-6788

身体に障害を持ったり、認知症の状態になったとしても、ご利用者やご家族の多く
が望まれている「住み慣れた地域、家で、今までと同じ暮らしを続けたい。」という想
いを支え、可能な限り、今までと変わらない日常生活を送り続けていただけるよう
に、時には「近くで見守り、必要な時に必要なだけ支援する。」そんな仕事をしてい
ただきます。入社後には新入社員宿泊研修（２泊３日）や、実技・座学での研修、Ｏ
ＪＴなど、様々な研修があります。また、決して一人きりにさせないよう、フォローアッ
プしていく体制を整えています。

5 大学院、大学、
短大、専修学
校

介護職員初任
者研修
（入社までに取
得可能であれ
ば
可）

3

6 介護福
祉

93

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

生活相談員（候補）
13110-14788

・高齢者施設において、入居者・利用者一人一人、個別に係わりながら施設での生
活をサポートするお仕事のや、ご家族からの相談対応や入居受入れ準備。入居
者・利用者からの生活相談援助。施設の環境整備。協力機関への連絡業務もあり
ます。
・当社は３３年前に誕生した会社です。若い人も熟年の人も、チームワークを大切
にしていきいきと働いています。
★入職前教育の介護研修実習あります（無料）

2 大学院・大学
短大・高専・専
修学校

資格ナシの方
相談に応じま
す。
社会福祉士・主
事任用あれば
尚可
介護職員初任
者研修、Ｈ２級
あれば可

3

6 介護福
祉

93

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

支援介護職員
13110-15688

・高齢者施設におけるおける入居者・利用者への介護支援業務です。
・当社は３３年前に誕生した会社です。若い人も熟年の人も、チームワークを大切
にしていきいきと働いています。
★入職前　体験入学、体験練習もあります。（無料）

3 大学院・大学
短大・高専・専
修学校

資格ナシの方
相談に応じま
す。
介護職員初任
者研修、Ｈ２級
介護福祉士あ
れば尚可

3
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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

4

株式会社　北英リビン
グ
(管工事業（さく井工事
業を除く）)
1304-644565-9

施工管理補助
13040-534988

新築住宅の給湯器・床暖房の施行補助
入社して１年間は先輩について施工管理の技術を身に付けもらいます。
また、研修施設での施工研修や社内資格制度もありますので未経験でも可。

3 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

5

株式会社　マネット
(他に分類されない小売
業)
1301-581969-5

店舗スタッフ
13010-118088

東急ハンズ、カインズホーム、島忠ホームズ等のホームセンター内のリペアショップ
で合カギの作成、くつ修理、カサ修理、腕時計の電池交換、はんこ、ダビング等の
受付などを行います。技術が身に付くお仕事です。しっかりとした研修期間がありま
す。

5 大学、短大、高
専、専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3

7 専門職・
その他

6

宇徳ターミナルサービ
ス　株式会社
(その他の運輸に附帯
するサービス業)
1304-250098-0

コンテナターミナル付
随業務（保守、整備、
検査、点検等）
13040-119788

世界有数の船会社・商船三井が運営する東京港大井埠頭のコンテナターミナル
で、海外から輸出された貨物や海外へ輸出される貨物が積載された海上コンテナ
をターミナルで保守・整備・点検・監視を行うのが主たる業務です。業容の拡大に伴
い、（１）海上コンテナのゲート受付要員、（２）外国貿易船の入出港を主とする船舶
代理店要員を募集いたします。業務を行うのに簡単なパソコン操作を必要としま
す。船舶代理店は英語を使用したメイルと会話が主業務となります。

2 大学・短大・専
修学校（学部学
科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

15

株式会社　東機貿
(その他の機械器具卸
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 大学院・大学・
高専
・理工学部

普通自動車免
許証
・ＡＴ限定可
・入社日までに
取得

3

7 専門職・
その他

15

株式会社　東機貿
(その他の機械器具卸
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。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、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。【必要な免許・資格】１・欧米メーカー担当：英語：ＴＯＥＩＣ６００点
レベル相当／普通自動車免許証・ＡＴ限定可・入社日までに取得　　２・中国メー
カー担当：中国語：ネイティブレベル／日本語：Ｎ１レベル／英語：ＴＯＥＩＣ６００点レ
ベル相当※医学についての基礎知識があれば尚可

2 大卒以上
（学部学科不
問）

（仕事の内容に
記載）

3

7 専門職・
その他

16

株式会社　五光製作所
(その他の輸送用機械
器具製造業)
1307-349516-4

品質保証
13070-493588

・鉄道、バス、船舶向け製品の検査、品質管理、アフターフォロー
（メンテナンス）を行います。
・問題が発生した場合のデータ分析や対策の考案も役割の一つです。
・当社製品の品質を確保し、改善向上を図る重要な役割を担います。
・設計図面をもとに検査を行うため、設計図面に対する理解力があればなお可

1 専修学校
高専
短大
大学
大学院

機械・電気・電
子工学系優遇

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
優遇

3

7 専門職・
その他

21

マサル工業　株式会社
(プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業)
1309-414492-5

技術職（地域限定勤
務）
13090-137688

商品開発：ＣＡＤソフトおよびＣＡＭソフトを使用した商品の開発改良
生産技術：自社の生産ラインの合理化を図るための生産設備の設計、開発、製品
の設計
先輩社員が丁寧に指導しますので、安心してご応募ください。

2 大学卒以上
（学部学科不
問）

不問 3

7 専門職・
その他

21

マサル工業　株式会社
(プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製
造業)
1309-414492-5

技術職
13090-139388

商品開発：ＣＡＤソフトおよびＣＡＭソフトを使用した商品の開発改良
生産技術：自社の生産ラインの合理化を図るための生産設備の設計、開発、製品
の設計
先輩社員が丁寧に指導しますので、安心してご応募ください。

2 大学卒以上
（学部学科不
問）

不問 3

7 専門職・
その他

24

ハウスコム株式会社
(不動産代理業・仲介
業)
1304-247513-2

カスタマーサービスス
タッフ　店舗業務職
13040-678588

・店舗内でハウジングアドバイザーの業務をサポートするお仕事です。
・宅地建物取引士の資格を取得して、重要事項の説明をする業務。
・契約更新の手続きや、契約処理、経理事務処理業務。
・電話対応、その他営業サポート業務。
・業務の７割でＰＣを使用します。
・入社後は約１ヶ月の研修（内、２週間程度は合宿）で社会人としてのマナーから業
務についてまで学ぶことができます。

5 専門学校、短
大、大学、高
専、大学院卒

宅地建物取引
士
（入社後２年以
内に合格するこ
とが前提。合格
できない場合は
職種転換。）

否

7 専門職・
その他

29

株式会社　セノン
(警備業)
1308-107297-0

警備業
13080-114188

＊高層ビル、複合施設、ホテル、放送局等の施設警備。東京２３区・神奈川（横浜、
川崎）などにあるオフィスビルやショッピングモールなどに常駐し、契約施設の安全
管理業務を担当。＜施設内の見回り＞業務施設の防犯強化を目的に定期的に巡
回。また、訪れたお客様への案内なども行います。＜防災センター内でのモニター
チェック＞施設内が安全かを確認するため、監視カメラの映像を確認する業務で
す。＜施設関係者へ向けた出入管理（セキュリティチェック）＞外部業者の受付・ビ
ル関係者の出入り管理。＜その他＞火災・災害・要救護者発生時の救急対応。

65 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3

7 専門職・
その他

29

株式会社　セノン
(警備業)
1308-107297-0

警備業
13080-116588

防災・防犯機材を購入いただいた契約先に対する安全管理業務となります。＜パト
ロールカーに乗車し、担当するエリアの見回り業務＞担当するエリアを定期的にパ
トロールカーで巡回し、日々のお客様の施設の安全管理に務めます。＜緊急時の
対応業務（発報対応）＞担当エリアにある契約施設で異常を感知した際、出動して
いただき現地確認をおこないます。＜防災・防犯機器の信号を確認し、担当者へ連
絡を実施する管制業務＞お客様からの問い合わせ窓口（コールセンター）業務や
担当スタッフへの連絡業務を実施していただきます。

10 大学院、大学、
短大、専修学
校

第一種普通自
動車免許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

29

株式会社　セノン
(警備業)
1308-107297-0

警備業
13080-117888

首都圏にある空港内（羽田・成田）での接客業務を実施いたします。＜お客様の検
査場への案内業務（アテンド・道案内など）＞検査場前で案内係として搭乗時間前
にアナウンスや検査場が分からない方へのご案内をしていただきます。＜手荷物
預かり（モニター検査）・ボディチェック」＞お客様からお預かりした手荷物を特殊な
機材で確認させていただきます。また、お客様にも必要に応じボディチェックを行い
ます。・手荷物内の持ち物を直接確認する開被検査を行います。

85 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3

7 専門職・
その他

30

株式会社　宇野澤組鐵
工所
(一般産業用機械・装置
製造業)
1306-541-0

技術職
13060-203688

○技術・開発
・ＣＡＤ（２Ｄ）を使用し機械の設計や機械構造図・製作図等の作成
・使用部品の選定　　・パソコンのワープロソフトや表計算を用いて各種図書（仕様
書・計算書・取扱説明書等）の作成　　・風量等各種計算、技術指導など
○生産管理
・鋳物の手配、工程管理　　・在庫管理

1 大学院・大学・
短大・高専

理系学部卒

不問 1
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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

30

株式会社　宇野澤組鐵
工所
(一般産業用機械・装置
製造業)
1306-541-0

技能職（機械加工、
仕上工）
13060-204988

○機械加工
・図面を読み理解のうえ、旋盤、ボール盤等を使用して機械加工を行う
・数値制御機械・ＮＣ旋盤・マシニングセンタなども扱って部品製造・部品加工を行う
○仕上工
・ポンプのすき間調整　 ・ロータのバランス取り
・加工部品の手仕上　　・バリ取り、組立、メンテナンス作業など

1 大学院・大学・
短大・高専

理系学部卒

不問 1

7 専門職・
その他

32

ミズホ　株式会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1301-100805-6

生産管理職
13010-956088

・製品の在庫管理と営業部門の納期管理及び工場との生産調整。
・自社システムでの受発注や仕入等の入力作業。

1 大学院・大学
（学部学科不
問）

不問 1

7 専門職・
その他

36

株式会社　ファースト・
デザイン・システム
(電気機械器具修理業)
1308-426182-2

カスタマーエンジニア
職
＜東京都サポート求
人＞
13080-181588

◇法人向けカスタマーエンジニア◇契約先法人向け、ＰＣ周辺機器類の定期点検、
修理・メンテナンスを中心としたカスタマーサービスを行います。まずは電話対応に
て、お客様の状況をヒアリングし、修理や部品交換が必要な場合には直接お客様
先を訪問し対応します。先輩エンジニアがマンツーマンで同行・指導しますので、仕
事の流れやコツを覚えることから始めてください。丁寧な教育、指導により専門的な
スキルを身につけ、ネットワークやサーバー保守管理等のＩＴエンジニアとして活躍
ができる環境です。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社後取得
で応募可

3

7 専門職・
その他

36

株式会社　ファースト・
デザイン・システム
(電気機械器具修理業)
1308-426182-2

テーマパークサービ
スサポート
＜東京都サポート求
人＞
13080-180288

◇テーマパーク演出照明／制御の保守業務◇日本を代表するテーマパーク内で
行われるショーやイベントに使用する照明装置や映像装置の保守点検やメンテナ
ンスを担当します。業務は３～４人のチームで行います。最初は先輩社員の指導、
サポートの下で定期的な点検業務等からスタートします。○担当施設には、一般的
な舞台設備の施設はもとより屋外の大規模エンターテイメントショーやプロジェク
ションマッピングなどが含まれ、日本ではまだ普及していない最新の舞台演出テク
ノロジーに触れることができます。

2 大学院、大学、
短大、高専、
専修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社後取得
で応募可

3

7 専門職・
その他

36

株式会社　ファースト・
デザイン・システム
(電気機械器具修理業)
1308-426182-2

ものづくりサポート
（照明関連）＜東京都
サポート求人＞
13080-182888

弊社製品の生産がスムーズに進むよう、部品管理・生産管理業務を行って頂きま
す。
また、電気・電子の知識がある方は、機器の設置・定期保守作業、その他、現場対
応などの業務もあります。
あなたの経験・能力にあった仕事をお任せしていきますので、未経験でも大丈夫で
す。
＊手に職をつけることができる仕事です。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

電気・電子関連
の知識がある
方歓迎
電気工事資格
者優遇

3

7 専門職・
その他

37

株式会社　デュエル
(その他の専門サービス
業)
1304-263891-7

３ＤＣＡＤエンジニア
13040-291888

３ＤＣＡＤを使用した、ＯＡ機器、家電等の製品開発関連業務
［具体的に］
・モデリング・設計によるデータ作成
・クライアント（設計者、デザイナー）に対して３ＤＣＡＤの使用方法を教える講師
・技術サポート、３ＤＣＡＤ運用支援、業務改善といったコンサルティング
・３Ｄプリンター関連業務

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

7 専門職・
その他

42

共立機械　株式会社
(金属加工機械製造業)
1313-100556-7

自動車部品メー
カー、高炉メーカー向
け産業機械の設計
13130-60388

受注生産の産業機械の設計を行います。見積時における概算見積用の製図及び
強度計算等、又、製作に関わる細かな部品図等製品機械の全ての設計をやっても
らいます。製図はＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤＭｅｃｈａｎｉｃａｌ）を使用しています。ただ、受注生
産と言っても従来の機構と大きく変わることはありませんので既存の流用が可能で
す。製作は協力会社へ外注しますので設計・開発の時間をじっくり取ることが出来
ます。また、仕様打合せ、試運転、納入等の際には設計者として数日間の出張が
あります。※都内及び近県の協力会社訪問は社用車使用。

1 大学卒
（理系学部）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ可）

3

7 専門職・
その他

44

旭コンステック　株式会
社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
2310-3701-7

施工管理職
23100-60188

街の美観を造る建物の外装、地中から建物を支え、そこで生活する人々の安全を
守る基礎杭などの工事をします。
工事が滞りなく円滑に進むように、品質管理・工程管理・原価管理・安全管理この４
つを現場にて行う、「監督」の立場としてお仕事をしていただきます。

2 大学・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

44

旭コンステック　株式会
社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
2310-3701-7

技能職【八潮事務所】
23100-79288

◆建物を支える「杭」工事の技能職◆
建物や歩道橋、鉄塔や工事設備など「倒れたり傾いたりしては困る所」の地面の中
に「杭」を打ち、地中から人々が生活する「まち」を支えます
具体的な仕事内容としては、次の通りです
１．「手元」として杭を杭打機にセットする
２．「オペレーター」として杭打機を操作して杭を埋設する
※一から指導しますので安心してご応募下さい

3 大学・高専・専
修学校
（文理不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

48

株式会社　ユニシス
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1303-618694-3

総合職（技術）
13030-272388

＜生産技術＞製造ラインの工程設計・改善、レイアウト改善、新規設備導入、治具
の設計等
＜設備技術＞機械メンテナンス及び保守管理、設備運営管理
＜開発設計＞図面の管理、新製品の開発・実証、既存製品の改良・改善、産学共
同の推進
＜品質保証＞製品品質の維持管理、ＱＭＳやＩＳＯなどの維持管理や薬事申請

1 大学院・大学卒 普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

49

高俊興業　株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

技術職
13080-528288

当社が運営する産業廃棄物処理施設にて、運転監視、日常点検・メンテナンス、中
長期の修繕計画の策定から実行など、各種工場機械設備の維持管理を担当しま
す。

2 大学卒 不問 否

7 専門職・
その他

59

セントランス　株式会社
(労働者派遣業)
1304-240843-0

設計・開発・試験・評
価
解析・試験
13040-656388

■設計：半導体（ＩＣ／ＬＳＩ）設計　、半導体製造装置（機械、回路、ソフト）設計、発
電プラント（火力／原子力発電所）、設計（電気制御設計）、建築土木設計（ゼネコ
ン／サブコン）
■開発：各種ソフト開発　組み込み系／オープン系ソフト開発、ＤＢ／ＮＷ構築、運
用
■放射線管理
■建築土木施工管理

30 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3

7 専門職・
その他

69

町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

印刷オペレーター／
埼玉　戸田
13010-886188

●オフセット印刷機によるカラー印刷物（カタログ、チラシ等）の作成に従事します。
●印刷機械に紙と版をセット、印刷中は原稿通りの色調になる様にインキの調整を
行います。また、出来上がった印刷物にヨゴレなどがないかも確認を行います。
※印刷物の色調確認を伴う仕事です。

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1
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ブース
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仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
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・資格 既卒

7 専門職・
その他

69

町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

印刷オペレーター／
埼玉　熊谷
13010-889888

●オフセット印刷機によるカラー印刷物（カタログ、チラシ等）の作成に従事します。
●印刷機械に紙と版をセット、印刷中は原稿通りの色調になる様にインキの調整を
行います。また、出来上がった印刷物にヨゴレなどがないかも確認を行います。
※印刷物の色調確認を伴う仕事です。

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1

7 専門職・
その他

71

社会福祉法人新生寿
会　ありすの杜きのこ南
麻布
(老人福祉・介護事業)
1304-628958-2

栄養士
13040-409588

認知症のある方や要介護状態のお年寄りに、自宅にいるのと同じように過ごしても
らいます。特別養護老人ホーム１ユニット１０名のお年寄りの介護の中での調理。
全ユニットに栄養士を配置、栄養ケアマネジメントを実施しております。ユニット１０
名の食事作りですので、厨房給食よりもより個別対応ができます。お年寄りの生活
を支える中で、どのような食事がよいかを考えてもらいます。介護職員と同じ仕事を
してもらいますが、他の介護施設と違いよりお年寄りに近い場所で、食事に対する
きめ細かい対応に結びつけております。

8 大学、短大、専
修学校

栄養士免許取
得見込の方
（既卒の方は栄
養士免許）

3

7 専門職・
その他

72

株式会社キュー・テック
(その他の専門サービス
業)
1304-214752-9

技術職／ＭＡ・映像
編集
13040-751388

適性判断の上、主に下記２種のどちらかの業務となります。
１．ＭＡ
２．映像編集

3 大学院・大学・
短大・高専

不問 3

7 専門職・
その他

73

日本フェンオール株式
会社
(電子応用装置製造業)
1301-541853-7

技術職
13010-944688

熱の制御を基幹技術とし、防災・制御・医療分野において、開発テーマとなった製
品の設計段階から携わり、工場へ引き継ぐまで一貫して製品開発を行っていただき
ます。

1 大学院、大学、
高専卒
（理系）

不問 3

7 専門職・
その他

76

株式会社　オムテック
(とび・土工・コンクリート
工事業)
1309-405760-5

技術・施工管理・施工
作業
13090-15988

＊基礎工事の杭打施工と施工管理＊
一般ビル・工場の建築の要となる基礎工事（既製杭）が仕事です。現在では、鉄道
ホームドア・携帯基地局の鉄塔・高圧電線の鉄塔・変電圧の基礎・メガソーラーの
基礎・耐震工事など、幅広い分野の基礎を施工しています。
また、海外への技術指導で、中国・インドネシア・ベトナムへも人を派遣しています。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修卒
（建築・土木系
学科）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

78

特殊電装　株式会社
(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

7 専門職・
その他

80

吉田プラ工業　株式会
社
(その他のプラスチック
製品製造業)
1312-101788-6

成形技術
13120-34988

＊本社及び足利技術にて、プラスチック化粧品容器の試作成形及び検査・試験業
務。
●もの作りが好きな方。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許あれば尚可

3

7 専門職・
その他

86

小島屋乳業製菓　株式
会社
(各種食料品小売業)
1308-100482-5

品質管理職
13080-566988

日々、新宿本社工場で生産されるアイスクリーム、ケーキ等の品質のチェックがメ
インの業務となります。内容は、微生物検査・理化学検査などとそれに付帯した業
務、また年に数回、当社直営店の衛生検査等にも携わっていただきます。

1 大卒 普通免許（ＡＴ
可）
あれば尚可

3

7 専門職・
その他

88

山下電気　株式会社
(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

7 専門職・
その他

96

株式会社　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
調査業務（１）ビル施設や商業施設の通信環境の現地調査（２）最良のアンテナ設
備配置等を提供（３）通信キャリアに環境改善の提案と連携
施工業務（１）施工業務を下請会社に依頼（２）施工に関わる業務指示や施工監督
及び安全作業指示（３）工事完成後の竣工図書作成（施工機器詳細・配線図他）

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

7 専門職・
その他

98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

社内ＳＥ
13010-905388

社内システムの開発・変更・追加、社内ネットワークの保守・管理、社内システムの
問合せ対応など。

1 大卒（学部学科
不問）

不問 3

7 専門職・
その他

98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

デザイナー
13010-901888

営業所からの依頼の工事看板やイラスト完成予想図、商品チラシ、総合カタログを
ＰＣソフト（イラストレーター及びフォトショップ）を使用し作成する、また弊社ＨＰ、ＷＥ
Ｂカタログの更新管理等を行う。当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保
安用品の専門商社として我国の国土づくりに貢献してまいりました。現在は工事現
場のみならず、高速道路など交通インフラに向けたソーラー発電式の保安機材の
提供も展開。また、イベントにおける誘導灯、熱中症対策グッズやＡＥＤなども幅広
く取り扱い、トータルに現場の安全を守るサービスを展開しております。

1 大卒（学部学科
不問）

不問 3

7 専門職・
その他

98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

商品開発
13010-902788

当社商品である工事用保安用品の開発を行っていただきます。（ＬＥＤを使用した
商品、通信機器を利用した標識類及び案内板の開発）当社は昭和２７年の創業以
来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の国土づくりに貢献してまいり
ました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交通インフラに向けたソーラー
発電式の保安機材の提供も展開。また、イベントにおける誘導灯、熱中症対策グッ
ズやＡＥＤなど作業に従事する人の健康を守る機材なども幅広く取り扱い、トータル
に現場の安全を守るサービスを展開しております。

1 大卒（学部学科
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ不可）

3
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98

セフテック　株式会社
(他に分類されない小売
業)
1301-100755-5

セールスエンジニア
（営業技術支援）
13010-906488

当社開発製品であるシレドシステム（高速道路等にあるＬＥＤ案内表示板）及び新
開発製品の取引先へ操作説明導入時のアドバイス等を行う。お取引先様からの要
望による新商品の企画提案等。営業社員のサポート等々。先輩社員からマンツー
マンによる指導を受けて業務内容を覚えて頂きます。新しいことにチャレンジしたい
方が活躍している職場です。社歴に係らず、事業部のプロジェクトの一員として活
躍出来ます。当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保安用品の専門商社
として我国の国土づくりに貢献してまいりました。

5 大卒（学部学科
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ不可）

3

7 専門職・
その他

101

メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

洋菓子の製造・製品
梱包
13080-357188

百貨店等で販売する洋菓子（焼菓子・生ケーキ・チョコレート等）商品の製造及び製
品の箱詰め等の梱包作業

3 大学・短大・専
修学校

不問 3

7 専門職・
その他

107

株式会社　アクティオ
(各種物品賃貸業)
1302-314833-4

整備職（建設用機械
器具レンタル）
13010-914088

＊建設機械の修理、メンテナンス
入社後、新入社員研修において社会人として基礎知識を習得し、工場での研修で
はレンタル機械について、技術的な教育を受講します。
研修終了後には、主として整備職に指定希望、適性を考慮して営業所、工場に配
属し、機械の整備、メンテナンス業務にあたります。
◆建機レンタル業界では売上げ実績・技術力随一を誇る会社です◆

80 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（マニュ
アル）
※ＡＴ限定不可
※取得予定者
可

3

7 専門職・
その他

107

株式会社　アクティオ
(各種物品賃貸業)
1302-314833-4

営業職（建設用機械
器具レンタル）
13010-917588

＊ゼネコンや建設会社を中心とした法人に対するルート営業がメインです
お客様のニーズをお聞きし、様々な仕事にマッチした建設機械をレンタルします。
入社後、新入社員研修において社会人として基礎知識を習得し、工場での研修で
はレンタル機械について、技術的な教育を受講します。
◆建機レンタル業界では売上げ実績・技術力随一を誇る会社です◆

100 大学院・大学各
卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（マニュ
アル）
※ＡＴ限定不可
※取得予定者
可

3

7 専門職・
その他

113

株式会社　アルス
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-103579-6

デザイナー職
13010-384388

○環境・店舗・ＶＰ（演出）・ディスプレイツールの企画・設計及び総合プランニング・
商業施設・文化施設・パブリックスペース・アミューズメント・飲食店・展示会イベント
等の設計、デザイン
○上記のクライアントに対するプレゼンテーションから実施設計まで完成後の竣工
図及び設計図面の作成
○設計図をもとにした現場リサーチ・現場実測、完成までの内装工事・什器等の意
匠管理、ウィンドウ等のディスプレイデザイン

1 大学・短大・専
修学校卒
（美術系・建築
系学科履修）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）
あれば尚可

3

7 専門職・
その他

114

日本インシュレーション
株式会社　東京本部
(その他の窯業・土石製
品製造業)
1313-621393-1

施工管理職（神奈川
県川崎市）
13130-130688

けい酸カルシウム系耐火建材、保温断熱材等の設備工事監督
・発電、製鉄、化学プラント内での保温工事の監督業務
・元請との工事対応調整
・納期、品質、安全、予算の管理他
※現場へ行くため社用車を運転することがあります。

1 大学・短大・高
専卒
理工系学科
機械・建築系学
科積極採用

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

114

日本インシュレーション
株式会社　東京本部
(その他の窯業・土石製
品製造業)
1313-621393-1

施工管理職（東京）

13130-133488

けい酸カルシウム系耐火建材等の設備工事監督
・元請との工事対応調整
・納期、品質、安全、予算の管理他
・高層ビル等での耐火被覆工事の監督業務
※現場へ行くため社用車を運転することがあります。

1 大学・短大・高
専卒
理工系学科
建築系学科積
極採用

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

115

ムラカワ　株式会社
(その他の飲食料品小
売業)
1309-622785-8

商品管理
13090-187988

１）商品のピッキング、検品、梱包作業
２）商品の荷受検品、リーチフォークリフトでの運搬、保管、管理
３）ラベルの出力、貼付作業、商品の仕分け作業
４）その他、庫内業務全般
※冷蔵庫内での作業着有。防寒着を貸与します。
※一定期間後、会社負担にてフォークリフト免許を取得して頂きます。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3

7 専門職・
その他

115

ムラカワ　株式会社
(その他の飲食料品小
売業)
1309-622785-8

輸入チーズ加工職
製造
13090-186688

チーズを主とした乳製品の加工作業を通して、スーパーや百貨店、レストランに世
界のナチュラルチーズを供給していく仕事です。
［作業内容］
＊加工及び製造に係る機械のオペレーション
＊製品の梱包・搬送作業

4 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3

7 専門職・
その他

116

新興サービス　株式会
社
(機械修理業（電気機械
器具を除く）)
1303-617630-8

ネットワークエンジニ
ア
13030-227288

・企業や官公庁向けにネットワークおよびサーバーの提案・設計・構築、機器選定、
見積など、トータルな技術支援を行ないます。

3 大学院卒、大
学卒、短大卒、
高専卒、専修
学校卒、能開
校卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

116

新興サービス　株式会
社
(機械修理業（電気機械
器具を除く）)
1303-617630-8

カスタマーエンジニア
13030-228588

・パソコン、プリンター、ＯＡ機器、ＡＴＭなどの定期点検や修理業務です。
・お客様は病院や薬局、企業やコンビニ等、多くのお客様がいます。

3 大学院卒、大
学卒、短大卒、
高専卒、専修
学校卒、能開
校卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3

7 専門職・
その他

120

医療法人社団　正翔会
横須賀歯科医院
(歯科診療所)
1306-216107-1

歯科助手
13060-64288

歯科診療所での
○アシスタント業務
○歯科用器具の洗浄
を担当していただきます。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3
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ブース番号 ユースエール 事業所名 事業所番号

1 ★ 株式会社　アクト 1308-415650-5
2 ★ 株式会社　ライズテック 1307-645539-8
3 株式会社　優良住宅ローン 1308-451115-7
4 株式会社　北英リビング 1304-644565-9
5 株式会社　マネット 1301-581969-5
6 宇徳ターミナルサービス　株式会社 1304-250098-0
7 エヌ・ディー・アール　株式会社 1307-305506-3
8 サラダカフェ　株式会社 2706-419940-4
9 株式会社　テクノーブル 2703-100919-7
10 株式会社　レーベンコミュニティ 1301-660043-0
11 ★ 株式会社　テイルウィンドシステム 1315-314336-8
12 ★ 株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ 1308-637306-7
13 株式会社　管理バンク 1301-651743-5
14 株式会社　英國屋 1301-583575-0
15 株式会社　東機貿 1304-3412-1
16 株式会社　五光製作所 1307-349516-4
17 株式会社　丸和通運 1311-200376-7
18 山九　株式会社　東京支店 1306-16130-4
19 ★ 株式会社　キャンドゥコンセプト 1307-114360-1
20 ★ エム・ビー・エーインターナショナル株式会社 1307-345514-1
21 マサル工業　株式会社 1309-414492-5
22 株式会社　東京スパリア商社 1313-205675-0

23
ＴＣＳビジネスソリューションズ　株式会社（旧社名：ジェ
クスシステムソリューションズ株式会社）

1301-663982-9

24 ハウスコム　株式会社 1304-247513-2
25 株式会社　シービーエス 1304-621138-3
26 株式会社　ペッパーフードサービス 1312-501912-7
27 大関化学工業　株式会社 2802-101494-3
28 トーイン　株式会社 1313-417727-9
29 株式会社　セノン 1308-107297-0
30 株式会社　宇野澤組鐵工所 1306-541-0
31 Ｃｌｏｃｏ　株式会社 1313-623795-3
32 ミズホ　株式会社 1301-100805-6
33 株式会社三徳 1308-100033-8
34 株式会社グローリア 1307-323991-7
35 株式会社　東京リーガルマインド 1308-619367-7
36 株式会社　ファースト・デザイン・システム 1308-426182-2
37 ★ 株式会社　デュエル 1304-263891-7
38 ★ 株式会社　アバールデータ 1319-3562-5
39 丸喜　株式会社　東京支店 1303-8170-2
40 株式会社　グッドコムアセット 1308-452993-2
41 株式会社　エヌビーエス 1303-208928-7
42 共立機械　株式会社 1313-100556-7
43 株式会社メモリアルアートの大野屋 1308-624201-5
44 旭コンステック　株式会社 2310-3701-7
45 ＪＢネットワーク　株式会社 1301-658521-5
46 ★ ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 1320-615094-3
47 株式会社　デビカ　東京支店 2301-616568-3
48 株式会社　ユニシス 1303-618694-3
49 高俊興業　株式会社 1308-404186-0
50 株式会社　ハート介護サービス　新宿 1308-931858-1
51 ★ 株式会社　コスモ・インテリジェンス 1315-613735-8
52 ★ ウィツ　株式会社 1304-636076-5
53 ヨシモトポール　株式会社 1301-211836-9
54 株式会社　アロワーズ 1308-449031-9
55 株式会社　ウイズ・ワン 1301-555837-9
56 株式会社　田中印刷　東京営業所 2602-616943-1
57 三興塗料　株式会社 1309-208239-3
58 株式会社　タカラレーベンリアルネット 1301-660475-5
59 セントランス　株式会社 1304-240843-0
60 日本アイ・エス・ケイ　株式会社 0804-614646-8
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61 株式会社　ハンセン 1304-639968-4
62 社会福祉法人　ノテ福祉会 1309-632115-5
63 東京コンピュータサービス　株式会社 1301-222655-7
64 日本システムバンク　株式会社 1801-106601-1
65 佐藤建設工業株式会社 1304-12160-1
66 株式会社　日立オートサービス 1303-623553-6
67 文化シヤッターサービス　株式会社 1309-205014-7
68 株式会社　スズヤス 1302-416514-2
69 町田印刷　株式会社 1301-535415-0
70 株式会社　ナカノ商会 1313-617126-1
71 社会福祉法人新生寿会　ありすの杜きのこ南麻布 1304-628958-2
72 株式会社キュー・テック 1304-214752-9
73 日本フェンオール株式会社 1301-541853-7
74 株式会社ダイアナ 1307-313334-9
75 株式会社　山元 1302-308268-8
76 株式会社　オムテック 1309-405760-5
77 株式会社　リオネットセンター城南 1304-254960-3
78 特殊電装　株式会社 1313-102993-7
79 株式会社　イチネンＴＤリース 1304-4388-0
80 吉田プラ工業　株式会社 1312-101788-6
81 株式会社田中歯科器械店 1301-221407-7
82 株式会社　ノムラシステムコーポレーション 1307-341955-1
83 株式会社　大起エンゼルヘルプ 1311-206446-0
84 シャディ株式会社 2712-400143-6
85 アプリケーションアシスト株式会社　東京支店 1313-930746-0
86 小島屋乳業製菓　株式会社 1308-100482-5
87 日本塩回送　株式会社 1304-14977-5
88 山下電気　株式会社 1304-248076-4
89 富士レックス株式会社 1303-620646-1
90 株式会社フォー・ジェイ 1308-613915-2
91 共和物産　株式会社 1307-104565-7
92 株式会社　ライト 1301-224673-6
93 株式会社　トリードアート 1311-315085-6
94 株式会社　エキスプレス社 1302-401887-0
95 セコム株式会社 1307-341364-5
96 株式会社　エイチ・エス・ジェイ 1306-617346-8
97 日本リビング株式会社　東京営業本部 1307-939293-4
98 セフテック　株式会社 1301-100755-5
99 株式会社　ウエノ 1112-911342-5
100 株式会社オーシカ 1309-200178-0
101 メトロ製菓　株式会社 1308-423389-2
102 株式会社　ゼンユー　（旧社名：善友金属　株式会社） 2706-102977-0
103 株式会社　アバハウスインターナショナル 1307-353299-5
104 株式会社　銘林 1313-108102-0
105 牧村　株式会社 1302-300728-2
106 株式会社　ロッテリア 1308-625362-0
107 株式会社　アクティオ 1302-314833-4
108 丸宇木材市売　株式会社 1313-203346-8
109 株式会社　ミニカラー 1301-563104-8
110 株式会社　アデランス 1308-617210-9
111 ＳＥＴソフトウェア株式会社 1308-117613-3
112 ミニメイド・サービス　株式会社 1307-620030-4
113 株式会社　アルス 1301-103579-6
114 日本インシュレーション株式会社　東京本部 1313-621393-1
115 ムラカワ　株式会社 1309-622785-8
116 新興サービス　株式会社 1303-617630-8
117 京急開発　株式会社 1306-3468-7
118 アートコーポレーション株式会社（アート引越センター） 2701-632668-9
119 株式会社　コスモ・コンピューティングシステム 1304-227544-2
120 医療法人社団　正翔会　横須賀歯科医院 1306-216107-1
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