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301102 更新

開催日時

第３回 新規大卒者等合同就職面接会（八王子） 

参加企業・求人一覧表  



第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業

部
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

第１部 1
愛電　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1301-104367-0

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

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

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。

第１部 3
フネンアクロス株式会社
(製造業)
1309-431428-7

業界シェアＮｏ．１の排水管メーカー「フネンアクロス株式会社」は、フネンパ
イプを全国に送り出し、あらゆる生活排水に採用され住環境のインフラを支
えて社会に貢献しています。

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

『信頼と技術力』を企業コンセプトに、人間性を最も重視します。日々進化し
続ける技術の世界で新しい大きな成果を成しえるのは、単に技術屋ではな
く、発想と感性を持った『人』だからです。

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

ニチユ三菱フォークリフトとユニキャリアが経営統合し誕生した三菱ロジスネ
クスト（株）。当社はその販売会社であり、関東地区を担当する三菱重工グ
ループの企業です。

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

社会のトレンドや市場のニーズを開発にタイムリーに活かす“フィードバック・
サイクル”が強みのパッケージソフトウエア・メーカーです。今後、株式公開
を予定しています。

第１部 7
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。

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

都心部にて地域に密着し、ご自宅での生活を支えるサービスを一体型で提
供しています。多職種が同じフロアで仕事をすることで連携を深め、サービ
スの質の向上に努めています。

第１部 9
株式会社　五光製作所
(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。

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

世界最大のガラスメーカーＡＧＣのグループ企業。グループ全体で４３０名が
働いており、創業より５０年以上経過し安定した会社です。休日は多くワーク
ライフバランスが取れた働き方ができます。

第１部 11
株式会社　ハイデイ日高
(食堂，レストラン)
1103-6175-0

サラリーマンから学生、女性の方まで、老若男女いつでもどこでも気軽に立
ちよれる中華食堂です。駅前への出店という利便性を生かし、多彩なニーズ
に合わせたサービスを行っています。

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

創業昭和３９年で八王子市に根差した企業です。民間のアパートや戸建住
宅のほか公共の学校や集合住宅、公共建築等の実績が多く、社会に貢献
し安定した業績を確保しています。

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

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

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

新鋭設備で段ボール箱、紙器製造を主体として、各業界の一流企業を得意
先に持ち、取引は安定。成長性、将来性のある企業である。

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

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

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

８０余年の歴史をもつ当社は歯車の一貫生産メーカーとして産業界に高い
評価を得ています。二輪、四輪車、繊維機械等の歯車を大手メーカーへ納
入しています。

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

油圧ジャッキ国内シェア８５％以上。
主な納入先　三菱、いすず、日野、日産、マツダ、トヨタなど

第１部 18
冨士機材株式会社
(建築材料卸売業)
1302-403306-6

住宅設備、配管材料、上下水道資材等を扱う、業界トップクラスの会社で
す。

第１部 19
光村印刷　株式会社
(印刷業)
1304-247842-0

創業１１７年の長い歴史で培った高い印刷技術による信頼に支えられ、大手
メーカーや金融機関など数多くの企業にご支持頂いております。

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)
1308-440055-4

２０２０年には２００店舗を目指し出店拡大中です。

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

東京都内で介護付有料老人ホーム「グッドタイムホーム」を運営しています。

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

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

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

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

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

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

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

ＩＴ事業を安定的にかつ高度技術を駆使して成長してきています。未経験
者、初心者の方でも、研修やＯＪＴにより、知識や技術が習得できます。人の
和を大切に業務を遂行しています。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業

部
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

第１部 26
ハート　株式会社
(紙製品製造業)
2701-34628-7

業界トップクラスのシェア－を誇り、取扱商品の需要も景気にあまり影響さ
れにくく、安定的な業績を残しています。法人契約でリゾートクラブに加入す
るなど、福利厚生も充実しています。

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

グローバル化を目指した成長企業です。技術力の高さを誇っている独立型
のソフトハウス。

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

当社の得意先はレコード会社が大半を占め、ビデオ、ＣＤなど音響及び映像
関係のパッケージ制作を主とする。（印刷から加工まで）

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

計測制御検査用ソフ卜開発・パッケージソフト開発、保守・総合商社用業務
ソフト開発・ＩＴ化コンサルなどの技術者を未経験者から育てます。

第１部 30
株式会社　サイネックス
(広告業)
2703-405612-4

印刷媒体のトータルプランニングから編集・印刷まで全国５０を超えるネット
ワークをベースに地域に根ざした商品開発・情報サービスに取り組んでいま
す。

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

八王子で大正９年に薬局を創業以来、地域の皆様に支えられ、２０２０年に
創業１００年になります。これからも地域と共に在り、地域を支え、地域に貢
献します。

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

２０１５年より従来の食品スーパー、ディスカウントストアに加え、自転車・
ペットショップ・ホームセンター・靴の四つの専門店をスタート。拘りの一品を
提供します。

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

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

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・試験機等製造業)
1309-401640-9

極東貿易株式会社の戦略子会社で、自動車駆動系部品の試験装置の設
計、製造を行っている。省エネ、安全性向上ニーズの高まりから受注は好調
で、８期連続増益を達成している。

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

２００１年に設立。若いスタッフが多く、力合わせてがんばってます。営業開
始も１０時からのゆっくりスタート。私服通勤でＯＫ。

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

ＪＡグループの農協観光の出資により、各種イべントや旅行を通じて、楽しい
時間の提供に努めている。同時に芸能、商事といった各専門分野の経験と
実績が信頼と期待を得ている。

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

新ユニット型特養と保育園。各種在宅サービス事業所あり

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

業歴３２年を有し、安定した企業体質で自己資本厚く、少数精鋭の人員。タ
イ・バンコクに現地法人あり、同様の営業活動をおこなっている。駐在のチャ
ンスもあります。

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)
1303-617168-5

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

第１部 40
田島メタルワーク　株式会社
(金属製品製造業)
1309-434025-1

三和ホールディングス（一部上場企業）の１００％子会社。全国に４つの営業
所を展開。メイル・宅配ボックス等のステンレス製品、リフォーム等の販売、
新商品の開発に力を入れています。

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

顧客・社員・パートナーの幸福と５０年以上に継続する企業づくりを目指しま
す。

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

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

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

鉄道通信設備の設計・施工・メンテナンスに迅速丁寧に対応し、鉄道の安全
安定輸送に陰から貢献している「縁の下の力持ち」的存在。その職務の特
性から少数精鋭主義が信条。

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

地域でもっとも信頼される青果のスーパーチェーン店を目指す。
現在３２店舗、売上高６６億、年３店舗ぺースで積極的に展開中の会社で
す。

第１部 45
株式会社　ザ・ヘッド
(ソフトウェア業)
1303-209362-5

教育・研修を重視し、個々人の個性と能力を大切にする会社です。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業

部
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

第２部 1
大東印刷工業　株式会社
(印刷業)
1312-108753-9

事業拡張のため２０１６年３月新工場竣工。最新システムを導入し、企画か
ら印刷・製本・配送・納品とほぼ全ての工程を自社内で行い、お客様のニー
ズに応えています。

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

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。

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

当社では様々なプロジェクトが稼働しており，様々な職種・キャリアの人が活
躍しています。他業種でのキャリアでも自分を活かす事を心掛けて積極的
に取組む方なら多くのチャンスがあります。

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

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

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

「安心と充実の人生をご一緒に」の理念のもと、ご入居者に喜んでもらえる
ケアの提拱に努めています。職員一同、一歩先を行くケアを目指していま
す。一緒に働いてみませんか！！

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

多摩地区を中心に地域に密着した創業６８年を越える安定企業です。
立川税務署から優良申告法人として表彰されております。

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

弊社は日立物流グループの会社で、危険物等の化学品の保管や輸送等の
物流サービスを提供しています。ＤＩＣや日立化成等の大手化学品メーカー
を顧客に持ち、現在事業を拡大しています。

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

技術者の教育に力を入れており、未経験者でも現場で活躍できるよう指導
させていただきます。

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

三菱電機・東芝・日立等大手家電メーカー電線大手メーカー等大手一流企
業に販路確立

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

建機レンタル業界のトップクラスとして関東から九州まで事業を展開。三井
物産グループ・住友商事グループの一員として安定した経営基盤を築いて
います。

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

全国に３００店舗の調剤専門薬局を展開するアイセイ薬局グループを運営
母体とし、利用者本位の介護を実践しておリます。

第２部 12
日新工業　株式会社
(製造業)
1311-100045-6

防水材製造メーカー。建設業界においては知名度が高い。

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

当社は鹿島アントラーズを応援しているＬＩＸＩＬグループ（東証一部上場　金
属製品）の中核企業です。明治３６年創業。スカイツリーをはじめ全国の主
要ビルに当社の製品が採用されています。

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

～創立６０周年を迎えた、冷凍冷蔵食品に特化した総合物流企業です～東
京・埼玉・神奈川に５センター、２営業所があり、首都圏を中心とした配送業
務を行っています。

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

チェーン店でありながら店長に大きな裁量権を与える事で、独自のアイデア
を活かしたお店づくりを進めています。また創業よりお肉の品質にはこだ
わっており安心安全のお肉を提供し続けています。

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

堅実経営、社内研修制度の充実。
社員の健康管理にも充分配慮。
幅広い分野で社会のインフラづくりに貢献しています。

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

大正８年の設立以来一貫して、堅実・積極を社是とし、業績も順調に推移し
ている。

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

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

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

「安定した仕事」「充実した研修制度」「仲間と共に育つ職場環境」受注先が
東京都・大田区等官なので安定した受注をしています。

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

小さくてもキラリと光る会社を目指します。

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

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

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

「我々は、患者さんのために最善を尽くすことに誇りを持つ」とい
う企業理念をもち、全世界に医療用画像診断装置を供給しています
。

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

働き易い職場を創り、快適なサービスを提供する。という理念のもとに、社
会福祉サービスの向上に日々取り組んでおります。
平成２８年８月から新施設に移転、併設「あゆみ保育園」を開設。

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

Ｗｅｂ系システム開発からホームページ制作、ＮＷ管理までトータルにサー
ビスを提供しています

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

２０１６年４月、（株）テラプローブ青梅事業所を分轄しアオイ電子（株）（東証
２部上場）の１００％関連会社として設立。アオイ電子グループとしてウエハ
レベルパッケージの一貫生産を行う。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業

部
ブース
番号

ユース
エール

事業所名
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事業所番号
会社の特長

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

当社は、独創的な金型プレス技術を駆使して映像情報機器を中心とする精
密機構部品を提供するモノづくり技術集団です。近年はマイクロマシンなど
の微細部品の加工にも取り組んでいます。

第２部 27
株式会社　サクラ
(建築材料卸売業)
1301-501163-7

当社は設立昭和５９年以来、国内大手鉄鋼メーカーの協力会社として顧客
のために「安全・安心・信頼」を重視し、あらゆるサービスに応えながら安定
した事業経営を営んでおります。

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

創業以来府中市を中心に建設業を営み、安定して業績を伸ばして来た。社
員の個性を伸ばし、独自性を尊重し、和と協調精神をもとに明るく楽しい職
場である。

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

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

第２部 30
株式会社　クレスト
(ソフトウェア業)
1320-7491-3

組込ソフトウェアの設計／開発、地図ソフト関連を中心としたＡｎｄｒｏｉｄ／ｉｏｓ
のスマートデバイスのアプリケーション開発、製品の企画／設計／評価のＩＴ
技術サービスを展開

第２部 31
宇徳ターミナルサービス　株式会社
(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。

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

当社の電線、ケーブルの殆どが、大手メーカー専用品であり、低コスト、高
品質に優れ、社風である即時・徹底でお得意様満足第一で対応します。２０
代の方が多く活躍しています。

第２部 33 ★
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。

第２部 34 ★
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。

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

「明るく、元気に、チームワーク良く」がモットーです。
業績により店舗毎に報奨金制度があります。

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

東証一部上場、業界第３位の実力
都心の高層ビルの常駐警備を得意
ＪＲ東日本との業務提携で事業を大幅に拡大し実績をあげています

第２部 37
株式会社　和僑
(小売業)
1409-110429-3

和僑では「ワークライフバランス」を考え、「私らしく」働ける環境を準備したい
と考えています。「仕事もプライベートも充実」させたいあなたにピッタリで
す。

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

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

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

中古厨房販売業界では日本一のシェアを誇り全国展開する他、内装工事、
不動産、人材教育、求人サポート、コンサルティングとフードサービスを一貫
して支援するビジネスを展開中。

第２部 40
多摩冶金　株式会社
(金属被覆・彫刻業，熱処理業)
1315-201894-9

航空・宇宙・防衛、機械、電子関連部品の金属熱処理加工。
現在、航空機のエンジンや機体に使われる金属部品の熱処理に特に力を
入れています。

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

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」

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

建設、維持管理、更新までを考えるアセットマネジメンはこれから益々重要
になっています。調査から設計・施工管理、技術開発までを行なえる技術者
の育成により発注者から高い評価を頂いています

第２部 43
株式会社　大戸屋
(食堂，レストラン)
1317-615648-9

食材の品質にこだわり、手作りで店内調理を提供しています。お客様にとっ
てお値打感のある料理を常に目指しています。

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

富士通、エプソン、カシオ、三菱電機等の代理店として、順調に業績を伸ば
しています。

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

人材派遣に５０年以上の実績があります。お取引き先は大手企業、官公
庁、マスコミなど多くのスタッフが稼働しています。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

第１部 営業担当 13010-199988 1 5年以内

第１部 技術担当 13010-200888 1 5年以内

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 営業 13090-16388 2 3年以内

第１部 営業職 13090-115088 3 1年以内

第１部 総務事務 13090-491988 1 1年以内

第１部 システムエンジニア 13070-11688 9 1年以内

第１部 管理部門総合職（業務） 13070-578388 1 1年以内

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 営業職 13060-26788 10 3年以内

第１部 コンサルティング営業 23020-313688 5 3年以内

第１部 オペレーター（カスタマーセンター） 23020-315388 2 3年以内

第１部 システムエンジニア 23020-314988 5 3年以内

第１部 フィールドシステムエンジニア 23020-316488 2 3年以内

第１部 7 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年以内

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
総合職／介護職・事務職・教育・採用
担当・社内エンジニア

13010-219888 5 3年以内

第１部 営業 13070-479788 2 3年以内

第１部 品質保証 13070-493588 1 3年以内

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 総合職 13040-167288 4 3年以内

第１部 11 株式会社　ハイデイ日高 食堂，レストラン 総合職（店長・地区長候補） 11030-101288 50 3年以内

第１部 12 株式会社　清水工業 一般土木建築工事業
公共工事等の建築・設計・施工

13146-44488 2 3年以内

第１部 営業アシスタント 13070-244888 1 3年以内

第１部 システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年以内

第１部 システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年以内

第１部 14 山下印刷紙器　株式会社 紙製容器製造業
営業職（段ボール箱、印刷紙器、その
他包装資材の販売）東京

27020-485588 1 3年以内

第１部 一般事務 13010-326988 2 3年以内

第１部 Ｗｅｂプログラマー 13010-490488 1 3年以内

第１部 製造加工技術者及び生産管理 13146-78488 4 3年以内

第１部 一般事務 13146-193588 2 １年以内

第１部 営業職 13160-62588 2 3年以内

第１部 技術職（設計開発、品質管理業務） 13160-11588 2 3年以内

第１部 18 冨士機材株式会社 建築材料卸売業 営業職 13010-1082288 10 否

第１部 19 光村印刷　株式会社 印刷業 総合職 13040-904488 3 否

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 店長候補 13080-565688 6 1年以内

第１部 21 株式会社　ＪＡＰＡＮライフデザイン 老人福祉・介護事業 ケアワーカー 13040-778488 5 3年以内

第１部 22 斉田電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-441288 6 3年以内

第１部 営業職（一般職） 13160-4888 1 3年以内

第１部 事務、技術者補助業務 13160-5788 3 3年以内

第１部 営業 13130-9888 2 3年以内

第１部 設計・製造・施工工程管理　他 13130-8588 2 3年以内

16 株式会社　内野製作所 はん用機械・同部分品製造業

1 電気機械器具卸売業愛電　株式会社

製造業フネンアクロス株式会社3

ソフトウェア業株式会社ウェブスター13

管理，補助的経済活動を行う事
業所（３９情報サービス業）

Ｇ・Ｏ・Ｇ株式会社15

ソフトウェア業日通システム　株式会社6

輸送用機械器具製造業株式会社　五光製作所9

ソフトウェア業株式会社　Ａ１テック4

一般産業用機械・装置製造業株式会社　マサダ製作所17

一般産業用機械・装置製造業日東化工機　株式会社24

ソフトウェア業株式会社　ソウ・システム・サービス23

6 / 28 ページ



第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

第１部 ＩＴ関連営業業務 13080-434688 2 3年以内

第１部 ＯＡアシスタント 13080-215688 4 3年以内

第１部 ネットワークエンジニア 13080-211288 3 3年以内

第１部 プログラマー 13080-212588 5 3年以内

第１部
機密機器の機能評価・ソフトウエア検
証技術者

13080-213888 3 3年以内

第１部 システム運用・ヘルプデスク 13080-214788 3 3年以内

第１部 26 ハート　株式会社 紙製品製造業 営業 27010-345488 10 3年以内

第１部 27 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13200-35388 20 3年以内

第１部 28 株式会社　一九堂印刷所 印刷関連サービス業 営業（パッケージなど印刷物） 13010-1109688 2 3年以内

第１部 28 株式会社　一九堂印刷所 印刷関連サービス業 生産管理 13010-1108788 2 3年以内

第１部
システムエンジニア
プログラマー

13030-250188 3 3年以内

第１部
システムエンジニア
プログラマー／府中市

13030-251288 3 3年以内

第１部 30 株式会社　サイネックス 広告業
企画提案型営業職（西東京支店・東
京埼玉支店・千葉支店）

27030-223688 6 3年以内

第１部 31 株式会社　下島愛生堂薬局 医薬品・化粧品小売業
地域を支える老舗薬局の受付・調剤
事務スタッフ

13146-169288 1 3年以内

第１部 32 株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ 百貨店，総合スーパー 販売職 13150-10888 5 3年以内

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
システムエンジニア・プログラマ及び
サポート事務

13150-39688 10 3年以内

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
機等製造業

試験機機械設計 13090-154988 2 3年以内

第１部 営業（旅行代理店への営業） 13010-273188 3 3年以内

第１部 営業事務（海外・国内ホテルの手配） 13010-274288 3 3年以内

第１部 36 株式会社　コープサービス その他の娯楽業 営業 13010-193188 2 3年以内

第１部 保育士 13200-11088 2 3年以内

第１部 介護職 13200-10488 3 3年以内

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 営業 13070-543688 1 2年以内

第１部
営業／台東区・さいたま市・横浜市緑
区・大阪市淀川区

13030-24088 2 3年以内

第１部 管理事務 13030-27588 1 3年以内

第１部 設計／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-28888 2 3年以内

第１部 研究開発／埼玉県 13030-29788 2 3年以内

第１部
施工管理／埼玉県八潮市・大阪市淀
川区

13030-25188 1 3年以内

第１部
生産管理／埼玉県八潮市・滋賀県甲
賀市

13030-26288 2 3年以内

第１部 営業 13090-396788 1 3年以内

第１部 商品開発 13090-394588 2 3年以内

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
１．プログラマー
２．ネットワークエンジニア

13010-963388 3 3年以内

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
総合職（ゲーム・Ｗｅｂ業界向け技術
職、営業職）

13070-144088 10 5年以内

第１部 43 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 鉄道通信設備技術員 13146-14888 2 3年以内

第１部 44 株式会社　大東青果 野菜・果実小売業
総合職
（将来の店長・幹部候補）

13150-9188 8 3年以内

第１部 45 株式会社　ザ・ヘッド ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13030-105588 5 3年以内

情報処理・提供サービス業株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社25

ソフトウェア業中川システム　株式会社29

建設用・建築用金属製品製造業ナカ工業　株式会社39

金属製品製造業田島メタルワーク　株式会社40

旅行業
株式会社エーエスケーインターナ
ショナル

35

老人福祉・介護事業
社会福祉法人　常盤会　ときわぎ国
領

37
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

第２部 1 大東印刷工業　株式会社 印刷業 営業 13120-19388 2 3年以内

第２部 営業・品質管理・購買管理／品川区 13040-634288 3 3年以内

第２部 製造技能・生産技術／南アルプス市 13040-237488 4 3年以内

第２部 技術／品川区 13040-236388 2 3年以内

第２部 総務・経理（総合職） 13040-972288 1 3年以内

第２部 ヘルプデスク・ＯＡ事務 13010-1105288 2 否

第２部
インフラエンジニア／Ｗｅｂアプリケー
ションエンジニア

13010-1103088 4 否

第２部 4 株式会社　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-267488 24 3年以内

第２部 介護職員（練馬区） 13160-67388 5 3年以内

第２部 介護職員 13160-68488 5 3年以内

第２部 6 市村酸素　株式会社 無機化学工業製品製造業 総合職 13150-31388 3 3年以内

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）
総合職　（営業・物流・管理業務）／全
国３３ケ所

13010-332788 5 3年以内

第２部 事務系業務支援 13130-147788 1 3年以内

第２部 営業支援 13130-149988 1 3年以内

第２部 ＩＴエンジニア 13130-148688 3 3年以内

第２部 9 泰陽　株式会社 卸売業 営業員 13010-1058188 1 3年以内

第２部 営業 22010-265288 3 3年以内

第２部 事務職 22010-332988 2 3年以内

第２部 介護スタッフ／グループホーム 13010-666488 3 3年以内

第２部 介護スタッフ／デイサービス 13010-667088 3 3年以内

第２部 営業職 13110-85088 5 2年以内

第２部 生産管理事務職 13110-115188 1 2年以内

第２部 研究開発職 13110-116288 3 2年以内

第２部 13 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 金属製品製造業 総合職 13090-398988 7 3年以内

第２部 運送業務総合職 13080-19588 2 5年以内

第２部 運送業務総合職（渋谷区） 13080-21688 2 5年以内

第２部 運送業務総合職(西多摩郡瑞穂町） 13080-22988 2 5年以内

第２部 運送業務総合職（神奈川県） 13080-25088 2 5年以内

第２部 15 株式会社　安楽亭 食堂，レストラン 店長（幹部）候補 11050-98088 10 3年以内

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 プログラマー　システムエンジニア 13200-24788 10 3年以内

第２部 17 田邊工業　株式会社 小売業 総合職（基幹職） 13070-88388 8 3年以内

第２部 18 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-425288 30 3年以内

第２部 経理・総務 13060-85988 2 3年以内

第２部 工事事務職 13060-84688 3 3年以内

第２部 施工管理職 13060-86388 3 3年以内

第２部 20 株式会社システムクオリティ ソフトウェア業
システムエンジニア（ＳＥ）　プログラ
マー

13150-43288 3 3年以内

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 営業販売職（国内営業） 13130-144288 2 3年以内

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

製造業 13146-173488 5 3年以内

第２部
保育士（事業所内保育所　あゆみ保
育園）

13160-31688 1 3年以内

第２部 介護職員 13160-30788 5 3年以内

老人福祉・介護事業
社会福祉法人　芳洋会　特別養護
老人ホ－ム　ひのでホーム

5

ソフトウェア業株式会社　ウィットシス8

工業用プラスチック製品製造業山下電気　株式会社2

ソフトウェア業株式会社　アスカプランニング3

一般貨物自動車運送業ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社14

一般土木建築工事業19 株式会社　木村工業

11 老人福祉・介護事業株式会社　愛誠会

製造業日新工業　株式会社12

老人福祉・介護事業
社会福祉法人　徳心会　特別養護
老人ホーム　あゆみえん

23

10 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

第２部 プログラマ 13010-244788 2 3年以内

第２部 ネットワークエンジニア 13010-245688 2 3年以内

第２部
ホームページ制作者・Ｗｅｂデザイ
ナー

13010-246988 2 3年以内

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 技術職（設計、装置技術等） 13160-51088 2 否

第２部 営業 19490-415388 2 3年以内

第２部 技術（八王子市） 19490-414988 2 3年以内

第２部 技術（山梨県南アルプス市） 19490-201788 2 3年以内

第２部 営業（建材事業部） 13010-397288 1 3年以内

第２部 サーバー運用エンジニア 13010-409088 2 3年以内

第２部 営業 13200-57788 2 1年以内

第２部 事務 13200-59988 1 1年以内

第２部 現場監督 13200-56888 3 1年以内

第２部 情報処理 13200-58688 2 1年以内

第２部 営業 13160-28288 1 3年以内

第２部 機械設計・電気設計・研究開発 13160-29588 4 3年以内

第２部 30 株式会社　クレスト ソフトウェア業 プログラマー 13200-34988 2 3年以内

第２部 31 宇徳ターミナルサービス　株式会社 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年以内

第２部 営業職（国内・海外） 27020-234288 3 3年以内

第２部 開発・技術職 27020-345088 1 3年以内

第２部 33 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年以内

第２部 34 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年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（土浦南店）

08010-88688 5 5年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（鶴ヶ島店、新座店）

08010-89988 5 5年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（練馬店、昭島店）

08010-91188 5 5年以内

第２部 36 セントラル警備保障株式会社 警備業
警務職（常駐警備・機械警備・運輸警
備・受付業務）

13080-252288 205 3年以内

第２部 一般事務（一般職） 14090-130288 8 5年以内

第２部 店舗運営・販売（一般職） 14090-131588 10 5年以内

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 プログラマー・ＳＥ 13080-141888 20 3年以内

第２部 39 株式会社　テンポスバスターズ 機械器具卸売業
飲食店コンサルタント・飲食店開業サ
ポート

13060-115688 30 3年以内

第２部
総合職（技術開発・生産技術、部門の
リーダー候補）

13150-59088 2 3年以内

第２部 一般職（事務職） 13150-161488 1 3年以内

第２部 41 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年以内

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 土木設計技術員 13040-522588 2 5年以内

第２部 43 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン
店舗運営に関わるマネジメント幹部
候補生

13170-19488 15 3年以内

第２部 営業 13080-504888 2 3年以内

第２部 サービスエンジニア 13080-514688 2 3年以内

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
総合職（総合事務・営業事務・ヘルプ
デスク）

13010-1071488 5 2年以内

通信機械器具・同関連機械器具
製造業

株式会社　セキコーポレーション26

建築材料卸売業27 株式会社　サクラ

ソフトウェア業株式会社　オールフォーエスピー24

野菜・果実小売業株式会社　八百邦35

産業機械器具卸売業フジモト株式会社44

小売業株式会社　和僑37

金属被覆・彫刻業，熱処理業多摩冶金　株式会社40

電線・ケーブル製造業新光電気工業　株式会社32

28 一般土木建築工事業横沢建設　株式会社

一般産業用機械・装置製造業株式会社　ワイエイシイデンコー29
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
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

第１部 4 株式会社　Ａ１テック ソフトウェア業 管理部門総合職（業務） 13070-578388 1 1年以内

第１部 7 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年以内

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
総合職／介護職・事務職・教育・採用
担当・社内エンジニア

13010-219888 5 3年以内

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 総合職 13040-167288 4 3年以内

第１部 19 光村印刷　株式会社 印刷業 総合職 13040-904488 3 否

第１部 22 斉田電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-441288 6 3年以内

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
総合職（ゲーム・Ｗｅｂ業界向け技術
職、営業職）

13070-144088 10 5年以内

第１部 44 株式会社　大東青果 野菜・果実小売業
総合職
（将来の店長・幹部候補）

13150-9188 8 3年以内

第１部 1 愛電　株式会社 電気機械器具卸売業 営業担当 13010-199988 1 5年以内

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 営業 13090-16388 2 3年以内

第１部 3 フネンアクロス株式会社 製造業 営業職 13090-115088 3 1年以内

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 営業職 13060-26788 10 3年以内

第１部 6 日通システム　株式会社 ソフトウェア業 コンサルティング営業 23020-313688 5 3年以内

第１部 9 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 営業 13070-479788 2 3年以内

第１部 14 山下印刷紙器　株式会社 紙製容器製造業
営業職（段ボール箱、印刷紙器、その
他包装資材の販売）東京

27020-485588 1 3年以内

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 営業職 13160-62588 2 3年以内

第１部 18 冨士機材株式会社 建築材料卸売業 営業職 13010-1082288 10 否

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 営業職（一般職） 13160-4888 1 3年以内

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 営業 13130-9888 2 3年以内

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 ＩＴ関連営業業務 13080-434688 2 3年以内

第１部 26 ハート　株式会社 紙製品製造業 営業 27010-345488 10 3年以内

第１部 28 株式会社　一九堂印刷所 印刷関連サービス業 営業（パッケージなど印刷物） 13010-1109688 2 3年以内

第１部 30 株式会社　サイネックス 広告業
企画提案型営業職（西東京支店・東
京埼玉支店・千葉支店）

27030-223688 6 3年以内

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 営業（旅行代理店への営業） 13010-273188 3 3年以内

第１部 36 株式会社　コープサービス その他の娯楽業 営業 13010-193188 2 3年以内

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 営業 13070-543688 1 2年以内

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
営業／台東区・さいたま市・横浜市緑
区・大阪市淀川区

13030-24088 2 3年以内

第１部 40 田島メタルワーク　株式会社 金属製品製造業 営業 13090-396788 1 3年以内

第１部 3 フネンアクロス株式会社 製造業 総務事務 13090-491988 1 1年以内

第１部 6 日通システム　株式会社 ソフトウェア業 オペレーター（カスタマーセンター） 23020-315388 2 3年以内

第１部 13 株式会社ウェブスター ソフトウェア業 営業アシスタント 13070-244888 1 3年以内

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）

一般事務 13010-326988 2 3年以内

第１部 16 株式会社　内野製作所 はん用機械・同部分品製造業 一般事務 13146-193588 2 １年以内

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 事務、技術者補助業務 13160-5788 3 3年以内

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 ＯＡアシスタント 13080-215688 4 3年以内

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 営業事務（海外・国内ホテルの手配） 13010-274288 3 3年以内

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 管理事務 13030-27588 1 3年以内

第１部 11 株式会社　ハイデイ日高 食堂，レストラン 総合職（店長・地区長候補） 11030-101288 50 3年以内

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 店長候補 13080-565688 6 1年以内

第１部 31 株式会社　下島愛生堂薬局 医薬品・化粧品小売業
地域を支える老舗薬局の受付・調剤
事務スタッフ

13146-169288 1 3年以内

第１部 32 株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ 百貨店，総合スーパー 販売職 13150-10888 5 3年以内

第１部 4 株式会社　Ａ１テック ソフトウェア業 システムエンジニア 13070-11688 9 1年以内

第１部 システムエンジニア 23020-314988 5 3年以内

第１部 フィールドシステムエンジニア 23020-316488 2 3年以内

2 営業

3 事務

4 接客・販売

5 ＩＣＴ系

1 総合職

ソフトウェア業日通システム　株式会社6

10 / 28 ページ



第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
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

第１部 システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年以内

第１部 システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年以内

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）

Ｗｅｂプログラマー 13010-490488 1 3年以内

第１部 ネットワークエンジニア 13080-211288 3 3年以内

第１部 プログラマー 13080-212588 5 3年以内

第１部
機密機器の機能評価・ソフトウエア検
証技術者

13080-213888 3 3年以内

第１部 システム運用・ヘルプデスク 13080-214788 3 3年以内

第１部 27 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13200-35388 20 3年以内

第１部
システムエンジニア
プログラマー

13030-250188 3 3年以内

第１部
システムエンジニア
プログラマー／府中市

13030-251288 3 3年以内

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
システムエンジニア・プログラマ及び
サポート事務

13150-39688 10 3年以内

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
１．プログラマー
２．ネットワークエンジニア

13010-963388 3 3年以内

第１部 45 株式会社　ザ・ヘッド ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13030-105588 5 3年以内

第１部 21 株式会社　ＪＡＰＡＮライフデザイン 老人福祉・介護事業 ケアワーカー 13040-778488 5 3年以内

第１部 保育士 13200-11088 2 3年以内

第１部 介護職 13200-10488 3 3年以内

第１部 1 愛電　株式会社 電気機械器具卸売業 技術担当 13010-200888 1 5年以内

第１部 9 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 品質保証 13070-493588 1 3年以内

第１部 12 株式会社　清水工業 一般土木建築工事業 公共工事等の建築・設計・施工 13146-44488 2 3年以内

第１部 16 株式会社　内野製作所 はん用機械・同部分品製造業 製造加工技術者及び生産管理 13146-78488 4 3年以内

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 技術職（設計開発、品質管理業務） 13160-11588 2 3年以内

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 設計・製造・施工工程管理　他 13130-8588 2 3年以内

第１部 28 株式会社　一九堂印刷所 印刷関連サービス業 生産管理 13010-1108788 2 3年以内

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
機等製造業

試験機機械設計 13090-154988 2 3年以内

第１部 設計／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-28888 2 3年以内

第１部 研究開発／埼玉県 13030-29788 2 3年以内

第１部
施工管理／埼玉県八潮市・大阪市淀
川区

13030-25188 1 3年以内

第１部
生産管理／埼玉県八潮市・滋賀県甲
賀市

13030-26288 2 3年以内

第１部 40 田島メタルワーク　株式会社 金属製品製造業 商品開発 13090-394588 2 3年以内

第１部 43 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 鉄道通信設備技術員 13146-14888 2 3年以内

5 ＩＣＴ系

6 福祉職

7 専門職・
その他

ソフトウェア業中川システム　株式会社29

情報処理・提供サービス業株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社25

ソフトウェア業株式会社ウェブスター13

社会福祉法人　常盤会　ときわぎ国
領

37

建設用・建築用金属製品製造業ナカ工業　株式会社39

老人福祉・介護事業
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
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

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 総務・経理（総合職） 13040-972288 1 3年以内

第２部 6 市村酸素　株式会社 無機化学工業製品製造業 総合職 13150-31388 3 3年以内

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）
総合職　（営業・物流・管理業務）／全
国３３ケ所

13010-332788 5 3年以内

第２部 13 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 金属製品製造業 総合職 13090-398988 7 3年以内

第２部 運送業務総合職 13080-19588 2 5年以内

第２部 運送業務総合職（渋谷区） 13080-21688 2 5年以内

第２部 運送業務総合職(西多摩郡瑞穂町） 13080-22988 2 5年以内

第２部 運送業務総合職（神奈川県） 13080-25088 2 5年以内

第２部 17 田邊工業　株式会社 小売業 総合職（基幹職） 13070-88388 8 3年以内

第２部 40 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業
総合職（技術開発・生産技術、部門の
リーダー候補）

13150-59088 2 3年以内

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
総合職（総合事務・営業事務・ヘルプ
デスク）

13010-1071488 5 2年以内

第２部 1 大東印刷工業　株式会社 印刷業 営業 13120-19388 2 3年以内

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 営業・品質管理・購買管理／品川区 13040-634288 3 3年以内

第２部 9 泰陽　株式会社 卸売業 営業員 13010-1058188 1 3年以内

第２部 10 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 営業 22010-265288 3 3年以内

第２部 12 日新工業　株式会社 製造業 営業職 13110-85088 5 2年以内

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 営業販売職（国内営業） 13130-144288 2 3年以内

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

営業 19490-415388 2 3年以内

第２部 27 株式会社　サクラ 建築材料卸売業 営業（建材事業部） 13010-397288 1 3年以内

第２部 28 横沢建設　株式会社 一般土木建築工事業 営業 13200-57788 2 1年以内

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 営業 13160-28288 1 3年以内

第２部 32 新光電気工業　株式会社 電線・ケーブル製造業 営業職（国内・海外） 27020-234288 3 3年以内

第２部 44 フジモト株式会社 産業機械器具卸売業 営業 13080-504888 2 3年以内

第２部 3 株式会社　アスカプランニング ソフトウェア業 ヘルプデスク・ＯＡ事務 13010-1105288 2 否

第２部 事務系業務支援 13130-147788 1 3年以内

第２部 営業支援 13130-149988 1 3年以内

第２部 10 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 事務職 22010-332988 2 3年以内

第２部 12 日新工業　株式会社 製造業 生産管理事務職 13110-115188 1 2年以内

第２部 経理・総務 13060-85988 2 3年以内

第２部 工事事務職 13060-84688 3 3年以内

第２部 28 横沢建設　株式会社 一般土木建築工事業 事務 13200-59988 1 1年以内

第２部 37 株式会社　和僑 小売業 一般事務（一般職） 14090-130288 8 5年以内

第２部 40 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 一般職（事務職） 13150-161488 1 3年以内

第２部 4 株式会社　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-267488 24 3年以内

第２部 15 株式会社　安楽亭 食堂，レストラン 店長（幹部）候補 11050-98088 10 3年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（土浦南店）

08010-88688 5 5年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（鶴ヶ島店、新座店）

08010-89988 5 5年以内

第２部
一般食品、青果物販売および総合職
（練馬店、昭島店）

08010-91188 5 5年以内

第２部 37 株式会社　和僑 小売業
店舗運営・販売
（一般職）

14090-131588 10 5年以内

第２部 43 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン
店舗運営に関わるマネジメント幹部候
補生

13170-19488 15 3年以内

第２部 3 株式会社　アスカプランニング ソフトウェア業
インフラエンジニア／Ｗｅｂアプリケー
ションエンジニア

13010-1103088 4 否

第２部 8 株式会社　ウィットシス ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13130-148688 3 3年以内

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 プログラマー　システムエンジニア 13200-24788 10 3年以内

2 営業

3 事務

5 ＩＣＴ系

1 総合職

一般貨物自動車運送業ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社14

8 ソフトウェア業株式会社　ウィットシス

一般土木建築工事業株式会社　木村工業19

野菜・果実小売業株式会社　八百邦354 接客・販売
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
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

第２部 18 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-425288 30 3年以内

第２部 20 株式会社システムクオリティ ソフトウェア業
システムエンジニア（ＳＥ）　プログラ
マー

13150-43288 3 3年以内

第２部 プログラマ 13010-244788 2 3年以内

第２部 ネットワークエンジニア 13010-245688 2 3年以内

第２部
ホームページ制作者・Ｗｅｂデザイ
ナー

13010-246988 2 3年以内

第２部 30 株式会社　クレスト ソフトウェア業 プログラマー 13200-34988 2 3年以内

第２部 33 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年以内

第２部 34 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年以内

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 プログラマー・ＳＥ 13080-141888 20 3年以内

第２部 41 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年以内

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 介護職員（練馬区） 13160-67388 5 3年以内

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 介護職員 13160-68488 5 3年以内

第２部 介護スタッフ／グループホーム 13010-666488 3 3年以内

第２部 介護スタッフ／デイサービス 13010-667088 3 3年以内

第２部
保育士（事業所内保育所　あゆみ保
育園）

13160-31688 1 3年以内

第２部 介護職員 13160-30788 5 3年以内

第２部 製造技能・生産技術／南アルプス市 13040-237488 4 3年以内

第２部 技術／品川区 13040-236388 2 3年以内

第２部 12 日新工業　株式会社 製造業 研究開発職 13110-116288 3 2年以内

第２部 19 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 施工管理職 13060-86388 3 3年以内

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

製造業 13146-173488 5 3年以内

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 技術職（設計、装置技術等） 13160-51088 2 否

第２部 技術（八王子市） 19490-414988 2 3年以内

第２部 技術（山梨県南アルプス市） 19490-201788 2 3年以内

第２部 27 株式会社　サクラ 建築材料卸売業 サーバー運用エンジニア 13010-409088 2 3年以内

第２部 現場監督 13200-56888 3 1年以内

第２部 情報処理 13200-58688 2 1年以内

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 機械設計・電気設計・研究開発 13160-29588 4 3年以内

第２部 31 宇徳ターミナルサービス　株式会社 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年以内

第２部 32 新光電気工業　株式会社 電線・ケーブル製造業 開発・技術職 27020-345088 1 3年以内

第２部 36 セントラル警備保障株式会社 警備業
警務職（常駐警備・機械警備・運輸警
備・受付業務）

13080-252288 205 3年以内

第２部 39 株式会社　テンポスバスターズ 機械器具卸売業
飲食店コンサルタント・飲食店開業サ
ポート

13060-115688 30 3年以内

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 土木設計技術員 13040-522588 2 5年以内

第２部 44 フジモト株式会社 産業機械器具卸売業 サービスエンジニア 13080-514688 2 3年以内

6 福祉職

7 専門職・
その他

5 ＩＣＴ系

ソフトウェア業株式会社　オールフォーエスピー24

老人福祉・介護事業
社会福祉法人　徳心会　特別養護
老人ホーム　あゆみえん

23

老人福祉・介護事業株式会社　愛誠会11

工業用プラスチック製品製造業山下電気　株式会社2

一般土木建築工事業横沢建設　株式会社28

通信機械器具・同関連機械器具
製造業

株式会社　セキコーポレーション26
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人概要（職種別）

職種区分 部
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
既卒者
の応募

1 総合職 第１部 4

株式会社　Ａ１テック
ソフトウェア業
1307-357394-7

管理部門総合職（業
務）
13070-578388

管理部門業務（業務、経理、総務、人事、法務ｅｔｃ．全般）
入社当初は、業務等のスタッフとして従事いただき、将来は管理部門のリーダーと
なっていただきます。
「業務内容」
受発注管理、営業事務、契約管理、セキュリティ

1 大学卒 不問
Ｅｘｃｅｌ操作がで
きればなお可

1年以内

1 総合職 第１部 7

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

当社は、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、具体的な業務内容としては従業員の労務
管理を中心に作業管理や収益管理、得意先との折衝、人事総務、購買管理等、事
業所運営に必要な一切の業務を行います。また、特に製造系の職場では安全最優
先で作業を行うため、安全対策の検討や安全教育の実施等、安全、品質に対する活
動も重要な仕事の一つです。

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年以内

1 総合職 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

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

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

5 大学・短大・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内

1 総合職 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

総合職
13040-167288

◆ロボットに興味がある人＆◆自動車関係に興味がある人に魅力がある会社です。
【配属部門参考】■エンジニアリング機械や設備の設計・開発・製作行います。ロボッ
トを使い、ロボットを組み合わせて設備などの製作を行います。自動化ライン、自動カ
メラセンサー作成等■品質保証大手の自動車メーカーのガラス部品の品質基準を満
たし保証する業務です。自分たちで考えた仕組みの実施やテスト、お客様対応などを
します。■生産管理工場での運営を管理して行く部門です。事務仕事や受発注業務
がメインとなります。

4 大卒、高専、専
修学校、短大、
能開校
※理系・文系不
問

不問 3年以内

1 総合職 第１部 19

光村印刷　株式会社
印刷業
1304-247842-0

総合職
13040-904488

〇営業：お客様と直接やりとりして印刷物を１から作り上げていく仕事です。色の再現
や仕様をお客様のニーズに合わせて提案していくやりがいがあり、社会で役立って
いることが実感できます。
〇管理：総務や経理など管理部門は縁の下の力持ちとしてさまざまな職場を支える
仕事です。
〇技術：印刷技術を応用し、紙だけにとどまらないさまざまな技術を開発しています。

3 大学院卒、大学
卒※学部学科
不問

不問 否

1 総合職 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

総合職（営業）
13040-441288

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

6 大学、短大、専
修学校（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

1 総合職 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

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

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

10 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 5年以内

1 総合職 第１部 44

株式会社　大東青果
野菜・果実小売業
1315-310192-6

総合職
（将来の店長・幹部候
補）
13150-9188

◎将来の店長・幹部候補として、店舗で青果販売、店舗の運営に取り組んでいただ
きます。店舗での仕事を通じて、年間を通して青果流通（種類や産地の変化等）を理
解するとともに、接客や店舗運営の技術、鮮度の見方、値付けの考え方を身に付け
ていただきます。
◎店舗は、東京、埼玉、千葉、群馬、山梨に３４店舗（Ｈ３０．２．１現在）

8 大学卒以上（学
部、学科不問）

不問 3年以内

2 営業 第１部 1

愛電　株式会社
電気機械器具卸売業
1301-104367-0

営業担当
13010-199988

自社取扱い商品を顧客に販売 1 大学院卒・大学
卒・短大卒・高
専卒・専修学校
卒・能開校卒
（学部学科不
問）

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

5年以内

2 営業 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

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
修卒業見込み
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

営業職
13090-115088

☆全て法人向けの営業で、当社製品の認識度は１００％です☆
・排水管『フネンパイプ』の販売・戸建用防音排水管『音ふうじ』の販売
・販売契約した代理店、販売店への訪問及び売上管理
・新製品のＰＲ活動、物件情報の収集活動

3 大学卒業（学
部・学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

1年以内

2 営業 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

営業職
13060-26788

○お客様の物流に関する問題解決を通じ、社会に貢献するお仕事です。
○大手企業の窓口担当者から中小企業の経営者まで、さまざまな方が商談相手に
なります。担当エリアの企業を訪問し、物流の効率化やコスト削減などのニーズを汲
み取りながら最適な商品をご提案します。
○三菱ロジスネクスト株式会社製造の製品だけでなく、社外からの仕入れ商品も含
めた多様な物流機器の提案と調達・納品を行っていただきます。

10 大学卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 第１部 6

日通システム　株式会
社
ソフトウェア業
2302-200884-4

コンサルティング営業
23020-313688

当社開発の勤次郎Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（就業・人事・給与を管理するソフトウェア）等を取引
先である大手コンピュータメーカーの営業担当者とともに、ソフトウェアを必要としてい
る企業様（エンドユーザー）に製品のご説明、提案を行っていただきます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
卒

不問 3年以内

2 営業 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

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。※興味のある方はぜひ当社ホームペー
ジにアクセスして下さい。

2 専修学校・高
専・短大・大学・
大学院
理系は優遇しま
す。

不問 3年以内
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2 営業 第１部 14

山下印刷紙器　株式会
社
紙製容器製造業
2702-410434-9

営業職（段ボール箱、
印刷紙器、その他包
装資材の販売）東京
27020-485588

段ボール箱・印刷紙器・その他包装資材の製造販売業です。
〈業務内容〉・弊社の得意先（大手、優良企業）へのルートセールスが中心となりま
す。
・商品企画、各種提案業務
・販路拡大、新規開拓に向けた活動

1 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

営業職
13160-62588

☆油圧ジャッキ、油圧機器の販売（固定得意先のルートセールス）
☆営業関連事務

2 大学、短大、高
専

☆普通自動車
免許（ＡＴ可）

3年以内

2 営業 第１部 18

冨士機材株式会社
建築材料卸売業
1302-403306-6

営業職
13010-1082288

◇法人営業
＊主にルートセールスとなります。
＊パソコンによる見積り作成、各種資料作成等

10 大学（学部学科
不問）

不問 否

2 営業 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

営業職（一般職）
13160-4888

当社では、当社（東京都青梅市）の当社事務所の中に営業の皆さん１人１人に必ず
自分の机があり、ここを拠点に自分のエリアの客先へシステム等の販売の営業を行
います。営業内容は大手製造会社（製鉄所、発電所など）の生産／操業用の計算機
システム（ＤＣＳ等）の新設／全面更新や、プラント改善などに関するシステムの一括
受注とその物品等を取りまとめたシステム一括での納品／設置／立上げです。本求
人では、最初は営業担当者の先輩のサポート業務から業務をはじめ、少しづつ実Ｊ
ＯＢの受注を通じて、客先や営業品目を増やしていきます。

1 大学院卒、大
卒、短大卒、高
専卒（履修科目
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※取得予定可

3年以内

2 営業 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

営業
13130-9888

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

2 大学卒 留学生の場合
は、日常会話以
上の日本語能
力を習得されて
いる方

3年以内

2 営業 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

ＩＴ関連営業業務
13080-434688

●顧客への定期訪問及び折衝
●業務受注に関する情報収集及び確保
●ＩＴ技術者の業務配置および進捗把握以上業務に関わる管理業務を行います。

2 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

2 営業 第１部 26

ハート　株式会社
紙製品製造業
2701-34628-7

営業
27010-345488

営業職（ルートセールス）印刷会社等の固定得意先へ当社製品（名刺用紙・封筒・は
がき等）の納品や受注。また得意先のニーズに添った製品の紹介や別注品の提案
等を行っていただきます。※未経験の方も丁寧にお教えします。

10 大学院・大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社日までに
取得

3年以内

2 営業 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

営業（パッケージなど
印刷物）
13010-1109688

音楽・映画・出版業界を中心としたお客様への各種印刷物の企画・提案単に商品を
売るだけでなく、大手レコード会社、映画会社、出版会社などからニーズを拾い、各
種プロダクトの提案をして、納期・価格を詰め、製造まで見届けるのが、企画提案営
業の仕事です。
※基本的に取引先は既存顧客となります。
※営業活動は公共交通機関を利用します。

2 大学卒（学部学
科不問）

不問 3年以内

2 営業 第１部 30

株式会社　サイネックス
広告業
2703-405612-4

企画提案型営業職
（西東京支店・東京埼
玉支店・千葉支店）
27030-223688

中小事業者向けのプリントメディアの企画提案型営業職
＜当社の手掛けている代表的なメディア＞
１．地域行政情報誌「わが街事典」（官民協働事業）
２．「５０音別電話帳テレパル５０」

6 短大卒以上 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

営業（旅行代理店へ
の営業）
13010-273188

・顧客である既存の旅行代理店や新規の旅行代理店を訪問して、国内・海外ホテル
の予約を受注出来るよう説明。
・顧客である旅行代理店に対してキャンペーンの作成や宣伝。
・各旅行代理店の送客集計表等の作成。

3 大学・短大・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内

2 営業 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

営業
13010-193188

本社または支店にて、固定得意先（ＪＡ・ホテル・旅館等）への営業全般及びコンサー
ト・イベント等の企画や立会を担当していただきます。

2 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）

3年以内

2 営業 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

営業
13070-543688

・既存顧客との取引担当窓口として受注動向やニーズの吸いあげるルートセールス
が主体
・ＩＳＯの推進グループの手伝等
・将来、本人の意向のもと、海外駐在（バンコク、ハノイ）可能な方も歓迎

1 大学・高専 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

2年以内

2 営業 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

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

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

2 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

営業
13090-396788

◇営業（現場打合せ、月２０社程度等）
◇商品ＰＲ活動
◇見積り作成
◇得意先との値決め
◇ＰＣによる作業他

1 大学卒（学部・
学科不問）

普通自動車免
許あれば尚可
（ＡＴ限定可）

3年以内
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3 事務 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

総務事務
13090-491988

給料計算、人事情報メンテ、健保届出作業（厚生、雇用含む）、タイム磁気カードメン
テナンス、総務全般

1 大学・短大卒業
（学部・学科不
問）

不問 1年以内

3 事務 第１部 6

日通システム　株式会
社
ソフトウェア業
2302-200884-4

オペレーター（カスタ
マーセンター）
23020-315388

電話問い合わせ対応
・当社製品操作説明
・トラブル対応
ＦＡＸ問い合わせ対応
ＦＡＸでの問い合わせに対する回答
上記業務に付随する事務

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
卒

不問 3年以内

3 事務 第１部 13

株式会社ウェブスター
ソフトウェア業
1307-633910-7

営業アシスタント
13070-244888

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

1 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 3年以内

3 事務 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

一般事務
13010-326988

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

2 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

3 事務 第１部 16

株式会社　内野製作所
はん用機械・同部分品
製造業
1314-100933-1

一般事務
13146-193588

・大手４輪・２輪メーカー試作研究開発会社での一般事務全般
・来客対応
・電話対応
・資料作成、データ入力など
◎入社後、ビジネスマナーの社外研修への参加制度あり。

2 大学 不問
※ＰＣスキル、
秘書検定等あ

れば尚可

１年以内

3 事務 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

事務、技術者補助業
務
13160-5788

当社では大規模工場（製鉄、発電など）に操業用計算機システムを納入しており、こ
の為のインテグレート（システム取り纏め）エンジニアリング（システム設計）が当社の
メインの事業です。本求人のメイン業務はこれらの技術者やエンジニアの補助業務と
なります。働き方は当社（東京都青梅市）の当社社内（オフィスワーク）で自分の机で
の仕事（デスクワーク、事務等）がメインとなっております。具体的にはＰＣでの仕様
書清書、データ等のチェック、入力、専用計算機システム（ＤＣＳ等）での入力、検査、
照合、完成図等の図書作成などです。

3 大学院卒、大
卒、短大卒、高
専卒（履修科目
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※取得予定可

3年以内

3 事務 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

ＯＡアシスタント
13080-215688

＊事務所内でのＯＡ機器操作や業務のサポートをしていきます。
＊顧客からの電話対応や、ドキュメント製作補助、その他の事務、庶務です。
＊採用決定後より事前研修を行うなど、入社後わかりやすいよう教育をしていきま
す。

4 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

3 事務 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

営業事務（海外・国内
ホテルの手配）
13010-274288

「海外ホテル、国内ホテルの予約手配受付・見積もり対応」電話もしくはＥメールでの
対応となります。旅行代理店からの依頼を受けて、予算・日程・内容など、お客様の
ニーズにマッチするホテルを探して、メリット・デメリットを伝えながら提案をする仕事
です。また送迎用の車の手配や通訳・ガイドの手配なども行っています。
※英語で会話することはほとんどありませんが、一般常識レベルの英語力（読み・書
き）ある方歓迎します。

3 大学・短大・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内

3 事務 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

管理事務
13030-27588

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

1 大学（学部・学
科不問）

不問 3年以内

4 接客・販
売

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

総合職（店長・地区長
候補）
11030-101288

■店舗運営業務全般
・入社後はまず、ラーメンや炒め物など調理の習得やホールも担当していただきま
す。
・当社人材育成プログラムに沿って、入社２年後には店舗責任者になっていただき、
経営者として「日高屋」「来来軒」にてマネジメント能力を磨いて下さい。

50 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3年以内

4 接客・販
売

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

店長候補
13080-565688

○無借金経営の安定企業で、日本国内のみならず中国ベトナム等海外にも積極的
に事業を拡大しています。現在直営１１６店舗ＦＣ２５店舗を展開する「元氣七輪焼
肉・牛繁」の店舗にてキッチン・ホールをお任せ致します。親切丁寧にお教えいたしま
すので、安心してご応募ください。○主な業務；開店準備・閉店作業・調理作業（盛り
付け等）、接客（オーダー受注・配膳・整理整頓等）○私たちは、昭和６３年の創業以
来「旨い焼肉」をシンプルにリーズナブルな価格で提供し続けています。

6 大学・短大 不問 1年以内

4 接客・販
売

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

地域を支える老舗薬
局の受付・調剤事務
スタッフ
13146-169288

地域医療を支える薬局で、以下の業務を担当していただきます。
＜接客業務＞処方せんの受付対応、窓口・電話応対、電子お薬手帳（スマホアプリ）
等各種サービスの案内
＜事務業務＞医療／介護保険・薬剤費の計算（専用ＰＣ入力）、各種保険の知識・医
薬品名称の習得、保険請求処理、書類整理、在庫管理
＜その他＞医療サービスが提供されるまでの一連の流れの理解、薬剤師のサポー
ト、地域交流イベントのサポート、日々の清掃など

1 大学・短大・高
専・専修学校

不問 3年以内

4 接客・販
売

第１部 32

株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ
百貨店，総合スーパー
1315-613717-2

販売職
13150-10888

・店舗販売職として商品の販売方法の決定や仕入れ、売場作りや販売・接客等の仕
事を行っていただきます。Ｏｌｙｍｐｉｃでは「生鮮・一般食品等の製造販売を行うフード」
「生活用品やペット、靴等を販売するディスカウントストア」もしくは「様々な専門店」を
展開しています。

5 大学・短大・高
専・専修学校

不問 3年以内
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5 ＩＣＴ系 第１部 4

株式会社　Ａ１テック
ソフトウェア業
1307-357394-7

システムエンジニア
13070-11688

「ソフトウェアの開発・設計・製造・保守・運用」
大手ＳＩ企業との直接取引による業務系ソフトウェアの開発、インフラ構築を中心に、
金融や流通および通信キャリア等の様々なプロジェクトにチーム体制を組んで上流
工程から開発、システム運用まで一貫して実施しています。将来は、リーダーとして
チームをまとめると共に、システムエンジニアとして要件定義やシステム設計などの
上流工程を担っていただきます。

9 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 1年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 6

日通システム　株式会
社
ソフトウェア業
2302-200884-4

システムエンジニア
23020-314988

約５，０００社の導入実績を誇る自社製品である人事労務管理系パッケージソフト等
の開発
・業務システム開発
・概要設計～製造テスト
・単体テスト、機能テスト
・オブジェクト指向開発（ＪＡＶＡ／．ＮＥＴ／Ｃ＃）

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
卒

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 6

日通システム　株式会
社
ソフトウェア業
2302-200884-4

フィールドシステムエ
ンジニア
23020-316488

約５，０００社の導入実績を誇る自社製品のお客様への導入支援業務です。ソフト
ウェアのインストールや初期設定、操作説明や運用コンサルタントなど経験を積む中
で、幅広いキャリアを形成できます。
＜仕事内容＞
（１）導入時：インストール・初期設定・運用コンサルタント・操作説明
（２）導入後：ハードウェアの保守対応

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
卒

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 13

株式会社ウェブスター
ソフトウェア業
1307-633910-7

システム開発エンジニ
ア（開発）
13070-242288

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

4 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 13

株式会社ウェブスター
ソフトウェア業
1307-633910-7

システム開発アシスタ
ント
13070-243588

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

4 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

Ｗｅｂプログラマー
13010-490488

社内システム開発・設計、プログラミング等をお任せします。
※出向、常駐はございません。※システム開発・設計未経験でも応募できます。
※必要な資格等の取得は、会社で負担させていただきます。
［必須スキル］・言語問わずＷｅｂプログラミング経験のある方［優遇スキル］・ＡＳＰ．
ＮＥＴ／ＰＨＰ／ＺｅｎｄＦｒａｍｅｗｏｒｋ／ＡＳＰ（ＶＢＳｃｒｉｐｔ）／ＪａｖａＳｃｒｉｐｔでのシステム
開発経験がある方・ＯＲＡＣＬＥＤＢの経験がある方、システム設計／Ｗｅｂデザイン経
験がある方

1 大学生、大学、
短大、専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

ネットワークエンジニ
ア
13080-211288

○ネットワークの設計・構築、監視、障害対応について対応していきます。
○ネットワークを導入しているユーザーを対象にサポートを行います。
＊採用決定後より事前研修を行うなど、入社後分かりやすいよう教育をしていきま
す。

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

プログラマー
13080-212588

○プログラマーは、”システム系”と”ＷＥＢ系”の業務を担当していきます。
○”システム系”では、実際の業務で使用するシステムをプログラミングします。
○”ＷＥＢ系”では、ＷＥＢ・ＨＰなど画面上で目に見えるシステムをプログラミングしま
す。
＊採用決定後より事前研修を行うなど、入社後分かりやすいよう教育をしていきま
す。

5 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

機密機器の機能評
価・ソフトウエア検証
技術者
13080-213888

＊デジタル機器（医療機器・プリンター機器・スマートフォン等）の不具合を抽出し、品
質を保証する業務です。
＊採用決定後より事前研修を行うなど、入社後わかりやすいよう教育をしていきま
す。

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

システム運用・ヘルプ
デスク
13080-214788

●システムが完成し、実際に稼働した後、顧客や利用者の問い合わせについて対応
をしていきます。
●プログラムの修正や、システムの管理を担当します。
＊採用決定後より事前研修を行うなど、入社後分かりやすいよう教育をしていきま
す。

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

システムエンジニア
13200-35388

一括受託によるシステム開発メーカーと共同によるシステム開発各種情報処理のコ
ンサルティング各種装置開発・組込みソフトの開発

20 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

ＩＴパスポート基
本情報技術者
等資格所有が
望ましい

3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 29

中川システム　株式会
社
ソフトウェア業
1303-209642-9

システムエンジニア
プログラマー
13030-250188

＊基幹業務（財務会計・部材調達・販売管理）システムの設計、ソフトウエア開発、メ
ンテナンス運用保守業務など、お客様からの請負業務です。
＊都内（グループ会社、お客様オフィス、本社）での勤務です。
＊経験不問、必要資格なし。
＊未経験でも試用期間（３ケ月間）の間に業務上必要な知識を身につけられるよう、
先輩社員が指導に当たります。

3 大学・短大・高
専・専修学校
※文系の方も
大歓迎いたしま
す。
※ＰＣの知識が
全く無くても大
丈夫です。

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 29

中川システム　株式会
社
ソフトウェア業
1303-209642-9

システムエンジニア
プログラマー／府中
市
13030-251288

＊遠隔監視システム、スマートグリッド（次世代送電網）システム、ネットワーク通信シ
ステム、鉄道ソリューション、非破壊検査システム、業務ソフトウエアのプラットフォー
ムシステム等の開発
＊ＴＣＰ／ＩＰ（Ｓｏｃｋｅｔ）による通信システムの開発　＊ＵＭＸ／Ｌｉｎａｘ／Ｗｉｎｄｏｗｓで
のソフトウェア開発　＊Ｃ言語，Ｊａｖａ，Ｃ＃　＊Ｏｒａｃｌｅ，ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ等
＊府中事業所、お客様オフィスでの勤務です。　＊経験不問、必要資格なし。

3 大学・短大・高
専・専修学校
※文系の方も
大歓迎いたしま
す。
※ＰＣの知識が
全く無くても大
丈夫です。

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

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年以内
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5 ＩＣＴ系 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

１．プログラマー
２．ネットワークエンジ
ニア
13010-963388

１、業務アプリケーションの開発（ＷＥＢ系、ＪＡＶＡ、．ＮＥＴ）
２、組み込みソフトウエアの開発（ＬＩＮＵＸ、Ｃ）
３、ネットワーク構築、運用、保守
皆さんが日ごろ使っている携帯電話や自動車のカーナビシステムの開発、介護向け
スマホアプリの開発、お店の販売管理システム、農業向け温湿度管理システムなど
多種多様のシステム開発に携わっていただきます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第１部 45

株式会社　ザ・ヘッド
ソフトウェア業
1303-209362-5

プログラマー・システ
ムエンジニア
13030-105588

下請けではなく、ほとんど直接契約なので、上流工程から下流工程まで。まずは半年
間の研修をし、その後Ｊａｖａや・Ｎｅｔなどでプログラマーとして開発をしていただきま
す。数年でシステムエンジニアやプロジェクトリーダーへのステップアップも可能で
す。

5 大学院・大学・
短大高専・専修
学校（学部・学
科不問）

不問 3年以内

6 福祉職 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

ケアワーカー
13040-778488

・有料老人ホームにおける介護業務全般及び生活支援業務
・研修、イベントなどの企画・運営
・人材採用のサポート業務
・パソコン入力、書類作成などの事務業務
※介護業務経験後、ソーシャルワーカーや営業、事務職等他職種へ転換可

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

6 福祉職 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

保育士
13200-11088

０歳から就学前までの保育全般と保護者支援保育理念：絆保育方針：生きる力子供
の自立を促すよう一人ひとりの気持ちを尊重し安定した心の成長をはかるような保育

2 大学院・大学・
短大・専修学校

保育士幼稚園
教諭あれば尚
可

3年以内

6 福祉職 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

介護職
13200-10488

全室個室のユニット型特別養護老人ホームにおける入居者様の生活支援全般排泄
介助（オムツ交換、トイレ介助）、食事介助、更衣介助、入浴介助他、アクティビティの
支援も行います。入居者様の生き方や意思を尊重した個別ケアを実践しております。

3 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人概要（職種別）

職種区分 部
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
既卒者
の応募

7 専門職・
その他

第１部 1

愛電　株式会社
電気機械器具卸売業
1301-104367-0

技術担当
13010-200888

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

1 大学院卒・大学
卒・短大卒・高
専卒・専修学校
卒・能開校卒
（学部学科不
問）

留学生の場合、
日本語での日
常会話に支障
がない方

5年以内

7 専門職・
その他

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

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

不問 3年以内

7 専門職・
その他

第１部 12

株式会社　清水工業
一般土木建築工事業
1314-103364-7

公共工事等の建築・
設計・施工

13146-44488

公共工事・民間工事の見積り、積算、現場管理に係る業務＊見積もり、積算は工事
設計図を基に工事に必要な項目・数量等を拾う業務。
＊現場管理は建物の完成に向けて、発注者（施主）、職人といった様々な工事関係
者と打ち合わせを行い、工事を進めていく業務。
＊仕事を行う地域は、主に多摩地域で社用車を使用して、建築現場に向かう事にな
ります。

2 大学院・大学・
能開校（建築系
学科、能力開発
校２年制、４年
制も可）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

製造加工技術者及び
生産管理
13146-78488

・大手４輪・２輪メーカー試作研究開発部品の加工技術
◎部品製造に関心のある方でしたら理工系以外の方の応募可能
◎海外研修参加制度、海外視察研修制度あり。
（適性能力に応じて早い段階から積極的に参加してもらう可能性があります）

4 大学院、大学、
高専、専修、能
開校
※理工系専攻
尚可

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

技術職（設計開発、品
質管理業務）
13160-11588

☆油圧ジャッキ、油圧シリンダー、自動車整備用機械器具などの設計開発、品質管
理業務

2 大学、短大、高
専

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

設計・製造・施工工程
管理　他
13130-8588

・生産工場等向けの業務用環境装置や、機械設備の製造にかかわる設計、資材調
達、施工手配、製造・施工の工程管理、品質管理等の業務を分担して担っていただ
きます。
・近年は海外の受注も徐々に増えてきていますので、将来は海外相手のグローバル
な仕事ができるチャンスもあります。
・社員一人ずつの技術力アップは、会社の発展であるため、各種資格取得をバック
アップします。

2 大学卒（機械、
化学履修者尚
可）

留学生の場合
は、日常会話以
上の日本語能
力を習得されて
いる方

3年以内

7 専門職・
その他

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

生産管理
13010-1108788

当社の製造するパッケージ等の受注から納品までをコントロールするお仕事です。
具体的には
＊「社内製造は可能か」「納期はどうか」「在庫の紙はあるか」等の確認
＊後の工程が困らないように期日を考えながら製造を進めさせる
＊スケジュールの調整を考えながら、社内対応できない物は協力会社に依頼し、そ
の価格交渉や納期交渉、品質管理も行う仕事です

2 大学・専修学校
各卒（学部学科
不問）

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

試験機機械設計
13090-154988

自動車の性能向上（特に燃費アップ）のための各種試験を行うことのできる装置の設
計、製造、調整を行っていただきます。
※導入時教育を３ヶ月間行います。
＊装置製造時にの福島工場への出張や、装置引渡時に客先への出張あり

2 大学院・大学・
高専卒業見込
み
（機械工学、電
気・電子工学ま
たは制御工学）

普通自動車運
転免許／ＡＴ限
定可

3年以内

7 専門職・
その他

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

設計／埼玉県八潮
市・大阪市淀川区
13030-28888

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

2 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

研究開発／埼玉県
13030-29788

・当社製品の技術的分野全般を担当するシンクタンク。
・医療福祉施設、商業ビル、住宅用建材の新製品開発及び既存製品改良。
・デザイン検討・生産性、施工性、コストを考慮した製品仕様の決定・構造設計
・試作　・耐久等各種評価
・営業及び展示会出展からの市場要望製品の情報を取得、新製品開発に取り組ん
でいます。※２Ｄ、３Ｄ、ＣＡＤ、３Ｄプリンターあり。※試作工場あり。試験及び評価装
置あり。

2 大学院・大学
（理系学部）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

施工管理／埼玉県八
潮市・大阪市淀川区
13030-25188

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

1 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

生産管理／埼玉県八
潮市・滋賀県甲賀市
13030-26288

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

2 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

商品開発
13090-394588

◇新商品の開発（郵便受箱、玄関プレートシステム、宅配ボックス、掲示板、表札、
等）
※入社後はまずは作図作業から始めます。

2 大学・短大・高
専・専修学校卒
（建築系尚可）

普通自動車免
許あれば尚可
（ＡＴ限定可）
ＣＡＤの知識あ
れば尚可

3年以内

7 専門職・
その他

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

鉄道通信設備技術員
13146-14888

・駅～駅間における各種通信ケーブル（光・メタル）の新設・接続・切替・撤去及び通
信管路、通信機器等の新設・撤去
・駅構内における各種通信ケーブル（光・メタル）の新設・接続・切替・撤去及び各種
通信機器（ホームスピーカー・監視用カメラ・連絡用電話機他とその付随設備）の新
設・切替・撤去
・上記設備工事に関する測量・設計

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

普通自動車運
転免許（入社後
の取得も可）

3年以内
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職種区分 部
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
既卒者
の応募

1 総合職 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

総務・経理（総合職）
13040-972288

給与、福利厚生、教育、設備管理、仕入・売上、税務、システム関連、ＩＳＯ関連等

＊総務・経理（事務職：１名）の募集も行っております。
  仕事の内容：給与、福利厚生、教育、設備管理、仕入・売上、税務
　賃金（月給）：２０８，０００円　（基本給１６２，０００円　住宅手当４６，０００円）
　転勤の可能性：なし

1 大学院・大学
（学部学科不
問）

不問 3年以内

1 総合職 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

総合職
13150-31388

◎入社後、研修を兼ねて、一定期間、羽村工場に配属し、技術職として、高圧ガスの
充填業務（工業用ガス・医療用ガス充填）、高圧ガス容器の耐圧検査業務等を行い
ます。その後、適性をみて、配送業務、営業、工場、業務（内勤）等のいずれかの職
種に配属されます。●配送業務：既存顧客へガスボンベ等の配送をします。●営業：
ルート営業。ガスを中心とした商材で、工業、医療現場の問題解決をフォローしま
す。●工場：前述の通り。●業務（内勤）：売上入力、受発注、在庫管理等の営業支
援業務をします。

3 ４年制大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）（入社ま
での取得可）
（準中型自動車
運転免許で５ｔ
車限定解除で
あれば尚良し）

3年以内

1 総合職 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

総合職　（営業・物流・
管理業務）／全国３３
ケ所
13010-332788

・営業・・・・・・化学品メーカーを主なターゲットとした営業活動。メーカーの物流業務
を包括的に受託して共同物流システムを提案。また現状の物流業務の改善提案等。
・事業所における物流業務全般・・・各営業所、センターにおける運営業務
・管理業務・・・・・総務、経理等。
＊就業場所に関しては本人の希望及び適性に応じ決めさせて頂きます。

5 大学卒（学部・
学科不問）

不問 3年以内

1 総合職 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

総合職
13090-398988

入社３ヶ月で各職種の研修を実施し、研修を通して本人希望、適性に応じた職種を
選択
〈営業〉（１）建設会社、ビル管理会社への営業活動（２）既存顧客へのメンテナンス契
約推進営業（３）その他関連する業務
〈設計〉（１）作図（ＣＡＤ）（２）工程打合せ（３）工場での発注業務
〈施工管理〉（１）現場工事管理（２）工場との納期調整（３）顧客との施工打合せ

7 大学・短大・高
専卒業予定者
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

1 総合職 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

運送業務総合職
13080-19588

総合物流企業をささえる一員として、お客様満足度を高めるため、倉庫作業、セール
スドライバー、本社営業、管理等を担当していただきます。

2 大学・短大 不問 5年以内

1 総合職 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

運送業務総合職（渋
谷区）
13080-21688

総合物流企業をささえる一員として、お客様満足度を高めるため、倉庫作業、セール
スドライバー、本社営業、管理等を担当していただきます。

2 大学・短大 不問 5年以内

1 総合職 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

運送業務総合職(西
多摩郡瑞穂町）
13080-22988

総合物流企業をささえる一員として、お客様満足度を高めるため、倉庫作業、セール
スドライバー、本社営業、管理等を担当していただきます。

2 大学・短大 不問 5年以内

1 総合職 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

運送業務総合職（神
奈川県）
13080-25088

総合物流企業をささえる一員として、お客様満足度を高めるため、倉庫作業、セール
スドライバー、本社営業、管理等を担当していただきます。

2 大学・短大 不問 5年以内

1 総合職 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

総合職（基幹職）
13070-88388

高圧ガス製造・販売（ＬＰガス・産業ガス）
総合職としての採用となります。採用後６ヶ月間（試用期間）研修を通し、各種業務を
経験してもらいます。（営業・技術・事務を本社又は事業所の複数部門）その後、いず
れかに配属となります。将来の幹部候補生を求めています（若い人にチャンス有）。

8 大卒（学部不
問）

普通自動車免
許

3年以内

1 総合職 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

総合職（技術開発・生
産技術、部門のリー
ダー候補）
13150-59088

金属熱処理における技術向上のための技術開発業務、および作業手順書や仕様書
の作成業務など

2 大学院・大学 不問 3年以内

1 総合職 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

総合職（総合事務・営
業事務・ヘルプデス
ク）
13010-1071488

業務内容
（１）総合事務管理的事務作業
（２）営業事務受発注事務作業
（３）ヘルプデスクＰＣ（システム）関連問い合わせ対応
＊研修（２ヶ月間）終了後、適性を判断し配属（上記（１）～（３））を決定

5 大学・短大・専
修学校（学部学
科不問）

不問 2年以内
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事業所番号

職種名
求人番号
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・資格
既卒者
の応募

2 営業 第２部 1

大東印刷工業　株式会
社
印刷業
1312-108753-9

営業
13120-19388

○新規受注開発及び既存顧客からの受注活動
○受注から納品までの工程及びコスト管理
○お客様のビジネス課題を印刷メディアの活用による提案にて解決します。

2 大学・大学院卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

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年以内

2 営業 第２部 9

泰陽　株式会社
他に分類されない卸売
業
1301-207597-6

営業員
13010-1058188

家電部材ほか、工業繊維製品販売（主に得意先の要望を加工先と協力し企画提案
を行います）
パソコン操作（エクセル・ワードを使用し見積書、報告書等を作成します）
中国・タイ等の海外出張あり（通訳付で加工取引先等で商談を行います）

1 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

2 営業 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

営業
22010-265288

大手ゼネコンから地元土木建設会社等に訪問し、受注活動や当社取扱商品のＰＲ活
動を行います。（定期訪問を主としたルートセールス）

3 大学卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定不可）※入社
までに取得で
「可」

3年以内

2 営業 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

営業職
13110-85088

●営業職・・・屋上・屋根防水材のＰＲ・コンサルティング営業お客様廻りや物件防水
調査等

5 大卒以上（大学
院も可）

営業職は普通
自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）取得
者が望ましい

2年以内

2 営業 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

営業販売職（国内営
業）
13130-144288

・印刷機械の営業販売
１．既存取引先への訪問、フォローお取引のあるお客様を定期訪問、ヒアリングや製
品の提案などの販売促進活動を行ないます。２．新規のお客様訪問ニーズのありそ
うな企業様を訪問し、ヒアリングや製品の提案などの販売促進活動を行ないます。
３．展示会対応展示会ブース、工場、ショールームなどでお客様へのご挨拶、製品の
ご案内などを行ないます。※新入社員研修後、職場配属となりますが、当面は上司・
先輩社員が営業同行し、仕事の進め方など丁寧に指導します。

2 大学卒※出身
学科（文系・理
系）は不問で
す。

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 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

営業
19490-415388

ＡＶ・情報機器・自動車部品の金型設計・制作、及び組立製造をグローバル展開にて
行う企業の、八王子本社での営業業務のお仕事です
・大手メーカー（固定顧客）へのルート営業
・見積書作成、新規案件の獲得
・営業書類作成など

2 大学・短大
理系学科専攻
の方

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 第２部 27

株式会社　サクラ
建築材料卸売業
1301-501163-7

営業（建材事業部）
13010-397288

■取引先はメーカーやゼネコンなどの大手企業や官公庁で、道路や河川敷、学校な
どの公共施設へガードレールなどの道路商品を取り付け、社会安全を提供する仕事
です。■顧客と良好なパートナー関係を築き上げてきた実績があり、営業は既存顧
客や紹介、リピート受注が多いです。■何も無いところに、製品が出来上がる面白さ
や、達成感はこの上ないやりがいや自信となります。■親切丁寧に指導しますので、
安心してください。最初は先輩に同行し、一連の流れが理解できるようになれば、小
さい案件から担当していきます。

1 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

2 営業 第２部 28

横沢建設　株式会社
一般土木建築工事業
1320-3239-9

営業
13200-57788

設計事務所等を廻ってつながりを築いていきながら、様々な案件に出会えるように働
きかけていく仕事です。

2 大学 普通自動車運
転免許あれば
なお可

1年以内

2 営業 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

営業
13160-28288

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

1 ☆大卒 ☆普通自動車
免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

2 営業 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

営業職（国内・海外）
27020-234288

営業職（国内・海外）・ロボット、工作機械メーカーへのルート営業及び新規営業活動 3 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

2 営業 第２部 44

フジモト株式会社
産業機械器具卸売業
1308-412483-8

営業
13080-504888

外食チェーンや飲食店・スーパーなどの小売店で使用されているＰＯＳシステム・レ
ジ・受発注システムなどの導入支援及び保守をご提案していきます。お客様のほとん
どは電話でのお伺いや展示会を通して当社のコンサルティングに興味をもっていただ
いた方々です。既存のお客様から新たにご紹介して頂くこともあります。

2 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）

3年以内
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3 事務 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

ヘルプデスク・ＯＡ事
務
13010-1105288

【ヘルプデスク・業務支援】・社員からの問合せ対応（電話・メール・オンサイト）・支払
依頼書の起票など請求書対応、出張旅行券手配、精算書作成・コピー、電話対応、
ファイリングなどの事務作業・データ集計／登録業務【ＯＡ事務業務】・データ集計・請
求及び一般事務・営業支援業務＊先輩スタッフが一人一人に丁寧にサポートしま
す。一般事務スキルはもちろんのこと、ＩＴスキルも身につけることができ、やりがいの
あるお仕事です。プライベートも妥協したくない働き方がしたい方にオススメのヘルプ
デスク業務です。※文系理系不問

2 大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不
問）

不問 否

3 事務 第２部 8

株式会社　ウィットシス
ソフトウェア業
1313-615916-8

事務系業務支援
13130-147788

・開発、プロジェクトのアシスタント業務
・開発業務以外の運用、進捗管理、ドキュメント作成
・オペレーション業務（客先での常駐作業あり：首都圏内）
・電話対応業務

1 大学院・大学・
短大・高専専修
学校・能開校卒

不問 3年以内

3 事務 第２部 8

株式会社　ウィットシス
ソフトウェア業
1313-615916-8

営業支援
13130-149988

・人材コーディネーターおよび営業サポートを行います。（エリアは主に都内、神奈
川、千葉）
・仕事は働きながら覚えられます。人材コーディネーター等の経験者は優遇します。

1 大学院・大学・
短大・高専専修
学校・能開校卒

不問 3年以内

3 事務 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

事務職
22010-332988

・店頭での接客対応（貸出、返却時の伝票作成処理）
・電話対応
・出納処理（入金、送金処理）
・請求書処理（集計、発送）

2 大学卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに取
得で可

3年以内

3 事務 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

生産管理事務職
13110-115188

●生産管理事務職・・・事務所での受発注業務やラインの管理に関する事務等 1 大卒以上（大学
院も可）

不問 2年以内

3 事務 第２部 19

株式会社　木村工業
一般土木建築工事業
1306-619421-5

経理・総務
13060-85988

○建設業会計のソフト入力
○工事別の財務諸表作成
○給与計算及びソフト入力
○社会保険関係の書類作成及び手続き
○金融機関及び官公庁への外出用務
○その他一般事務、雑務含む

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

簿記２級程度
普通運転免許
（ＡＴ可）
エクセル・ワード

3年以内

3 事務 第２部 19

株式会社　木村工業
一般土木建築工事業
1306-619421-5

工事事務職
13060-84688

○公共工事を中心に都市機能や生活の基礎であるライフライン整備（上下水道・道
路舗装・公園管理など）を守る仕事に誇りと情熱をもって取り組んでいますので、仕
事がそのまま社会貢献につながっています。○業務は水道工事を中心とした各種申
請書類及び完了書類作成、ＣＡＤによる製図、工事日報及び工事写真整理となりま
す。○内容は年齢の近い先輩社員と行動を共にし、一つひとつ確実に覚えていけま
す。○弊社は水道事業に特化しており、東日本大震災復興工事にも従事しました。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

3 事務 第２部 28

横沢建設　株式会社
一般土木建築工事業
1320-3239-9

事務
13200-59988

各種書類作成、数値の計算など、総務・経理・庶務的な要素があり、幅広い面で社員
をサポートしていく仕事です。

1 大学・短大 不問 1年以内

3 事務 第２部 37

株式会社　和僑
他に分類されない小売
業
1409-110429-3

一般事務（一般職）
14090-130288

◎チケット売買、外貨両替、自動販売機運営、ブランド品・貴金属売買に関する事務
処理等
◎業界最大級の企業の為安定して長く働くことができます。

8 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 5年以内

3 事務 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

一般職（事務職）
13150-161488

・お客様対応窓口
・納期調整
・梱包作業等

1 大学・短大 不問 3年以内
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4 接客・販
売

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

販売
13080-267488

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

24 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

4 接客・販
売

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

店長（幹部）候補
11050-98088

当社が運営する焼肉レストラン「安楽亭」「七輪房」で店長（幹部）候補として勤務して
いただきます。入社後、まずは店舗にてホール（接客）、キッチン（調理）両方の業務
を基礎からしっかりと学び、習得後はマネジメントスキルを磨いてください。具体的に
は、売上目標を達成するための営業計画を立て、料理などの品質の維持、衛生管
理、食材管理などを行い、売上アップを目指して店舗の管理・運営をしていきます。
幹部候補として、将来的には店舗マネージャー職以上のステージでのご活躍を期待
しています。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）※取得見
込み可（２０１９
年３月末迄に取
得）

3年以内

4 接客・販
売

第２部 35

株式会社　八百邦
野菜・果実小売業
0801-102889-7

一般食品、青果物販
売および総合職（土
浦南店）
08010-88688

下記の業務を行っていいただきます。
・店舗においての一般食品
・青果物の販売（商品補充、陳列、加工等）

5 大学・短大・高
専・専修・能開
校

普通自動車免
許（ＡＴ可）

5年以内

4 接客・販
売

第２部 35

株式会社　八百邦
野菜・果実小売業
0801-102889-7

一般食品、青果物販
売および総合職（鶴ヶ
島店、新座店）
08010-89988

下記の業務を行っていただきます。
・店舗においての一般食品
・青果物の販売（商品補充、陳列、加工等）

5 大学・短大・高
専・専修・能開
校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

4 接客・販
売

第２部 35

株式会社　八百邦
野菜・果実小売業
0801-102889-7

一般食品、青果物販
売および総合職（練
馬店、昭島店）
08010-91188

下記の業務を行っていただきます。
・店舗においての一般食品
・青果物の販売（商品補充、陳列、加工等）

5 大学・短大・高
専・専修・能開
校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

4 接客・販
売

第２部 37

株式会社　和僑
他に分類されない小売
業
1409-110429-3

店舗運営・販売
（一般職）
14090-131588

◎チケット売買、外貨両替、自動販売機運営、ブランド品・貴金属売買等の店舗運
営・販売。
◎ライフワークバランスを考えたシフトで働くことができます。
◎業界最大級の企業の為、出店展開も早く、管理職ポストも増員中です。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 5年以内

4 接客・販
売

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

店舗運営に関わるマ
ネジメント幹部候補生
13170-19488

入社後は４５日間の研修。（基礎知識、マナー研修・接客・調理・店舗実践研修）店舗
で接客と調理業務の基礎を経験。約３ヶ月の実践研修ではお客様のお迎えから料理
提供、会計、お見送りまでの業務をします。その後６か月で接客を含む、調理の開店
準備・営業中・閉店業務の仕事を習得。入社１年目から予算作成、予算管理、食材・
消耗品の発注、棚卸し、現金管理、アルバイトスタッフさんの教育やシフト作成などお
店の管理に関わることを習得。＊東京証券取引所ジャスダック市場上場

15 大学院・大学・
短大

・外国籍の方
は、日本語能力
試験Ｎ２以上
・簡単なＰＣ入
力できる方

3年以内
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ブース
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事業所番号
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求人番号
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・資格
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の応募

5 ＩＣＴ系 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

インフラエンジニア／
Ｗｅｂアプリケーション
エンジニア
13010-1103088

金融、製造、自治体関連などの上場企業クライアントに対しての、システム提案／開
発、インフラ提案／構築やその後の保守業務を行ってます。研修については、ビジネ
スマナーや社会人基礎力研修を実施して社会人としての自覚を持たせます。その
後、ＯＪＴや技術研修により、業務知識や専門技術を身に付けていただきます。※文
系理系不問

4 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒（学部
学科不問）

不問 否

5 ＩＣＴ系 第２部 8

株式会社　ウィットシス
ソフトウェア業
1313-615916-8

ＩＴエンジニア
13130-148688

・ネットワーク／サーバの設計・構築・運用
・開発ＳＥ／ＰＧ（基本設計・詳細設計・開発・評価業務など）

3 大学院・大学・
短大・高専専修
学校・能開校卒

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

プログラマー　システ
ムエンジニア
13200-24788

アプリケーションを主体とするコンピュータソフトウェアのシステム開発（職務内容）ソ
フトウェアのシステム設計及びプログラムの作成（主な開発）防災・医療・基幹業務シ
ステムなどの開発に取り組んでいます。また、クラウドの活用や一般ユーザ向けシス
テムの開発にもさらに注力していく予定です。

10 大学：学部、学
科不問
専門：情報系学
科２年制以上

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

システム開発エンジニ
ア
13040-425288

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

30 大学院・大学・
高専

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

システムエンジニア
（ＳＥ）　プログラマー
13150-43288

◎システムエンジニア、プログラマーのお仕事です。
・ｗｅｂ系業務アプリケーションの設計・開発
・オープン系業務アプリケーションの設計・開発
・その他
※主に、官公庁向けシステム、流通・販売・サービスのシステム、金融・保険システ
ム、基幹系システムを開発しています。

3 専門学校卒業
以上

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

プログラマ
13010-244788

・Ｗｅｂアプリケーション、システムのプログラミングＰＨＰやＪＡＶＡ、Ｃ＃言語でのコー
ディングを担当して頂きます。

2 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年以内

5 ＩＣＴ系 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

ネットワークエンジニ
ア
13010-245688

＊ネットワーク設計・構築・コンサルティング、サーバ構築・運用・保守。
＊社内ＬＡＮ、ＰＣ管理

2 大学院、大学、
高専、能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

ホームページ制作者・
Ｗｅｂデザイナー
13010-246988

・Ｗｅｂシステム・コンテンツのデザインからＨＴＭＬでのコーディング作業・企業ホーム
ページの定期メインテナンスなど担当していただきます。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校卒（学部
学科不問）

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ、Ｐｈ
ｏｔｏｓｈｏｐ出来
ること

3年以内

5 ＩＣＴ系 第２部 30

株式会社　クレスト
ソフトウェア業
1320-7491-3

プログラマー
13200-34988

民生品電子機器の組込ソフトウェアの設計・検証業務、地図ソフト関連を中心とした
Ａｎｄｒｏｉｄ／ｉｏｓのスマートデバイスのアプリケーション開発業務などコンピューター機
器に関わるソフトウェア開発業務を担当していただきます。

2 大学院卒、大学
卒、短大卒、高
専卒、専修学校
卒

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 第２部 33

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年以内

5 ＩＣＴ系 第２部 34

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年以内

5 ＩＣＴ系 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

プログラマー・ＳＥ
13080-141888

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

20 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

5 ＩＣＴ系 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

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、ＵＮＩ
Ｘ、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。◆スキル等に応じて、先輩社員がいる社内外プロジェクトからＯＪＴスタートにする
等、無理なくステップアップできます。社内勉強会も開催しています。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 5年以内
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職種区分 部
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
既卒者
の応募

6 福祉職 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

介護職員（練馬区）
13160-67388

☆施設にご入居されている高齢者が安心して毎日を過ごせるよう、身の回りのお手
伝いをしていただきます。食事、入浴、排泄などの介助はもちろんのこと、お一人お
一人りにあったケアを考え実践していきます。☆定員５０名のユニット型特養です。多
世代の方が活躍中！！家庭的な雰囲気を大切にしています。☆笑顔とあたたかい
言葉が交わされるやりがいのある仕事です。スキルアップのチャンスが沢山用意さ
れています。

5 短期大学・大
学・専門学校

不問 3年以内

6 福祉職 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

介護職員
13160-68488

☆施設にご入居されている高齢者が安心して毎日を過ごせるよう、身の回りのお手
伝いをしていただきます。食事、入浴、排泄などの介助はもちろんのこと、お一人お
一人りにあったケアを考え実践していきます。☆笑顔とあたたかい言葉が交わされる
やりがいのある仕事です。一から丁寧に教えていきますので、福祉学部以外の方も
ご安心ください。一般学部卒の先輩も活躍しています。

5 短期大学・大
学・専門学校

不問 3年以内

6 福祉職 第２部 11

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／グルー
プホーム
13010-666488

グループホームにおける介護業務全般・入浴、食事、排泄、レクレーション、記録、バ
イタルチェック、リハビリ補助
＊不安なことや分からないことなど、気軽に先輩スタッフにお聞き下さい。
＊一緒に楽しい施設を運営していきましょう。＊就業場所に関しては、本人の希望及
び適性に応じ決めさせていただきます。

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年以内

6 福祉職 第２部 11

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／デイ
サービス
13010-667088

デイサービスにおける介護業務全般になります。・送迎、入浴、排泄、リハビリ補助、
レクレーション、記録＊無資格の方も大歓迎！しっかりサポートいたします。＊不安
なことや分からないことなど、先輩スタッフにご相談下さい。＊一緒に楽しい施設を運
営していきましょう。※就業場所に関しては、本人の希望または適性により配属先を
決定いたします。全国に５ヶ所デイサービスを運営しております。詳細は面接時にお
伝えいたします。

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年以内

6 福祉職 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

保育士（事業所内保
育所　あゆみ保育園）
13160-31688

あゆみ保育園は認可保育園（小規模・利用定員１９名）です。・特別養護老人ホーム
の事業所内保育所「あゆみ保育園」での保育士の仕事です。
・保育業務…園児の食事、睡眠、排泄等身の回りのお世話、保護者への一日の報
告、質問や相談に対するアドバイスなど
・事務業務…年間カリキュラム作成、保育日誌等の記入、環境整備、会議、委員会
への参加など。その他、子供が健やかに成長する遊びの計画を立てることや、地域
と連携しての保育室解放や保育体験などのイベントも行います。

1 大学、短大、専
門卒

保育士資格（取
得見込可、ただ
し卒業時取得可
能であること）

3年以内

6 福祉職 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

介護職員
13160-30788

特別養護老人ホームでの介護職の仕事です。・あゆみえんは平成２８年８月に市内
最大級のユニット型施設として移転、同年１０月に保育所も開設し、子どもと高齢者
が触れ合う機会もあります。・主な仕事…利用者の食事や入浴等、生活全般にわた
る専門的ケアの提供。納涼祭、クリスマス会などの他、お花見等の外出イベント、レ
クリエーションの実施など。＊研修（入職初年度）…新人職員合同研修、年３回のフォ
ロー研修、先輩職員による１対１でのサポート（ＯＪＴ）

5 大学、短大、専
門卒

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

製造技能・生産技術
／南アルプス市
13040-237488

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

4 大学院、大学
（学部学科不
問）

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

技術／品川区
13040-236388

・プラスティック成型金型試作評価
・製品測定
・量産・条件設定等

2 大学院、大学
（工学部履修
者）

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

研究開発職
13110-116288

●研究開発職・・・新製品の開発、既存製品の改良等 3 大卒以上（大学
院も可）
※理系学部出
身者

不問 2年以内

7 専門職・
その他

第２部 19

株式会社　木村工業
一般土木建築工事業
1306-619421-5

施工管理職
13060-86388

○公共工事を中心に都市機能や生活の基礎であるライフライン整備（上下水道・道
路舗装・公園管理など）を守る仕事に誇りと情熱をもって取り組んでいますので、仕
事がそのまま社会貢献につながっています。○業務は、現場管理とＣＡＤによる作図
や各種申請書類等の事務作業となります。内容は年齢の近い先輩社員と行動を共
にし、一つひとつ確実に覚えていけます。○特に水道事業に特化しており、東日本大
震災復興工事にも従事しました。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

製造業
13146-173488

・ＣＴ，ＭＲ超音波診断装置などの医用画像診断装置の製造部門に配属する。
・製造ラインの設備導入やＩＴツールの導入改善活動を行い、製品品質含む生産性の
向上を図る。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修
理系、特に工学
系（機械、電
気、電子、情報
工学、物理、応
用物理が望まし
い）

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

技術職（設計、装置技
術等）
13160-51088

☆仕事場は宇宙空間のような埃が一つもないクリーンルームです。
☆先輩社員の指導のもとに製品を作っている装置、製造方法を理解してもらい、それ
ら製造装置の安定稼働の役割を担ってもらいます。
☆女性の方も安心して働けるように女性専用の休憩室も備えています。

2 大学卒
☆理系大学で
あればなお可。

不問 否

7 専門職・
その他

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

技術（八王子市）
19490-414988

○ＡＶ・情報機器用部品及び自動車部品の試作開発
○ＣＡＤによる金型設計等

2 大学・短大
理系学科専攻
の方

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

技術（山梨県南アル
プス市）
19490-201788

○ＡＶ・情報機器用部品及び自動車部品の試作製造・検査・品質管理
○ＣＡＤによる金型設計等

2 大学・短大
理系学科専攻
の方

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内
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7 専門職・
その他

第２部 27

株式会社　サクラ
建築材料卸売業
1301-501163-7

サーバー運用エンジ
ニア
13010-409088

プロジェクト先でのサーバー運用・保守として
１．運用・点検業務：機器の稼働状況、セキュリテイの安全などのチェック
２．障害対応・バックアップ：システムエラーやバグが発生した場合担当者へ連絡。
３．ユーザー向けヘルプデスク業務
　※主に弊社客先に出向いての作業となります。

2 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

7 専門職・
その他

第２部 28

横沢建設　株式会社
一般土木建築工事業
1320-3239-9

現場監督
13200-56888

当社は木造個人住宅のマンション、オフィスビル、学校、福祉施設、公共施設など多
岐に渡る建設を請け負っている会社です。お客様が要望される建物を設計事務所や
協力会社と打合せしながら造り上げて行きます。監督のサポートをしていく中で経験
を積み重ね、誠実な技術者を目指してほしいと思います。

3 大学院・大学・
高専・専修学校
建築系学科

普通自動車免
許があれば尚
可

1年以内

7 専門職・
その他

第２部 28

横沢建設　株式会社
一般土木建築工事業
1320-3239-9

情報処理
13200-58688

ＯＢ顧客管理、ＨＰの作成、更新のほか、業務の効率化を目指した企画、提案をし、
それを推進していく仕事です。

2 大学・専修学校 不問 1年以内

7 専門職・
その他

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

機械設計・電気設計・
研究開発
13160-29588

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

4 ☆大学院・大
学・短大・高専・
専修学校卒
工学部の方、歓
迎

不問 3年以内

7 専門職・
その他

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

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年以内

7 専門職・
その他

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

開発・技術職
27020-345088

・顧客の要求に基づいた製品設計・納入後の技術、品質的フォロー 1 大学・高専
理工学部、電気
系は尚良しで
す。

不問 3年以内

7 専門職・
その他

第２部 36

セントラル警備保障株
式会社
警備業
1308-402246-3

警務職（常駐警備・機
械警備・運輸警備・受
付業務）
13080-252288

・常駐警備：オフィスビル、テレビ局、ＪＲ東日本の駅舎などで、立哨・巡回・出入管理
業務による防犯・防災の安全管理。
・機械警備：警備対象物件にセンサーを取り付け、センサーの異常信号を遠隔地に
て監視し、司令員の指令によって対象物件に駆けつけ対処する業務。
・運輸警備：依頼された現金や貴重品の回収・運搬業務。・受付業務：来訪者の受
付、出入管理及び巡回業務。

205 大学院卒、大学
卒

機械警備・運輸
警備において
は、普通自動車
免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

飲食店コンサルタン
ト・飲食店開業サポー
ト
13060-115688

○飲食店経営者様に対し、「ドクターテンポス」として飲食店経営をあらゆる角度から
診断し、課題解決をご提案。長く続く繁盛店へ導きます。○全国に５８拠点ある厨房
機器販売店に来店されるお客様に対して備品の提案のみならず、テンポスグループ
が提供する不動産情報、内装情報など店舗創りから、人材紹介、経営支援などの情
報とサービスもご提案します。○テンポスグループの情報とサービスを一番熟知し、
お客様の要望以上の提案で広くテンポスバスターズを利用していただく、きっかけ創
りをする仕事です。

30 大学卒、大学院
卒（履修科目不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

7 専門職・
その他

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

土木設計技術員
13040-522588

電力流通土木設備、一般土木施設、建築設備の建設、維持管理のコンサルティング
業務です。
具体的な業務内容（入社後１～２年間）
・設計（土木構造物、鋼構造物）補助
・研究、解析補助
・測量、非破壊検査、地盤調査等の現場管理補助

2 大学、短大、高
専、専修学校
（理工系）

普通自動車運
転免許あれば
尚可※入社後、
資格取得支援
あり

5年以内

7 専門職・
その他

第２部 44

フジモト株式会社
産業機械器具卸売業
1308-412483-8

サービスエンジニア
13080-514688

外食チェーンや飲食店・スーパーなどの小売店で使用されているＰＯＳシステム・レ
ジ・受発注システムなどの点検・メンテナンスをお任せします。２～３人のチームで一
日２～３件ほど回ります。・修理・メンテナンス・システムの導入設置・定期メンテナン
ス

2 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）

3年以内
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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 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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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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