
第3回　新規大卒者等合同就職面接会（11/6・京王プラザホテル八王子）　参加企業一覧
第１部：１２時００分～１４時３０分　　　　　　第２部：１５時３０分～１８時００分

部 ブース
ユース
エール 事業所名 産業分類 事業所番号

第１部 1 愛電　株式会社 電気機械器具卸売業 1301-104367-0

第１部 2 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

第１部 3 フネンアクロス株式会社 他に分類されない製造業 1309-431428-7

第１部 4 株式会社　Ａ１テック ソフトウェア業 1307-357394-7

第１部 5 ロジスネクスト東京　株式会社 産業機械器具卸売業 1306-207193-7

第１部 6 日通システム　株式会社 ソフトウェア業 2302-200884-4

第１部 7 共和物産　株式会社 こん包業 1307-104565-7

第１部 8 株式会社　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 1301-614341-4

第１部 9 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

第１部 10
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ
株式会社

自動車・同附属品製造業 1304-25910-0

第１部 11 株式会社　ハイデイ日高 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 1103-6175-0

第１部 12 株式会社　清水工業 一般土木建築工事業 1314-103364-7

第１部 13 株式会社ウェブスター ソフトウェア業 1307-633910-7

第１部 14 山下印刷紙器　株式会社 紙製容器製造業 2702-410434-9

第１部 15 Ｇ・Ｏ・Ｇ株式会社 管理，補助的経済活動を行う事業所（３９情報サービス業） 1301-561291-3

第１部 16 株式会社　内野製作所 その他のはん用機械・同部分品製造業 1314-100933-1

第１部 17 株式会社　マサダ製作所 一般産業用機械・装置製造業 1316-1228-9

第１部 18 冨士機材株式会社 建築材料卸売業 1302-403306-6

第１部 19 光村印刷　株式会社 印刷業 1304-247842-0

第１部 20 株式会社　牛繁ドリームシステム 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 1308-440055-4

第１部 21 株式会社　ＪＡＰＡＮライフデザイン 老人福祉・介護事業 1304-260974-7

第１部 22 斉田電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 1304-215749-4

第１部 23 株式会社　ソウ・システム・サービス ソフトウェア業 1316-305449-8

第１部 24 日東化工機　株式会社 一般産業用機械・装置製造業 1313-102229-8

第１部 25 株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社 情報処理・提供サービス業 1308-639198-9

第１部 26 ハート　株式会社 紙製品製造業 2701-34628-7

第１部 27 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 1320-8087-3

第１部 28 株式会社　一九堂印刷所 印刷関連サービス業 1302-403471-9

第１部 29 中川システム　株式会社 ソフトウェア業 1303-209642-9

第１部 30 株式会社　サイネックス 広告業 2703-405612-4

第１部 31 株式会社　下島愛生堂薬局 医薬品・化粧品小売業 1314-306458-0

第１部 32 株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ 百貨店，総合スーパー 1315-613717-2

第１部 33 ★ 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

第１部 34 ★ オートマックス　株式会社
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化
学機械器

1309-401640-9

第１部 35 株式会社エーエスケーインターナショナル 旅行業 1301-575302-7

第１部 36 株式会社　コープサービス その他の娯楽業 1301-560064-7

第１部 37 社会福祉法人　常盤会　ときわぎ国領 老人福祉・介護事業 1320-12288-6

第１部 38 東京マシン・アンド・ツール株式会社 産業機械器具卸売業 1307-209369-8

第１部 39 ナカ工業　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） 1303-617168-5

第１部 40 田島メタルワーク　株式会社 その他の金属製品製造業 1309-434025-1

第１部 41 ★ システムスリーテン　株式会社　東京オフィス 情報処理・提供サービス業 1301-667015-2

第１部 42 ★ 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

第１部 43 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 1314-101178-3

第１部 44 株式会社　大東青果 野菜・果実小売業 1315-310192-6

第１部 45 株式会社　ザ・ヘッド ソフトウェア業 1303-209362-5
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部 ブース
ユース
エール 事業所名 産業分類 事業所番号

第２部 1 大東印刷工業　株式会社 印刷業 1312-108753-9

第２部 2 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

第２部 3 株式会社　アスカプランニング ソフトウェア業 1301-621051-4

第２部 4 株式会社　オカダヤ その他の織物・衣服・身の回り品小売業 1308-102955-1

第２部 5
社会福祉法人　芳洋会　特別養護老人ホ－ム
ひのでホーム

老人福祉・介護事業 1316-1912-4

第２部 6 市村酸素　株式会社 無機化学工業製品製造業 1315-100354-7

第２部 7 日立物流ファインネクスト　株式会社 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 1301-662728-4

第２部 8 株式会社　ウィットシス ソフトウェア業 1313-615916-8

第２部 9 泰陽　株式会社 他に分類されない卸売業 1301-207597-6

第２部 10 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 2201-102381-4

第２部 11 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業 1301-562799-8

第２部 12 日新工業　株式会社 他に分類されない製造業 1311-100045-6

第２部 13 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター その他の金属製品製造業 1309-100342-6

第２部 14 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 1308-305538-6

第２部 15 株式会社　安楽亭 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 1105-105574-7

第２部 16 日本テクノストラクチャア　株式会社 ソフトウェア業 1320-10604-0

第２部 17 田邊工業　株式会社 他に分類されない小売業 1307-325240-3

第２部 18 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 1304-16131-5

第２部 19 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 1306-619421-5

第２部 20 株式会社システムクオリティ ソフトウェア業 1315-305313-6

第２部 21 株式会社　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 1313-107040-7

第２部 22 ＧＥヘルスケア・ジャパン　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 1314-308520-4

第２部 23
社会福祉法人　徳心会　特別養護老人ホーム
あゆみえん

老人福祉・介護事業 1316-302866-8

第２部 24 株式会社　オールフォーエスピー ソフトウェア業 1301-618750-7

第２部 25 青梅エレクトロニクス　株式会社 電子応用装置製造業 1316-301829-2

第２部 26 株式会社　セキコーポレーション 通信機械器具・同関連機械器具製造業 1314-101082-4

第２部 27 株式会社　サクラ 建築材料卸売業 1301-501163-7

第２部 28 横沢建設　株式会社 一般土木建築工事業 1320-3239-9

第２部 29 株式会社　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 1316-302152-4

第２部 30 株式会社　クレスト ソフトウェア業 1320-7491-3

第２部 31 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

第２部 32 新光電気工業　株式会社 電線・ケーブル製造業 2702-43409-6

第２部 33 ★ ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業 1320-615094-3

第２部 34 ★ 株式会社　ライズテック ソフトウェア業 1307-645539-8

第２部 35 株式会社　八百邦 野菜・果実小売業 0801-102889-7

第２部 36 セントラル警備保障株式会社 警備業 1308-402246-3

第２部 37 株式会社　和僑 他に分類されない小売業 1409-110429-3

第２部 38 アールアイ・ソフトウェア株式会社 ソフトウェア業 1308-446112-3

第２部 39 株式会社　テンポスバスターズ その他の機械器具卸売業 1306-212571-9

第２部 40 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く） 1315-201894-9

第２部 41 ★ 株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ インターネット附随サービス業 1308-637306-7

第２部 42 ★ 株式会社　タカラエンジニアリング 土木建築サービス業 1304-645691-4

第２部 43 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 1317-615648-9

第２部 44 フジモト株式会社 産業機械器具卸売業 1308-412483-8

第２部 45 日本コンピューター・センター　株式会社 労働者派遣業 1301-576173-3
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