
会場

平成３１年２月５日（火）　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。

310201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４回 新規大卒者等

合同就職面接会

参加企業・求人一覧表



第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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　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。

2
協和情報開発　株式会社
(その他の専門サービス業)
1309-407289-3

１９８０年創立、大手企業と直接取引をメインに、安定した実績、未経験者に
も充実した教育制度とイベント等社員同士の交流が多いアットホームな雰囲
気。

3
アドバンテック　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1303-616482-2

広範な製品群、お客様主導のデザインサービス、世界的なネットワークを用
意し、最も信頼できるパートナーとして、ｅＷｏｒｌｄにおける多数の革新を支援
しています。社員平均年齢３８才

4
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。

5
アクモス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-547212-4

アクモスグループは、持続的成長を実現し、事業活動を通じて社会に貢献
するために、アクモスグループの一人ひとりが同じ方針と価値感を持って活
動することを企業理念としている会社

6
株式会社　ヤシマ・エコ・システム
(その他の専門サービス業)
1311-312698-3

創業以来４０年間、日立製空調機器および産業機器の特約店のサービスセ
ンターとして高品質なサービス技術と独自の設計、施工ノウハウを以て多様
化するお客様ニーズに応えます。

7
株式会社　アイエスアール
(情報処理・提供サービス業)
1304-656109-2

食品加工業界・小売業界　テレビ局・スポーツメーカーなどの幅広いお客様
から信頼をいただき、創業以来、堅実経営を続けている。

8
フューチャー・アンティークス　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1307-650319-6

・ｗｅｂシステム開発・スマートフォンアプリ開発に強み
・近年は社内研修、受託開発・自社サービスの開発などに注力

9
日本電算企画　　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1304-235495-5

行政情報のＩＴ革命に貢献することを社是とし、効果的・安定的な行政システ
ムの構築・運営に寄与していきます。

10
ケイレックス・テクノロジー　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1301-576499-5

半導体設計自動化（ＥＤＡ）ソフトウェアの分野て゛、長い経験があるメン
ハ゛ーが独立・設立した会社。現在、半導体分野からＩＴシステム分野（特にＰ
ＬＭシステム）に重点を移している。

11 ★
株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

会社創設以来業績を着実に伸ばし、安定成長を２０年に渡り続けており、完
全週休２日制をはじめ、夏季・冬季休暇や特別休暇などの休暇制度を設
け、福利厚生面も充実しています。

12 ★
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。

13
サービス＆セキュリティ　株式会社　東京支社
(ソフトウェア業)
1304-653361-4

生産、金融、流通各業界に独自のノウハウとシステムを提供する独立系ソフ
トハウス

14
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。

15
株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

ＩＳＯ９００１に則った品質保証、Ｐマーク取得による個人情報管理等、お客様
の満足度向上を図っています。オープンな社風、教育の充実等社員の満足
度向上と共に会社の繁栄を目指しています。

16
株式会社　アイネット
(ソフトウェア業)
1301-549978-4

当社は独立系ベンダーとして金融業界に特化している数少ない企業です。
御客様とは、ほぼ直接の取引を行い高い収益性を持ち安定して成長するこ
とができます。御客様からも高い評価を得ています。

17
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。

18
株式会社　システムファクトリ
(ソフトウェア業)
1301-516408-6

当社創立以来のモットーは大企業並の福利厚生です（中退金・グループ保
険・企業年金基金第１第２年金・数年毎の海外旅行・賞与年２回・夏休み）業
務は銀行ＮＴＴ証券会社等長期担当。無借金経営

19 ★
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。

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
フィット産業株式会社
(ソフトウェア業)
1301-230098-9

当社は設立以来、更なる高度化したＩＣＴニーズに応え、クラウド、モバイル、
ＳＮＳ、ビックデータ、ＩｏＴへと先進的な技術で企業や社会の情報化に的確
に対応しているＩＣＴ企業です。

22
アイ・テー・シー　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-663756-7

●制御系・組み込み系システムに強い独立系のＩＴ企業です。クライアントは
大手メーカーが中心で、カーエレクトロニクスやロボット制御等の多彩な実績
があります。

23
株式会社　エルティ
(ソフトウェア業)
1307-344732-1

特定の技術に拘らず、出来ることは何にでも挑戦していくといった意欲を
持って仕事をしています

24
株式会社　ビット・エイ
(ソフトウェア業)
1507-503366-3

株コメリの関連会社（情報戦略部門として独立しコメリグループ全社におけ
る業務のシステム化、流通センターにおける物流システムの構築等、流通
の分野を核としたシステムを創造しています）
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25
エム・デー・ビー株式会社
(ソフトウェア業)
1307-641402-7

平成３年創業。以来順調に業績を伸ばす。大手メーカー複数社を固定得意
先としている。近年は、「ＩＴの所有から利用へ」という考えから、政府系のシ
ステム開発案件にも参画している。

26
株式会社　アペックス
(ソフトウェア業)
1309-409244-1

「エンドユーザー重視」の経営方針のもとに実績を積み上げ、無借金経営と
いう堅実な経営基盤を築いてきました。

27
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。

28
株式会社　キロニー
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
1304-630624-0

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

29
旭興　株式会社
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
2702-435373-8

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

30
三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

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

31
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。

32
栄和建物管理　株式会社
(建物サービス業)
1304-7941-3

誠実をモットーに従業員が力を合わせ業務に取り組んでいます。創業６０年
の実績と経験を生かし丸ビル等の管理もしています。

33
株式会社　シー・アイ・シー
(建物サービス業)
1303-208612-0

創業５５年目。今では全国１２０事業所を展開。年々規模と業績を拡大して
います。法律に基づいて行っている仕事ですので、安定性、将来性のある
事業です。業界ではトップシェアを誇ります。

34
東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ　株式会社
(機械器具小売業（自動車，自転車を除く）)
1303-621301-3

東京ガスグループの一員として台東・荒川・墨田の３区にお住まいの皆さま
に、快適な暮らしづくりを通じて、お客様に選ばれ信頼される企業、そして従
業員が夢を抱ける企業を目指しています。

35
成幸利根　株式会社
(土木工事業（舗装工事業を除く）)
1301-649642-4

全国の地盤を知り尽くした地下工事の専門会社。中央新幹線・東京オリン
ピック競技施設の基礎工事をはじめ、全国各地の鉄道・高速道路・高層ビル
の基礎工事など数々の施工実績があります。

36
ホクト・エンジニアリング株式会社
(土木建築サービス業)
1311-306492-3

国土交通省・東京都・水資源機構の仕事をメインに大切なインフラを支え、
設立以来順調な成長を続けています。若手社員・女性社員が活躍するため
のサポートや福利厚生の充実した明るい職場です。

37 ★
株式会社　ファイブドライブ
(情報処理・提供サービス業)
1301-582572-0

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

38
株式会社　テレコメディア
(他に分類されない事業サービス業)
1309-415709-1

厚生労働省より女性活躍推進・子育てサポート企業に認定されるなど、快
適に働ける環境づくりに取り組んでいます。また入社歴・年齢に関係なく裁
量ある仕事にもチャレンジできる会社です！

39
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。

40
アイシーエクスプレス　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1306-211045-0

二輪から航空機を駆使し，伴送によるＴＶ報道の支援、医療機器等の運送。
高性能プリンターによる高速・フルカラー印刷。封緘、ＤＭ発送。少量一時保
管、文書保管から機密文書無開梱溶解処理まで

41
中越運送株式会社　東京支社
(一般貨物自動車運送業)
1311-302728-9

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

42
日本船舶薬品　株式会社
(医薬品・化粧品小売業)
1401-613572-4

救急防災及び船舶関係等限定された分野に於いて、活躍する優良企業で
す。

43
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

44
ブルームヒアリング　株式会社
(他に分類されない小売業)
1312-516673-1

45 ★
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。

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。

47
日本テクノクラーツ　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-580765-6

経験の浅い方でも指導していきます。まずは面接にお越し頂いて、あなたの
方向性等をお聞かせ下さい。

48
株式会社　ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

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

募集終了につき参加辞退
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49
株式会社　アイテクノ
(ソフトウェア業)
1304-241997-9

有休入社時付与（２～１０日）、有休計画的付与あり、有休消化率７７％、有
休取得平均１２日、育休実績４名、資格奨励・健康増進支援制度あり、業績
連動決算賞与あり、平均年齢３３歳

50
株式会社　システム・コミュニケート
(情報処理・提供サービス業)
1320-7537-5

当社は平均年齢も若く、風通しの良い会社です。採用においては、経験を問
わずやる気のある人材を採用しています。

51 ★
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

52 ★
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」

53
情報システム監査　株式会社　東京本社
(ソフトウェア業)
1304-245931-7

システム監査技術を中心に据えたハイスキルな技術者集団であります。勿
論社内教育が充実していますので、誰もが目標を達成できるよう指導体制
が整っています。

54
株式会社　テクノカルチャー
(ソフトウェア業)
1309-405641-9

多数の大手企業からの一括請負を始め、パッケージソフトの開発・販売、Ｗ
ｅｂサイト構築等のネットワーク事業の展開など、常にＩＴ関連の先端を行く企
業を目指し、業績を上げています。

55
株式会社　ゴーイング・ドットコム
(ソフトウェア業)
1303-617643-1

「新しいことに挑戦できる、伸び伸びと意見が言える、生涯働ける」そんな社
風の会社です。スマートフォンシステム開発や自社製品の開発で、伸び盛り
の会社です。

56
高度情報通信　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

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

57
芝工業　株式会社
(管工事業（さく井工事業を除く）)
1308-104539-2

創業以来、「水と空気」を担うエンジニアリング企業として「責任施工」の経営
方針を貫き、電力・鉄道など基幹産業関連や大規模公共施設、オフィスビル
などで高い信頼と実績があります。

58
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、国内最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。

59
西野産業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2703-43621-2

創業以来、精密測定機器の販売に携り現在西区に本社を置き全国１２拠点
で企業活動をし前年度の売上業績は１５９億円です。精密機器の販売を通
じ社会の発展に貢献すべく頑張っています。

60
株式会社　ＮＤＴ
(産業機械器具卸売業)
1301-666949-1

三菱商事のグループ企業です。グローバルネットワークを活用し世
界約１００か国、年間輸出実績６，０００台の販売実績を持つ業界
トップクラスの安定企業です。

61
株式会社　昭工舎
(時計・同部分品製造業)
1309-632145-1

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

62
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。

63
産業リーシング　株式会社
(産業用機械器具賃貸業)
1301-507677-5

石川島播磨重工業、スーパーゼネコン５社、金融機関などの共同出資で設
立された我が国唯一のタワークレーン専門レンタル会社。少数精鋭の社員
で高効率の事業展開をはかっています。

64
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。

65
株式会社　第一弘報社
(広告業)
1304-10111-3

創業５３年、安定成長が期待できる交通広告分野では大手私鉄を媒体とし
た地域密着の車内放送、ラッピング広告等に従事しています。

66
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。

67
関東三菱自動車販売　株式会社
(自動車小売業)
1307-350796-2

三菱自動車の販売会社で東京、神奈川、埼玉、山梨、長野、茨城の６都県
に８０店舗を持つ会社

68
ダンロップタイヤ中央　株式会社
(自動車卸売業)
1304-640086-4

【社員定着率９７％・賞与４ヵ月以上（前年度実績）支給】当社は２０１８年度
に設立５０周年を迎え、地域に密着した運営・サービスが強みです。

69
蔵王産業　株式会社
(その他の機械器具卸売業)
1313-409227-7

快適な環境の創造で社会に貢献している東証１部上場企業です。
設立から６０年間連続して黒字決算、安定成長を続けています。

70
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。

71
株式会社　東光
(他に分類されない卸売業)
1304-250903-1

創業５０年以上の安定企業です。主に和洋菓子のパッケージを販売してい
ます。　菓子の企画や店舗の立上げにおける提案も行い、お客様と共に問
題に取り組んでいます。

72
大和産業　株式会社
(他に分類されない卸売業)
1304-649288-2

内外ともにトップメーカーである「曙ブレーキ工業株式会社」のブレーキ関連
部品、「東芝ライテック株式会社」の照明・電子関連部品などを主力商品とし
て、堅実な成長を重ねております。
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73
日本電化工機　株式会社
(民生用電気機械器具製造業)
1307-350076-4

電気発熱体と熱交換機器を応用した低温域から高温域迄の業務用熱関連
機器の製作を主に設計から据付迄を業務とする。

74
山下システムズ　株式会社
(電子計算機・同附属装置製造業)
1304-250857-1

創立以来、設計から製造にいたるまで社内の一貫した体制と生産のもと、
安定した製品の供給を行っております。

75
株式会社　フルハートジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

各種自動化・省力化システムの研究開発から設計製造までの、一貫体制を
確立。

76
日栄インテック　株式会社
(暖房・調理等装置，配管工事用附属品製造業)
1311-302333-8

自社開発・製造技術を基に最高水準の商品・サービスにより安全で快適な
建築環境作りをサポート。配管支持金具、耐震補強金具、立体駐車場、ＬＥ
Ｄ照明、太陽光ソリューション等の事業を展開。

77
株式会社　三工社
(通信機械器具・同関連機械器具製造業)
1307-100310-2

顧客の安定した発注により、毎年順調に業績を拡大している。今後もこの分
野での成長は望める。（主な納入先：ＪＲ各社、警視庁、他）

78
株式会社　清和光学製作所
(光学機械器具・レンズ製造業)
1308-202270-9

光学技術を基に成長豊かな半導体実装、ＦＰＤ、環境分野での光学機器、
製造・検査装置を設計から販売まで一貫して行います。成長著しい分野が
弊社のフィールドです。

79
株式会社　第一エレクトロニクス
(計量器・測定器・分析機器・測量機械器具等)
1311-103851-1

創立以来一貫して電気計測分野の専門企業として常に高品質・納期・価格
を追求し、大手企業を通して日本の産業発展に貢献している会社です。

80
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。

81
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。

82
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

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。

83
株式会社　トーショー　本社
(その他のはん用機械・同部分品製造業)
1306-10562-8

トーショーは設立以来、多くの病院や調剤薬局で医療環境の『効率化』をお
手伝いしてきました。その結果、高い技術力を評価され、お客様から『業界
トップクラス』と高い信頼を得ています。

84
株式会社　ワイ・ケイ・ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

１７０人の社員で中途の比率が６０％。その内の９５％が未経験者で入社し
ています。他業界・フリーターと過去の経歴よりこれから当社で新たな挑戦
を本気でやりたい人が集まっている会社です。

85
株式会社　ハーモニープロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

若人スタッフにより年々業績を伸ばし、取引先は伊勢丹、丸井、高島屋、阪
急、西武、三越、大丸、松屋、松坂屋、東急、阪神百貨店他全国の有名百
貨店です。

86
ナビオコンピュータ　株式会社　　東京本社
(ソフトウェア業)
1301-622189-2

創業以来４９年間にわたり、情報社会の大海原で常に一歩リードの水先案
内人（ナビゲータ）の役割を果たしつつ、着実に成長してきました。今後も業
界の舵をしっかり取って参ります。

87
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。

88
株式会社　和僑
(他に分類されない小売業)
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。

89
日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

２０１４年８月で創業３０周年を迎えました。長年築き上げた信頼・実績のも
と、これからも躍進を続けていきます。
アットホームな雰囲気の会社です。　派１３－３０８７４９

90
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。

91
アオイスタジオ　株式会社
(映像情報制作・配給業)
1304-8782-3

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

92
株式会社　日本ビジネスデータープロセシングセンター
(管理，補助的経済活動を行う事業所)
2801-5066-9

当社は５０年の歴史の中で、情報産業に関わる事業を展開してきました。現
在は、ＩＴソリューション事業とメディカルサポート事業に特化した事業展開を
行っています。

93
サンシード　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1308-627638-9

例え未経験者の方でも活躍のフィールドは無限です。ＩＴ技術だけでない、モ
ノ作りの原点に立ち会えます。簡単な仕事ではありませんが、貴重な時間を
過ごせることは保証致します。

94
株式会社　ニュートラストワン
(保険サービス業)
1311-613542-5

東京海上日動火災と束京海上日動あんしん生命の保険商品を販売してい
る。お客様の数は５０００人を超え、安定した会社である。

95
株式会社　テヅカ
(産業機械器具卸売業)
1306-203906-4

「誠心誠意」の信条のもと、創業時から変わらない”いいモノをお客様に提供
し続ける事”を愚直に続けてきました。古き良き伝統と新しい経営を両立さ
せ、次の１００年へ向けて邁進しています。

96
株式会社　フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

すべての人に感動を与えてやまない社会の実現を目指し、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、技術者を適材適所の
常駐先へ紹介できる実力を有しています。
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97
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。

98
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。

99
富士エレックス　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1301-221365-6

創業以来、常にお客様の立場に立って「顧客満足の創造」と「信頼される商
社」をモットーに研鑚して参りました。平戒１９年５月新社屋が完成し、全社
員、実務・実践に日々努力しております。

100
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。

101
Ｃ－ＨＲＣ　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

Ｗｅｂ系開発を中心にオープン系・汎用系でも多くの実績があります。ネット
ワーク・サーバの設計・構築・運用監視にも多くの実績があります。取引先
はいずれも業界大手の企業です。

102
一般財団法人　博慈会
(病院)
1311-103231-1

当法人には、「急性期型病院、療養型・介護療養型病院、小児及び透析専
門クリニック、研究施設、看護師養成校」を擁し、「医療・研究・教育」の専門
分野を積極的に取り組んでいます。

103
株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

全国１６都道府県に有料老人ホーム１７３事業所を運営していますご入居者
様、ご家族様の心、スタッフ１人ひとりの心を大切にご高齢者を敬い私たち
の介護に誇りを持ち真摯に取り組んでいます。

104
社会福祉法人　敬仁会
(老人福祉・介護事業)
3103-310879-1

昭和３３年に鳥取県内第１号の民間社会福祉法人として設立し、
６０周年を迎えました。平成１５年にはＩＳＯ９００１を取得。
職員一同、地域に愛される施設を目指しています。

105
社会福祉法人　マザアス　マザアス日野
(老人福祉・介護事業)
1314-307531-0

「何事も人々からして欲しいと望むことは人々にそのとおりにせよ」という基
本理念のもと高齢者福祉のサービスにお応えしています。職員研修充実。
個人のペースに合わせ丁寧な指導を行います。

106
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。

107
ジェノスグループ　株式会社
(食料・飲料卸売業)
1301-666905-9

古くは１８００年代に起源を持つ酒販店が統合し設立いたしました。今では、
あらゆる外食企業様に必要な酒類をトータルに取り揃えております。

108
株式会社　大藤
(食料・飲料卸売業)
1311-205032-9

全国各地の地元土産菓子問屋に商品を直送販売、都内近郊においては営
業社員が店舗へ商品を配達少数精鋭をモットーに売上・収益共安定してお
り１２年に社屋も新築し職場環境も良くなりました

109
ムラカワ　株式会社
(その他の飲食料品小売業)
1309-622785-8

「品質を第一に食の安全、安心できる製品を提供する」が基本理念。国内３
か所に営業所、６か所に工場。直近１０年間は倍々で売上伸長。全国シェア
トップの２０％で９年連続決算賞与を支給。

110
株式会社　三徳
(各種食料品小売業)
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

111
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。

112
株式会社　ペッパーフードサービス
(食堂，レストラン)
1312-501912-7

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

113
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。

114
株式会社　京橋千疋屋
(野菜・果実小売業)
1302-406599-5

明治１４年の創業以来，御客様より信頼を受け継ぎ、最高の果物を如何に
おいしく召し上がって頂けるかを常に考えてきた、老舗の果物専門店です。

115
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

116
株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
(警備業)
1105-2683-5

施設警備の会社で、御契約先は官庁が多く安定していて、高年齢者も多く
勤務しております。教育にも力を入れている為、安心して働くことができま
す。※既卒者応援宣言企業です。

117
株式会社　第一警備東京
(警備業)
1301-664110-1

関東初出店につき大量募集。経験・学歴・職歴・性別不問。又、幅広い年齢
の方が活躍出来る環境です。充実の福利厚生で安心して働き、自身の成長
と地域の安全に情熱をそそいで下さい。

118
株式会社　ラベルジャパン
(印刷業)
1311-306180-8

仕事も遊びも一生懸命！明るくヤリがいのある会社です。

119
株式会社　田中印刷　東京営業所
(印刷業)
2602-616943-1

昭和２５年創業以来、『チャレンジ精神』と『技術力』を武器に、事業を継続、
拡大。毎年増収増益を達成。『山椒は小粒でピリリと辛い』の意気込みでさ
らなる発展を目指しています！

120
株式会社　フクイン
(印刷業)
1301-101491-3

おかげさまで創業７０年。東京のど真ん中に大きな印刷機を構え、日々製品
をつくっています。他にもデジタル情報加工や海外生産等、印刷にまつわる
あらゆるサービスを提供しています。
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

1 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年以内

2 協和情報開発　株式会社 その他の専門サービス業
システムエンジニア・基盤構築
（単身用社宅あり）

13090-95588 5 3年以内

営業 13030-214388 2 3年以内

フィールド・アプリケーション・エンジニア 13030-215488 2 3年以内

4 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年以内

システムエンジニア 13010-359988 15 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-360088 15 3年以内

総合職（設計・現場施工管理） 13110-47788 1 3年以内

総合職（営業） 13110-48688 1 3年以内

総合職（機械保守作業） 13110-46888 1 3年以内

7 株式会社　アイエスアール 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 13040-602588 5 3年以内

8 フューチャー・アンティークス　株式会社 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13070-188288 5 3年以内

9 日本電算企画　　株式会社 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13040-396888 5 3年以内

10 ケイレックス・テクノロジー　株式会社 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13010-665388 2 3年以内

開発エンジニア（プログラマー） 13040-109288 4 3年以内

インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジニア 13040-110688 3 3年以内

運用エンジニア 13040-111988 3 3年以内

12 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 3 5年以内

13
サービス＆セキュリティ　株式会社　東京支
社

ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13040-616488 10 5年以内

14 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

プログラマー 13030-71688 3 3年以内

ネットワークエンジニア 13030-72988 2 3年以内

営業 13010-843188 1 3年以内

システムエンジニア 13010-842088 10 3年以内

営業アシスタント 13070-244888 1 3年以内

システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年以内

システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年以内

18 株式会社　システムファクトリ ソフトウェア業 ＳＥ、プログラマ 13010-425188 5 3年以内

19 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

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年以内

21 フィット産業　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア／プログラマー 13010-922088 7 3年以内

22 アイ・テー・シー　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13010-464388 10 3年以内

23 株式会社　エルティ ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13070-164888 2 3年以内

24 株式会社　ビット・エイ ソフトウェア業 総合職（地域限定社員：東京） 15070-24988 5 3年以内

25 エム・デー・ビー株式会社 ソフトウェア業
プログラマ、ＳＥ、ネットワーク・サーバエンジ
ニア

13070-117688 15 5年以内

26 株式会社　アペックス ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ 13090-172088 5 5年以内

27 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年以内

28 株式会社　キロニー 家具・建具・じゅう器等卸売業 ルート営業 13040-1042688 1 3年以内

29 旭興　株式会社 家具・建具・じゅう器等卸売業 総合職 27020-250288 2 3年以内

電気機械器具卸売業アドバンテック　株式会社3

ソフトウェア業アクモス　株式会社5

その他の専門サービス業株式会社　ヤシマ・エコ・システム6

11

ソフトウェア業株式会社　セル15

ソフトウェア業株式会社　アイネット16

ソフトウェア業株式会社　ウェブスター17

ソフトウェア業株式会社　ティエスイー
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

営業 13040-371888 2 3年以内

技術エンジニア 13040-373688 2 3年以内

製造（環境プラント装置等） 13040-372788 2 3年以内

プラントエンジニア 13040-370588 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-101688 2 3年以内

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経
理）

13080-103388 3 3年以内

コンサルティング営業職 13080-105088 5 3年以内

管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経
理）

13080-104488 3 3年以内

不動産事業（開発・販売） 13080-100788 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-102988 2 3年以内

32 栄和建物管理　株式会社 建物サービス業 総合職 13040-400888 3 3年以内

33 株式会社　シー・アイ・シー 建物サービス業 環境総合職（クリーンドクター） 13030-157888 80 3年以内

34 東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ　株式会社
機械器具小売業（自動車，自
転車を除く）

ガス機器の点検・取付・修理・提案など 13030-39988 4 3年以内

施工管理職（総合職） 13010-122688 3 3年以内

ルート営業職（総合職） 13010-124388 3 3年以内

建設機械整備職（総合職） 13010-123988 3 3年以内

36 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業 建設コンサルタント業（発注者支援業務等） 13110-4588 4 3年以内

37 株式会社　ファイブドライブ 情報処理・提供サービス業 セキュリティエンジニア 13010-479888 3 3年以内

（総合職）通販コールセンター業務／携帯端
末販売店舗業務

13090-209688 5 3年以内

（一般職）通販コールセンター業務／携帯端
末販売店舗業務

13090-443388 10 3年以内

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

40 アイシーエクスプレス　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13060-133488 3 3年以内

41 中越運送株式会社　東京支社 一般貨物自動車運送業
総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、管理部
門）

13110-20588 15 3年以内

営業部員（横浜支店） 14010-491588 1 3年以内

営業部員（東京支店） 14010-494688 1 3年以内

43 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年以内

44 ブルームヒアリング　株式会社 他に分類されない小売業 補聴器アドバイザー（販売） 13120-67988 5 3年以内

45 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

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年以内

プログラマー 13010-1228888 10 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-1227588 10 3年以内

営業 13080-270888 4 3年以内

システムエンジニア 13080-272688 14 3年以内

インフラエンジニア 13080-271788 7 3年以内

49 株式会社　アイテクノ ソフトウェア業 エンジニア 13040-97888 5 2年以内

50 株式会社　システム・コミュニケート 情報処理・提供サービス業 ＩＴエンジニア補助 13200-74688 2 5年以内

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

システム開発・プログラマ・Ｗｅｂエンジニア 13150-171188 3 3年以内

システムテストエンジニア 13150-177988 3 3年以内

グローバルヘルプデスクエンジニア 13150-172288 3 3年以内

52 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

53 情報システム監査　株式会社　東京本社 ソフトウェア業 ＩＴ技術者 13040-983788 4 3年以内

54 株式会社　テクノカルチャー ソフトウェア業
システムエンジニア（ＳＥ）
プログラマー（ＰＧ）

13090-554788 5 3年以内

日本船舶薬品　株式会社 医薬品・化粧品小売業

ソフトウェア業日本テクノクラーツ　株式会社47

ソフトウェア業株式会社　ツリーベル48

情報処理・提供サービス業株式会社　テイルウィンドシステム51

42

その他の設備工事業三協工業　株式会社

建物売買業，土地売買業株式会社　グッドコムアセット31

土木工事業（舗装工事業を除
く）

成幸利根　株式会社35

他に分類されない事業サービ
ス業

株式会社　テレコメディア38

30

募集終了につき参加辞退
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

55 株式会社　ゴーイング・ドットコム ソフトウェア業 プログラマー／システムエンジニア 13030-108688 5 3年以内

プログラマー 13080-218488 10 3年以内

システムエンジニア 13080-219088 10 3年以内

サーバーエンジニア 13080-220588 2 3年以内

ネットワークエンジニア 13080-221888 2 3年以内

営業職（東京本店） 13080-546588 1 2年以内

営業職（千葉本社） 13080-47688 1 2年以内

【女性限定求人：均等法第８条該当】
工事事務

13080-45888 2 3年以内

施工管理 13080-46788 5 3年以内

58 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

ルートセールス（東京営業所） 27030-337988 3 3年以内

ルートセールス（横浜営業所） 27030-338388 3 3年以内

60 株式会社　ＮＤＴ 産業機械器具卸売業 海外営業 13010-1033288 3 3年以内

商品開発 13090-85188 2 3年以内

生産技術 13090-87588 2 3年以内

62 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

総合職（営業） 13010-423488 2 3年以内

タワークレーン施工管理・組立・技術補助・ク
レーン運転等

13010-422388 1 3年以内

総合職（営業） 13040-441288 6 3年以内

一般事務【千葉営業所】 13040-20398 1 3年以内

65 株式会社　第一弘報社 広告業 広告営業 13040-166188 1 3年以内

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

67 関東三菱自動車販売　株式会社 自動車小売業 店舗事務職（ショップスタッフ） 13070-322888 3 3年以内

68 ダンロップタイヤ中央　株式会社 自動車卸売業 総合職（営業・販売） 13040-523888 10 3年以内

69 蔵王産業　株式会社 その他の機械器具卸売業 営業 13130-62088 5 3年以内

総合職 13060-269888 3 3年以内

営業 13060-98288 1 3年以内

71 株式会社　東光 他に分類されない卸売業 営業 13040-830988 1 3年以内

72 大和産業　株式会社 他に分類されない卸売業 総合職（営業職、購買職） 13040-655988 3 3年以内

営業 13070-548188 2 3年以内

営業技術 13070-549288 1 3年以内

営業 13040-510488 1 3年以内

開発設計 13040-512188 1 3年以内

生産技術 13040-511088 1 3年以内

営業 13060-138888 1 3年以内

製造職 13060-76688 1 3年以内

営業（つくば市） 13110-127788 1 3年以内

営業（荒川区） 13110-128688 1 3年以内

製造 13110-129988 1 3年以内

77 株式会社　三工社
通信機械器具・同関連機械器
具製造業

技術職 13070-172888 3 否

78 株式会社　清和光学製作所 光学機械器具・レンズ製造業 総合職（営業、製造、設計、品質保証） 13080-658188 2 3年以内

79 株式会社　第一エレクトロニクス
計量器・測定器・分析機器・測量
機械器具等

技術営業 13110-114088 1 3年以内

80 ヨシモトポール　株式会社
建設用・建築用金属製品製造
業

総合職 13010-652588 5 3年以内

電子計算機・同附属装置製造
業

山下システムズ　株式会社74

電子デバイス製造業株式会社　フルハートジャパン

暖房・調理等装置，配管工事
用附属品製造業

日栄インテック　株式会社76

75

産業用機械器具賃貸業産業リーシング　株式会社63

電気通信・信号装置工事業株式会社　エイチ・エス・ジェイ70

民生用電気機械器具製造業日本電化工機　株式会社73

電気機械器具卸売業斉田電機産業　株式会社64

ソフトウェア業高度情報通信　株式会社56

管工事業（さく井工事業を除
く）

芝工業　株式会社57

産業機械器具卸売業西野産業　株式会社59

61 株式会社　昭工舎 時計・同部分品製造業
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

営業 13070-479788 2 3年以内

品質保証 13070-493588 1 3年以内

82 田島メタルワーク　株式会社 その他の金属製品製造業 営業 13090-396788 1 3年以内

営業 13060-259588 3 3年以内

フィールド・サービス
エンジニア

13060-258288 3 3年以内

事務スタッフ 13080-689488 1 2年以内

施工管理エンジニア 13080-52588 5 2年以内

サービスエンジニア 13080-51288 5 2年以内

一般事務 13030-59188 3 3年以内

輸入事務 13030-335688 1 3年以内

販売職／新宿区・豊島区・中央区 13030-58088 6 3年以内

Ｗｅｂクリエイター 13030-60888 2 3年以内

企画 13030-330188 1 3年以内

一般事務・ＩＴサポート・ヘルプデスク 13010-386088 15 3年以内

プログラマー・ＳＥ 13010-387188 20 3年以内

ＩＴシステム運用エンジニア 13010-385488 38 3年以内

営業 22010-265288 3 3年以内

事務職 22010-332988 2 3年以内

一般事務（一般職） 14090-130288 8 5年以内

店舗運営・販売（一般職） 14090-131588 10 5年以内

総合職 13040-497488 2 3年以内

営業職 13040-494688 3 3年以内

事務職 13040-492888 3 3年以内

システムエンジニア・プログラマ・システムマ
ネージャー

13040-493788 20 3年以内

デザイン職 13040-498088 3 3年以内

総合職（業務職・営業職） 13010-757588 10 3年以内

事務職 13010-833488 2 3年以内

91 アオイスタジオ　株式会社 映像情報制作・配給業 営業職／事務職 13040-141588 10 3年以内

ＳＥ・インフラエンジニア・運用サポート 28010-266888 10 3年以内

自治体官公庁事務（総合職）
将来の管理職候補※文理不問

28010-274888 5 3年以内

ＩＴアシスタント（事務サポート） 13080-143688 2 3年以内

サポートエンジニア 13080-688388 2 3年以内

営業 13110-25388 2 2年以内

営業事務 13110-26488 2 2年以内

保険ショップの店員 13110-27088 2 2年以内

ルート営業／総合職 13060-81588 3 3年以内

事務（一般職） 13060-186188 3 3年以内

営業事務 13080-191788 4 3年以内

システム運用エンジニア 13080-197188 4 3年以内

ネットワークエンジニア 13080-233488 4 3年以内

エンジニアアシスタント 13080-192688 4 3年以内

営業（セールスエンジニア）（東京都台東区） 08040-68788 3 3年以内

営業（セールスエンジニア）群馬県伊勢崎市 08040-216188 1 3年以内

産業機械器具卸売業株式会社　テヅカ

ソフトウェア業株式会社　フォー・ジェイ96

その他の金属製品製造業日本アイ・エス・ケイ　株式会社97

95

各種物品賃貸業株式会社　山元90

情報処理・提供サービス業サンシード　株式会社93

保険サービス業株式会社　ニュートラストワン94

管理，補助的経済活動を行う事
業所

株式会社　日本ビジネスデータープロセシン
グセンター

92

ソフトウェア業ナビオコンピュータ　株式会社　　東京本社86

各種物品賃貸業太陽建機レンタル　株式会社87

他に分類されない小売業株式会社　和僑

ソフトウェア業日本電算　株式会社89

88

その他の輸送用機械器具製
造業

株式会社　五光製作所

その他のはん用機械・同部分
品製造業

株式会社　トーショー　本社

身の回り品卸売業株式会社　ハーモニープロダクツ85

83

81

84 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

ＯＡ事務 13040-146388 5 3年以内

システムエンジニア 13040-147488 5 3年以内

ルート営業（電子部品商社）／埼玉 13010-11098 1 3年以内

経理事務／東京本社 13010-10898 1 3年以内

営業 13160-28288 1 3年以内

事務職（総務・経理または営業管理） 13160-73688 2 3年以内

機械設計・電気設計・研究開発 13160-29588 4 3年以内

ＳＥサポート／サポート事務 13040-161688 2 5年以内

ＩＴエンジニア 13040-162988 2 5年以内

医療事務 13110-37588 3 5年以内

介護スタッフ／長寿リハビリセンター病院 13110-33488 6 5年以内

看護助手 13110-30688 5 5年以内

介護（看護）助手／長寿リハビリセンター病院 13110-32388 8 5年以内

総合職（施設幹部候補） 13080-91188 50 3年以内

営業職（有料老人ホーム入居相談員） 13080-86888 10 3年以内

施設事務職（介護業務含む） 13080-90088 20 3年以内

介護職 13080-89988 50 3年以内

保育士 31030-98888 2 3年以内

介護職員（葛飾） 31030-47288 5 3年以内

介護職員（西新井） 31030-48588 5 3年以内

介護職員（綾瀬） 31030-49888 5 3年以内

105 社会福祉法人　マザアス　マザアス日野 老人福祉・介護事業 介護職員 13146-195788 2 5年以内

106 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

107 ジェノスグループ　株式会社 食料・飲料卸売業 営業職（飲食料品） 13010-1317988 2 3年以内

108 株式会社　大藤 食料・飲料卸売業 営業 13110-126888 2 3年以内

商品管理 13090-187988 2 3年以内

輸入チーズ加工職　製造 13090-186688 4 3年以内

受注事務 13090-3398 1 3年以内

法人営業／板橋区 13090-4498 1 3年以内

輸入関係業務（購買部） 13090-7598 2 3年以内

110 株式会社　三徳 各種食料品小売業 販売・製造販売 13080-489088 30 3年以内

111 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

112 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン
総合職（調理、店舗運営管理及び本部での
各業務）

13120-2488 100 3年以内

113 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

114 株式会社　京橋千疋屋 野菜・果実小売業 店舗スタッフ（販売・接客・調理） 13010-1239988 5 1年以内

115 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

総合職（警備実務；営業／警務／総務事務） 11050-140688 5 3年以内

営業・警務職（セキュリティ） 11050-26588 5 3年以内

セキュリティ〈空港保安／施設常駐警備　他〉 11050-27888 30 3年以内

117 株式会社　第一警備東京 警備業 総合職（管制営業／警備） 13010-1262688 5 3年以内

118 株式会社　ラベルジャパン 印刷業 ルート営業（シール印刷） 13110-125588 1 3年以内

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

120 株式会社　フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-372888 1 5年以内

警備業株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ116

病院一般財団法人　博慈会102

老人福祉・介護事業株式会社　ベストライフ103

老人福祉・介護事業社会福祉法人　敬仁会104

その他の飲食料品小売業ムラカワ　株式会社109

電気機械器具卸売業富士エレックス　株式会社99

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100

ソフトウェア業Ｃ－ＨＲＣ　株式会社101

情報処理・提供サービス業株式会社　ハンセン98
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

総合職（設計・現場施工管理） 13110-47788 1 3年以内

総合職（営業） 13110-48688 1 3年以内

総合職（機械保守作業） 13110-46888 1 3年以内

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年以内

24 株式会社　ビット・エイ ソフトウェア業 総合職（地域限定社員：東京） 15070-24988 5 3年以内

29 旭興　株式会社
家具・建具・じゅう器
等卸売業

総合職 27020-250288 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-101688 2 3年以内

管理部門総合職（総務・人事／経営
企画／経理）

13080-103388 3 3年以内

32 栄和建物管理　株式会社 建物サービス業 総合職 13040-400888 3 3年以内

33 株式会社　シー・アイ・シー 建物サービス業 環境総合職（クリーンドクター） 13030-157888 80 3年以内

施工管理職（総合職） 13010-122688 3 3年以内

ルート営業職（総合職） 13010-124388 3 3年以内

建設機械整備職（総合職） 13010-123988 3 3年以内

38 株式会社　テレコメディア
他に分類されない事
業サービス業

（総合職）通販コールセンター業務
／携帯端末販売店舗業務

13090-209688 5 3年以内

40 アイシーエクスプレス　株式会社
一般貨物自動車運送
業

総合職 13060-133488 3 3年以内

41 中越運送株式会社　東京支社
一般貨物自動車運送
業

総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、
管理部門）

13110-20588 15 3年以内

63 産業リーシング　株式会社
産業用機械器具賃貸
業

総合職（営業） 13010-423488 2 3年以内

64 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

68 ダンロップタイヤ中央　株式会社 自動車卸売業 総合職（営業・販売） 13040-523888 10 3年以内

70 株式会社　エイチ・エス・ジェイ
電気通信・信号装置
工事業

総合職 13060-269888 3 3年以内

72 大和産業　株式会社
他に分類されない卸
売業

総合職（営業職、購買職） 13040-655988 3 3年以内

78 株式会社　清和光学製作所
光学機械器具・レン
ズ製造業

総合職（営業、製造、設計、品質保
証）

13080-658188 2 3年以内

80 ヨシモトポール　株式会社
建設用・建築用金属
製品製造業

総合職 13010-652588 5 3年以内

89 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 総合職 13040-497488 2 3年以内

90 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年以内

95 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 ルート営業／総合職 13060-81588 3 3年以内

103 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業 総合職（施設幹部候補） 13080-91188 50 3年以内

111 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

112 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン
総合職（調理、店舗運営管理及び
本部での各業務）

13120-2488 100 3年以内

116 株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業
総合職（警備実務；営業／警務／総
務事務）

11050-140688 5 3年以内

117 株式会社　第一警備東京 警備業 総合職（管制営業／警備） 13010-1262688 5 3年以内

120 株式会社　フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-372888 1 5年以内

3 アドバンテック　株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13030-214388 2 3年以内

16 株式会社アイネット ソフトウェア業 営業 13010-843188 1 3年以内

28 株式会社　キロニー
家具・建具・じゅう器
等卸売業

ルート営業 13040-1042688 1 3年以内

30 三協工業　株式会社 その他の設備工事業 営業 13040-371888 2 3年以内

31 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年以内

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

営業部員（横浜支店） 14010-491588 1 3年以内

営業部員（東京支店） 14010-494688 1 3年以内

48 株式会社　ツリーベル ソフトウェア業 営業 13080-270888 4 3年以内

営業職（東京本店） 13080-546588 1 2年以内

営業職（千葉本社） 13080-47688 1 2年以内

58 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

１　総合職

日本船舶薬品　株式会社42

２　営業

その他の専門サービ
ス業

株式会社　ヤシマ・エコ・システム6

建物売買業，土地売
買業

管工事業（さく井工事
業を除く）

芝工業　株式会社57

株式会社　グッドコムアセット31

土木工事業（舗装工
事業を除く）

成幸利根　株式会社35

医薬品・化粧品小売
業
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

ルートセールス（東京営業所） 27030-337988 3 3年以内

ルートセールス（横浜営業所） 27030-338388 3 3年以内

60 株式会社　ＮＤＴ 産業機械器具卸売業 海外営業 13010-1033288 3 3年以内

62 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

65 株式会社　第一弘報社 広告業 広告営業 13040-166188 1 3年以内

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

69 蔵王産業　株式会社
その他の機械器具卸
売業

営業 13130-62088 5 3年以内

70 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年以内

71 株式会社　東光
他に分類されない卸
売業

営業 13040-830988 1 3年以内

73 日本電化工機　株式会社
民生用電気機械器具
製造業

営業 13070-548188 2 3年以内

74 山下システムズ　株式会社
電子計算機・同附属
装置製造業

営業 13040-510488 1 3年以内

75 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 営業 13060-138888 1 3年以内

営業（つくば市） 13110-127788 1 3年以内

営業（荒川区） 13110-128688 1 3年以内

79 株式会社　第一エレクトロニクス
計量器・測定器・分析
機器・測量機械器具等

技術営業 13110-114088 1 3年以内

81 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年以内

82 田島メタルワーク　株式会社
その他の金属製品製
造業

営業 13090-396788 1 3年以内

83 株式会社　トーショー　本社
その他のはん用機
械・同部分品製造業

営業 13060-259588 3 3年以内

87 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

89 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 営業職 13040-494688 3 3年以内

94 株式会社　ニュートラストワン 保険サービス業 営業 13110-25388 2 2年以内

営業（セールスエンジニア）（東京都
台東区）

08040-68788 3 3年以内

営業（セールスエンジニア）群馬県
伊勢崎市

08040-216188 1 3年以内

99 富士エレックス　株式会社 電気機械器具卸売業 ルート営業（電子部品商社）／埼玉 13010-11098 1 3年以内

100 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

103 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業
営業職（有料老人ホーム入居相談
員）

13080-86888 10 3年以内

109 ムラカワ　株式会社
その他の飲食料品小
売業

法人営業／板橋区 13090-4498 1 3年以内

107 ジェノスグループ　株式会社 食料・飲料卸売業 営業職（飲食料品） 13010-1317988 2 3年以内

108 株式会社　大藤 食料・飲料卸売業 営業 13110-126888 2 3年以内

116 株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業 営業・警務職（セキュリティ） 11050-26588 5 3年以内

118 株式会社　ラベルジャパン 印刷業 ルート営業（シール印刷） 13110-125588 1 3年以内

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

17 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

31 株式会社　グッドコムアセット
建物売買業，土地売
買業

管理部門一般職（総務・人事／経営
企画／経理）

13080-104488 3 3年以内

57 芝工業　株式会社
管工事業（さく井工事
業を除く）

【女性限定求人：均等法第８条該
当】工事事務

13080-45888 2 3年以内

64 斉田電機産業　株式会社 電気機械器具卸売業 一般事務【千葉営業所】 13040-20398 1 3年以内

84 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業 事務スタッフ 13080-689488 1 2年以内

一般事務 13030-59188 3 3年以内

輸入事務 13030-335688 1 3年以内

87 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

88 株式会社　和僑
他に分類されない小
売業

一般事務（一般職） 14090-130288 8 5年以内

89 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 事務職 13040-492888 3 3年以内

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

91 アオイスタジオ　株式会社
映像情報制作・配給
業

営業職／事務職 13040-141588 3 3年以内

92 株式会社　日本ビジネスデータープロセシングセンター
管理，補助的経済活
動を行う事業所

自治体官公庁事務（総合職）
将来の管理職候補※文理不問

28010-274888 5 3年以内

３　事務

その他の金属製品製
造業

日本アイ・エス・ケイ　株式会社97

産業機械器具卸売業西野産業　株式会社59

暖房・調理等装置，
配管工事用附属品製
造業

日栄インテック　株式会社76

２　営業

身の回り品卸売業株式会社　ハーモニープロダクツ85
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

93 サンシード株式会社
情報処理・提供サー
ビス業

ＩＴアシスタント（事務サポート） 13080-143688 2 3年以内

94 株式会社　ニュートラストワン 保険サービス業 営業事務 13110-26488 2 2年以内

95 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 事務（一般職） 13060-186188 3 3年以内

96 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 営業事務 13080-191788 4 3年以内

98 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年以内

99 富士エレックス　株式会社 電気機械器具卸売業 経理事務／東京本社 13010-10898 1 3年以内

100 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

事務職（総務・経理または営業管
理）

13160-73688 2 3年以内

101 Ｃ－ＨＲＣ　株式会社 ソフトウェア業 ＳＥサポート／サポート事務 13040-161688 2 5年以内

102 一般財団法人　博慈会 病院 医療事務 13110-37588 3 5年以内

103 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業 施設事務職（介護業務含む） 13080-90088 20 3年以内

109 ムラカワ　株式会社
その他の飲食料品小
売業

受注事務 13090-3398 1 3年以内

38 株式会社　テレコメディア
他に分類されない事
業サービス業

（一般職）通販コールセンター業務
／携帯端末販売店舗業務

13090-443388 10 3年以内

43 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年以内

44 ブルームヒアリング　株式会社
他に分類されない小
売業

補聴器アドバイザー（販売） 13120-67988 5 3年以内

67 関東三菱自動車販売　株式会社 自動車小売業 店舗事務職（ショップスタッフ） 13070-322888 3 3年以内

85 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 販売職／新宿区・豊島区・中央区 13030-58088 6 3年以内

86 ナビオコンピュータ　株式会社　　東京本社 ソフトウェア業 一般事務・ＩＴサポート・ヘルプデスク 13010-386088 15 3年以内

88 株式会社　和僑
他に分類されない小
売業

店舗運営・販売
（一般職）

14090-131588 10 5年以内

94 株式会社　ニュートラストワン 保険サービス業 保険ショップの店員 13110-27088 2 2年以内

110 株式会社　三徳 各種食料品小売業 販売・製造販売 13080-489088 30 3年以内

113 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

114 株式会社　京橋千疋屋 野菜・果実小売業 店舗スタッフ（販売・接客・調理） 13010-1239988 5 1年以内

1 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年以内

2 協和情報開発　株式会社
その他の専門サービ
ス業

システムエンジニア・基盤構築
（単身用社宅あり）

13090-95588 5 3年以内

3 アドバンテック　株式会社 電気機械器具卸売業
フィールド・アプリケーション・エンジ
ニア

13030-215488 2 3年以内

4 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年以内

システムエンジニア 13010-359988 15 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-360088 15 3年以内

7 株式会社　アイエスアール
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 13040-602588 5 3年以内

8 フューチャー・アンティークス　株式会社
情報処理・提供サー
ビス業

プログラマー 13070-188288 5 3年以内

9 日本電算企画　　株式会社
情報処理・提供サー
ビス業

システムエンジニア 13040-396888 5 3年以内

10 ケイレックス・テクノロジー　株式会社
情報処理・提供サー
ビス業

システムエンジニア 13010-665388 2 3年以内

開発エンジニア
（プログラマー）

13040-109288 4 3年以内

インフラ（サーバ・ネットワーク）エン
ジニア

13040-110688 3 3年以内

運用エンジニア 13040-111988 3 3年以内

12 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 3 5年以内

13 サービス＆セキュリティ　株式会社　東京支社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13040-616488 10 5年以内

14 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

プログラマー 13030-71688 3 3年以内

ネットワークエンジニア 13030-72988 2 3年以内

16 株式会社　アイネット ソフトウェア業 システムエンジニア 13010-842088 10 3年以内

システム開発エンジニア（開発） 13070-242288 4 3年以内

システム開発アシスタント 13070-243588 4 3年以内

18 株式会社　システムファクトリ ソフトウェア業 ＳＥ、プログラマ 13010-425188 5 3年以内

19 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

３　事務

５　ＩＣＴ系

ソフトウェア業

４　接客・販売

アクモス　株式会社5

株式会社　ウェブスター17

株式会社　ティエスイー11

株式会社　セル

ソフトウェア業

ソフトウェア業

ソフトウェア業15

募集終了につき参加辞退
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

21 フィット産業　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア／プログラマー 13010-922088 7 3年以内

22 アイ・テー・シー　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13010-464388 10 3年以内

23 株式会社　エルティ ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13070-164888 2 3年以内

25 エム・デー・ビー株式会社 ソフトウェア業
プログラマ、ＳＥ、ネットワーク・サー
バエンジニア

13070-117688 15 5年以内

26 株式会社　アペックス ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ 13090-172088 5 5年以内

37 株式会社　ファイブドライブ
情報処理・提供サー
ビス業

セキュリティエンジニア 13010-479888 3 3年以内

45 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／Ｉ
Ｔサポート

13070-107888 3 3年以内

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年以内

プログラマー 13010-1228888 10 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-1227588 10 3年以内

システムエンジニア 13080-272688 14 3年以内

インフラエンジニア 13080-271788 7 3年以内

49 株式会社　アイテクノ ソフトウェア業 エンジニア 13040-97888 5 2年以内

50 株式会社　システム・コミュニケート
情報処理・提供サー
ビス業

ＩＴエンジニア補助 13200-74688 2 5年以内

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

システム開発・プログラマ・Ｗｅｂエン
ジニア

13150-171188 3 3年以内

システムテストエンジニア 13150-177988 3 3年以内

グローバルヘルプデスクエンジニア 13150-172288 3 3年以内

52 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

53 情報システム監査　株式会社　東京本社 ソフトウェア業 ＩＴ技術者 13040-983788 4 3年以内

54 株式会社　テクノカルチャー ソフトウェア業
システムエンジニア（ＳＥ）
プログラマー（ＰＧ）

13090-554788 5 3年以内

55 株式会社　ゴーイング・ドットコム ソフトウェア業 プログラマー／システムエンジニア 13030-108688 5 3年以内

プログラマー 13080-218488 10 3年以内

システムエンジニア 13080-219088 10 3年以内

サーバーエンジニア 13080-220588 2 3年以内

ネットワークエンジニア 13080-221888 2 3年以内

85 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 Ｗｅｂクリエイター 13030-60888 2 3年以内

プログラマー・ＳＥ 13010-387188 20 3年以内

ＩＴシステム運用エンジニア 13010-385488 38 3年以内

システムエンジニア・プログラマ・シ
ステムマネージャー

13040-493788 20 3年以内

デザイン職 13040-498088 3 3年以内

92 株式会社　日本ビジネスデータープロセシングセンター
管理，補助的経済活
動を行う事業所

ＳＥ・インフラエンジニア・運用サ
ポート

28010-266888 10 3年以内

93 サンシード　株式会社
情報処理・提供サー
ビス業

サポートエンジニア 13080-688388 2 3年以内

システム運用エンジニア 13080-197188 4 3年以内

ネットワークエンジニア 13080-233488 4 3年以内

エンジニアアシスタント 13080-192688 4 3年以内

98 株式会社　ハンセン
情報処理・提供サー
ビス業

システムエンジニア 13040-147488 5 3年以内

101 Ｃ－ＨＲＣ　株式会社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13040-162988 2 5年以内

介護スタッフ／長寿リハビリセン
ター病院

13110-33488 6 5年以内

看護助手 13110-30688 5 5年以内

介護（看護）助手／長寿リハビリセ
ンター病院

13110-32388 8 5年以内

103 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業 介護職 13080-89988 50 3年以内

５　ＩＣＴ系

６　介護・福祉

ソフトウェア業

ソフトウェア業

ソフトウェア業

病院一般財団法人　博慈会102

ナビオコンピュータ　株式会社　　東京本社86

日本電算　株式会社89

株式会社　フォー・ジェイ96

高度情報通信　株式会社56

47

ソフトウェア業株式会社　ツリーベル

情報処理・提供サー
ビス業

48

株式会社　テイルウィンドシステム51

ソフトウェア業

ソフトウェア業日本テクノクラーツ　株式会社
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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
既卒者
の応募

保育士 31030-98888 2 3年以内

介護職員（葛飾） 31030-47288 5 3年以内

介護職員（西新井） 31030-48588 5 3年以内

介護職員（綾瀬） 31030-49888 5 3年以内

105 社会福祉法人　マザアス　マザアス日野 老人福祉・介護事業 介護職員 13146-195788 2 5年以内

106 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

27 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年以内

技術エンジニア 13040-373688 2 3年以内

製造（環境プラント装置等） 13040-372788 2 3年以内

プラントエンジニア 13040-370588 2 3年以内

不動産事業（開発・販売） 13080-100788 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-102988 2 3年以内

34 東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ　株式会社
機械器具小売業（自
動車，自転車を除く）

ガス機器の点検・取付・修理・提案
など

13030-39988 4 3年以内

36 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業
建設コンサルタント業（発注者支援
業務等）

13110-4588 4 3年以内

57 芝工業　株式会社
管工事業（さく井工事
業を除く）

施工管理 13080-46788 5 3年以内

商品開発 13090-85188 2 3年以内

生産技術 13090-87588 2 3年以内

63 産業リーシング　株式会社
産業用機械器具賃貸
業

タワークレーン施工管理・組立・技
術補助・クレーン運転等

13010-422388 1 3年以内

73 日本電化工機　株式会社
民生用電気機械器具
製造業

営業技術 13070-549288 1 3年以内

開発設計 13040-512188 1 3年以内

生産技術 13040-511088 1 3年以内

75 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 製造職 13060-76688 1 3年以内

76 日栄インテック　株式会社
暖房・調理等装置，配
管工事用附属品製造
業

製造 13110-129988 1 3年以内

77 株式会社　三工社
通信機械器具・同関
連機械器具製造業

技術職 13070-172888 3 否

81 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年以内

83 株式会社　トーショー　本社
その他のはん用機
械・同部分品製造業

フィールド・サービス
エンジニア

13060-258288 3 3年以内

施工管理エンジニア 13080-52588 5 2年以内

サービスエンジニア 13080-51288 5 2年以内

85 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 企画 13030-330188 1 3年以内

100 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

商品管理 13090-187988 2 3年以内

輸入チーズ加工職　製造 13090-186688 4 3年以内

輸入関係業務（購買部） 13090-7598 2 3年以内

115 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

116 株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業
セキュリティ〈空港保安／施設常駐
警備　他〉

11050-27888 30 3年以内

６　介護・福祉

７　専門職・そ
の他

建物売買業，土地売
買業

株式会社　グッドコムアセット31

電子計算機・同附属
装置製造業

山下システムズ　株式会社74

その他の設備工事業三協工業　株式会社30

時計・同部分品製造
業

株式会社　昭工舎61

84 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業

その他の飲食料品小
売業

ムラカワ　株式会社109

老人福祉・介護事業社会福祉法人　敬仁会104
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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

既卒者
の応募

５　ＩＣＴ系 1

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年以内

５　ＩＣＴ系 2

協和情報開発　株式会
社
(その他の専門サービス
業)
1309-407289-3

システムエンジニア・
基盤構築
（単身用社宅あり）
13090-95588

当社は、大手メーカーや金融企業を中心に大規模なプログラムの開発やサーバー
の設計・構築・運用・保守ととても幅広い業務を行っている会社です。当社が関るシ
ステムは、誰もが使ったことがあり、とても公共性が高いのが特徴です。それゆえ、
多くの人に使用され人の役に立っているという充実感のある仕事です。未経験の方
でも一から教える研修制度があるのでご安心ください。＊社内イベント多数でアット
ホームな雰囲気の会社です。＊ライフワークバランスを重視し、メリハリのある働き
方を推奨しています。

5 大学院、大学、
短大、専門卒
（学部、学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 3

アドバンテック　株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1303-616482-2

営業
13030-214388

インテリジェント・プラネットの実現に向けて、ＩｏＴ導入に係わるソリューション・製品
の提案を行います。具体的には
・アドバンテック製品の売上拡大、売上目標の達成
・既存の得意先へのアドバンテック製品・ソリューション販売
・業騎特徴に合わせたＰＣベースシステムの販売
・新規代理店の開拓　・ＯＥＭ／ＯＤＭの要件開発
・お客様からの価格・納期・製品に関する問合せ対応

2 大学院卒・大卒 ＴＯＥＩＣ６００点
以上

3年以内

５　ＩＣＴ系 3

アドバンテック　株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1303-616482-2

フィールド・アプリケー
ション・エンジニア
13030-215488

お客様や社員からの技術的問い合わせに対応し、産業用ＰＣを用いたビジネス支
援を行います。
具体的には
・お客様からの技術的問い合せ対応　・案件開発のための技術対応・営業同行
・製品提案書の作成、およびプレゼンテーション
・お客様と本社開発者とのインターフェイス
・精算部門、修理部門に対する技術支援　・不具合解析および報告書作成

2 大学院卒・大卒
以上
（理工系学部卒
が望ましい）

ＴＯＥＩＣ６００点
以上

3年以内

５　ＩＣＴ系 4

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、財務会計＊人事をはじめ各分野の講習など、
充実した研修制度あり（約半年間）。

10 大学・大学院卒 不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 5

アクモス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-547212-4

システムエンジニア
13010-359988

◇コンピュータソフトウェアの開発・設計業務
※大手メーカー、官公庁向けの制御系、情報系等のシステムを、プロジェクトメン
バーの一員として作業する仕事です。尚、２ヶ月間のＩＴ技術研修受講後は、２年間
に亘りＯＪＴ期間となります。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 5

アクモス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-547212-4

ネットワークエンジニ
ア
13010-360088

◇ネットワークシステムの運用・構築・保守
※大手メーカー、官公庁向けのサーバ構築・運用・保守業務を当社プロジェクトメン
バーの一員として参画する仕事です。尚、２ヶ月間のＩＴ技術研修受講後は、２年間
に亘りＯＪＴ期間となります。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

１　総合職 6

株式会社　ヤシマ・エ
コ・システム
(その他の専門サービス
業)
1311-312698-3

総合職（設計・現場施
工管理）
13110-47788

オフィスビル、工場、商業施設などの空調設備、冷凍冷却設備機器及び空気圧縮
機、ポンプ、クレーンホイスト等産業機器関連の設計・施工。

1 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 6

株式会社　ヤシマ・エ
コ・システム
(その他の専門サービス
業)
1311-312698-3

総合職（営業）
13110-48688

オフィスビル、工場、商業施設などの空調設備、冷凍冷却設備機器及び空気圧縮
機、ポンプ、クレーンホイスト等産業機器関連のメンテナンス保守契約、及び機器
のリニューアルの提案営業活動等。

1 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 6

株式会社　ヤシマ・エ
コ・システム
(その他の専門サービス
業)
1311-312698-3

総合職（機械保守作
業）
13110-46888

オフィスビル、工場、商業施設などの空調設備、冷凍冷却設備機器及び空気圧縮
機、ポンプ、クレーンホイスト等産業機器関連のメンテナンス業務。

1 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

５　ＩＣＴ系 7

株式会社　アイエス
アール
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-656109-2

システムエンジニア・
プログラマ
13040-602588

メイン業務は、お客様の課題や改善ポイントを解決するためのシステム開発です。
入社後３か月しっかりと社内研修を行います。現場はお客様先が中心で大手企業
との直契約が多い為、業務知識をしっかりとつけることができる環境です。
【仕事の内容】販売・生産管理・物流・人事などの各種システム開発①大手生鮮食
品企業の販売・生産・物流システムの提案・開発・運用・保守②某民放局の経理収
支・勤怠管理・営業放送（ＣＭ）システムの運用・保守③大手スポーツ系アパレル
メーカーの在庫管理・受注システムの運用、ＥＣサイトの価格設定システムの導入

5 大学院・大学・
短大・高専・専
門学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 8

フューチャー・アン
ティークス　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1307-650319-6

プログラマー
13070-188288

Ｗｅｂサイト、スマートフォンアプリ、業務系アプリケーション等の開発に携わって頂
きます。将来的にＩＴエンジニアを目指して頂きます。
※入社後、約２ヶ月間のＯＪＴによる研修期間有り

5 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 9

日本電算企画　　株式
会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-235495-5

システムエンジニア
13040-396888

システム開発・設計
弊社では開発工程を全て請け負っているため、実務を通してＳＥとしてのスキルを
伸ばすことが可能です。
・要件定義（お客様とのシステム仕様ご相談）
・設計　・プログラミング　・テスト
・運用、支援（開発システムの監視、メンテナンス）

5 大学卒又は大
学院卒業

不問 3年以内
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５　ＩＣＴ系 10

ケイレックス・テクノロ
ジー　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-576499-5

システムエンジニア
13010-665388

以下のシステム開発業務に従事していただきます。
（元請形式の受託開発）
○ＰＬＭ（Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｌｙｆｅｃｙｃｌｅ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ）関連のシステム開発
○画像処理システムのソフトウェア開発（大学との共同開発を含む、主に医療分野
と半導体製造装置分野）
また、一部応募者には、自社製品（ソフトウエア製品）でクラウドセキュリティ関連に
従事していただきます。※研修をしっかり致しますので、安心して応募下さい。

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 11

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

開発エンジニア
（プログラマー）
13040-109288

◎新人向け研修は、基礎から３ヶ月間実施します。実力のある方にはスキルに
合った研修を検討します。
◎主にアプリケーション・ソフトウエアの設計・製造を行います。
※言語はＪａｖａ・ＰＨＰ・Ｃ・Ｃ＃、ＤＢはＯｒａｃｌｅ・ＭｙＳＱＬといった開発環境です。
◎早い段階から上流工程を経験することも可能です。
◎文理を問わずＩＴ業界で活躍して頂く為に、「技術力・ヒューマンスキル・業務能
力」からなる教育プログラムを受けられます。

4 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 11

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

インフラ（サーバ・ネッ
トワーク）エンジニア
13040-110688

◎新人向け研修は、基礎から３ヶ月間実施します。実力のある方にはスキルに
合った研修を検討します。
◎主にシステムのインフラ側（ハードウェア・ネットワーク）の設計と構築を行いま
す。サーバやパソコン導入からセッティングまでを行い、保守や運用監視まで様々
な面からお客様のお手伝いをいたします。
◎文理を問わずＩＴ業界で活躍して頂く為に、「技術力・ヒューマンスキル・業務能
力」からなる教育プログラムを受けられます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 11

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

運用エンジニア
13040-111988

◎新人向け研修は、基礎から３ヶ月間実施します。実力のある方にはスキルに
合った研修を検討します。
◎仕事内容としては、業務系システムやネットワーク、サーバ、クライアント端末の
オペレーション業務を担当します。※オペレーション業務とは、システム入力やクラ
イアント端末管理、ヘルプデスク、障害対応、ＰＣ操作説明、電話・メール対応など
様々なことを行います。◎お客様と接する機会が多いので、コミュニケーションをと
るのが好きな方で、ＩＴ技術を身に付けたい方向けの仕事です。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 12

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）

3 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年以内

５　ＩＣＴ系 13

サービス＆セキュリティ
株式会社　東京支社
(ソフトウェア業)
1304-653361-4

ＩＴエンジニア
13040-616488

コンピューターシステムの企画・分析開発及び運用保守セキュリティ監視サービス
等、情報処理サービス全般
・システム運用管理
・システム開発
・インフラ構築
・情報セキュリティ

10 大学院、大学、
短大、高専、専
門学校卒

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 14

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 15

株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

プログラマー
13030-71688

設計書をもとにプログラミング及びテスト等を行う業務。
設計書をもとにシステムを作成したり、そのシステムが設計書通り作成されている
かをテストする業務。

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 15

株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

ネットワークエンジニ
ア
13030-72988

ＬＡＮ構築やＬＡＮ設計、ＬＡＮ環境の監視などの業務。
ネットワークシステムの設計書を作成し、その設計書から構築し、また、その構築さ
れた環境に問題がないかを監視するなどのネットワークのシステムをつくる業務で
す。

2 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 16

株式会社アイネット
(ソフトウェア業)
1301-549978-4

営業
13010-843188

＊御客様を含む外部との営業交渉。（主にルート営業）
＊営業に係る事務作業全般。（契約、月次請求）
＊社内における関係部署間の調整。
＊要員の調達。
※営業部は本部長、部長を含めて５名です。各現場とコミュニケーションを取りなが
らの業務になります。

1 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 16

株式会社　アイネット
(ソフトウェア業)
1301-549978-4

システムエンジニア
13010-842088

＊御客様の情報システムにおけるプログラムの設計・開発・保守
＊各種資料作成
＊御客様への提案や折衝の実施
※入社後、２ヶ月間の研修を実施します。また、研修終了後は、ＯＪＴを行い、研修
で得た知識を仕事に活かす方法を学んでいただきます。
※理系・文系不問　※仕事はチームで行います。

10 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 17

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

５　ＩＣＴ系 17

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
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５　ＩＣＴ系 17

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 18

株式会社　システムファ
クトリ
(ソフトウェア業)
1301-516408-6

ＳＥ、プログラマ
13010-425188

ソフトウェア開発　Ｗｅｂ系アプリケーションの開発（ＪＡＶＡ　．ＮＥＴ　ＨＴＭＬ　Ｃ言語
等）汎用系システムの開発（ＣＯＢＯＬ　ＰＬ／Ｉ　ＡＳＭ言語等）
プログラミング　ＳＥ作業　ネットワークエンジニア作業
未経験者の方は一から教えます。「手に職」持ちたい方、お越し下さい。最初はチー
ムで社内教育３ヶ月（特記事項参照）、次はチームで現場作業。文系出身者も活躍
しています。取引先は銀行、証券、公官庁等大手が多数となります。

5 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 19

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

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・Ｗｅ
ｂ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
※入社後、適性を判断し試用期間後に配属となります。

10 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 21

フィット産業　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-230098-9

システムエンジニア
／プログラマー
13010-922088

・各種コンピュータ利用のシステムの設計・開発～プロジェクト管理、システムの運
用
　プログラム言語は、Ｃ言語、Ｊａｖａ等
　データベースは、オラクル、ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ等

7 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
（工学部・理工
学部・情報関連
学部尚可）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 22

アイ・テー・シー　株式
会社
(ソフトウェア業)
1301-663756-7

システムエンジニア・
プログラマー
13010-464388

情報通信、組み込みを中心とした制御系システムの開発をする仕事です。達成感
と充実感の両方が実感できる業務です。履修学科が違っても研修制度が有ります
ので、システム設計技法を一から学習でき、仕事をしながら資格をを取得する事も
可能です。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
門学校卒
（履修科目不
問）

不問 3年以内
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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

既卒者
の応募

５　ＩＣＴ系 23

株式会社　エルティ
(ソフトウェア業)
1307-344732-1

システムエンジニア・
プログラマ
13070-164888

入社後、２ヶ月間は自社独自の新人研修プログラムを受講し、社会人としてのマ
ナーやシステムエンジニア・プログラマとしての基礎知識・技術を習得してもらいま
す。新人研修終了後は、本人の適性・希望に合わせたプロジェクトに入り、実務を
経験しながら、１年間のＯＪＴ研修を実施します。実際の業務システムを使用しなが
らの研修を行うことで、色々な経験をし、スキルアップできます。文系・理系出身を
問わず、新人研修を通じて基礎知識・技術を習得できます。

2 専門・短大・高
専・大学・大学
院卒

不問 3年以内

１　総合職 24

株式会社　ビット・エイ
(ソフトウェア業)
1507-503366-3

総合職（地域限定社
員：東京）
15070-24988

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

5 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 25

エム・デー・ビー株式会
社
(ソフトウェア業)
1307-641402-7

プログラマ、ＳＥ、ネッ
トワーク・サーバエン
ジニア
13070-117688

・ビジネスソリューションシステム開発支援
・ネットワーク設計・構築・運用・保守
・アプリ開発等
職種は技術職ですが、資格・プログラム経験等、問いません。入社後、コンピュータ
の基礎・プログラミング・ビジネスマナーを２～３ヶ月間学んでいたただきます。その
後、適性を見て職種を決定していきます。

15 専修学校、高
専、短大、大学
卒以上

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 26

株式会社　アペックス
(ソフトウェア業)
1309-409244-1

ＳＥ・プログラマ
13090-172088

コンピュータソフトウェアの製造・導入
コンピュータシステムの運用・監視
ユーザーテスト支援

5 大学・専修学校
卒
情報処理関連
の科目（必須で
はありません）

基本情報技術
者ＩＴパスポート
（必須ではあり
ません）

5年以内

７　専門
職・その他

27

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年以内

２　営業 28

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

ルート営業
13040-1042688

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

1 大学
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

１　総合職 29

旭興　株式会社
(家具・建具・じゅう器等
卸売業)
2702-435373-8

総合職
27020-250288

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

2 大学院卒・大学
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 30

三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

営業
13040-371888

さく井／水源施設、上下水道施設、水処理施設、脱臭・排ガス処理施設など「水と
空気」に関わる自社製品等の提案営業が主な仕事内容になります。（主な営業担
当業務）＊上下水道施設工事、電気・計装設備、自家発電設備工事＊脱臭・排ガ
ス処理設備などの環境エンジニアリング＊上水道用の水源井戸工事＊上記に関
わる自社製品（主な客先）地方自治体、大手民間企業（食品・飲料・製薬メーカー
等）※担当業務および客先は、配属部署により異なりますが、営業担当としてお客
様のニーズを的確に把握し、技術部門と連携を取りながら営業活動を行います。

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７　専門
職・その他

30

三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

技術エンジニア
13040-373688

地方自治体や大手民間工場の上下水道施設や水処理プラント、脱臭・排ガス処理
施設のシステムやこれに関わる付帯設備の新規／更新計画において、以下の業
務が主な仕事内容になります。
（１）現地調査（２）設計・積算業務（３）水質・ガスの試験や分析業務（４）試運転調
整※担当業務は配属部署により異なりますが、自分が携わった製品がカタチとな
り、新しい環境プラントとして世に送り出される、エンジニアとしてとてもやりがいの
ある業務です。

2 大学・短大・高
専・専修
（理工系学部が
望ましい）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７　専門
職・その他

30

三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

製造（環境プラント装
置等）
13040-372788

井戸の掘さく（さく井）に関わる機械・装置、および脱臭・排ガス処理装置等の製造
が主な仕事内容になります。その他、現地調査に赴いたり、製造した装置の搬入・
据え付けを行うことも重要な業務のひとつです。（主な担当業務）＊さく井機械、集
水スクリーン、水処理装置、液体サイクロン等の製造＊水処理プラントや脱臭・排
ガス処理装置の製造＊上記装置の搬入・据え付け作業※組立・製造だけで終わる
のではなく、完成・稼働まで一貫して携わることもあり、責任感と共に達成感も感じ
ることのできる業務です。

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７　専門
職・その他

30

三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

プラントエンジニア
13040-370588

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

2 大学・短大・高
専・専修
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 31

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年以内

１　総合職 31

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年以内
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２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

既卒者
の応募

２　営業 31

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年以内

３　事務 31

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年以内

７　専門
職・その他

31

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年以内

７　専門
職・その他

31

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年以内

１　総合職 32

栄和建物管理　株式会
社
(建物サービス業)
1304-7941-3

総合職
13040-400888

●オフィスビル・商業施設・医療関連施設等の管理業務全般（業務の進捗管理、ス
タッフのシフト管理、安全・衛生管理等）

3 大学
（学部学科不
問）

不問 3年以内

１　総合職 33

株式会社　シー・アイ・
シー
(建物サービス業)
1303-208612-0

環境総合職（クリーン
ドクター）
13030-157888

一言で言うと「害虫駆除」という仕事ですが、実は法律にも規定されている業務も有
り、誰かがやらなければならない仕事です。当社の特徴としては、法人契約を主体
としており、契約している建物（オフィスビル、飲食店、公共施設、食品工場等）に定
期的に訪問。ただ「駆除」をするということではなく、お客様とのコミュニケーションを
通じ対策を講じ、有害生物の発生をしない環境を維持「予防」することが私たちの
使命です。当然専門的なことも多く有りますが、入社時における知識はなくても大
丈夫です。入社後のＯＪＴにより習得して頂きます。

80 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3年以内

７　専門
職・その他

34

東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ
株式会社
(機械器具小売業（自動
車，自転車を除く）)
1303-621301-3

ガス機器の点検・取
付・修理・提案など
13030-39988

台東区、荒川区、墨田区の３エリアを担当。ガスに関する様々なサービスを取扱
い、お客さまの暮らしに豊かさを提供する会社です。担当業務は○お客さまの所へ
伺い、ガスを安心安全に使用するための点検とご案内○ガス機器の配達や取付作
業、リフォーム、工事の施工○お客さまのお申し出があった際、ガス機器の修理・
部品交換作業○商品の取替やリフォームのご提案、見積り作成や施工作業後のア
フターフォロー等。３ヶ月程度の社内研修と、東京ガスのトレーニングセンターを活
用した、独自の研修プログラムが受けられます。

4 大学・短大・専
修学校

・普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
入社までに取
得すれば可
・ＰＣの基本的
な入力

3年以内

１　総合職 35

成幸利根　株式会社
(土木工事業（舗装工事
業を除く）)
1301-649642-4

施工管理職（総合職）
13010-122688

全国の大規模地下（基礎）工事現場の安全・品質・工程・原価をトータル管理し一つ
の現場を完成させる仕事です具体的な業務内容は、次のとおりです・大きな声での
指差呼称で現場内の安全確認・毎日の出来高（現場の進捗状況）を把握し日報を
作成・お客様との打合せ（施工品質を確認しお客様や会社に報告等）・社員や協力
会社社員に対する仕事の指示
＜仕事の魅力＞★誰もが知る有名な建設事業に携わる事が出来る、人に誇れる
仕事です★一つの現場を完成させた時に仲間と味わう達成感は格別です

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

不問 3年以内

１　総合職 35

成幸利根　株式会社
(土木工事業（舗装工事
業を除く）)
1301-649642-4

ルート営業職（総合
職）
13010-124388

ゼネコンなど、主として既存の大手顧客への営業です具体的な業務内容は、次の
とおりです・工事案件（高層ビル、鉄道等大規模物件中心）の情報収集・施工方法
（最適工法）の提案と見積書作成から提出・工事の進捗状況に応じた売上の請求と
回収※営業職に就く前に１年程工事現場業務を経験して頂きます
＜仕事の魅力＞★歴史（地図）に残る誰もが知る工事を受注し、その工事が完成し
た時の喜びは格別です★お客様から「ありがとう」と労いの言葉をかけて頂いた時
に喜びを感じます

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

不問 3年以内

１　総合職 35

成幸利根　株式会社
(土木工事業（舗装工事
業を除く）)
1301-649642-4

建設機械整備職（総
合職）
13010-123988

特殊掘削機械及び関係機材を千葉と奈良にある自社機材センターで整備、修理、
保安メンテナンスする仕事です（当社は自社保有の特殊掘削機械で基礎工事を
行っています）具体的な業務内容は、次のとおりです。・機械の走行体（クロー
ラー）、油圧機器、エンジン部、電動モーターなどを検査点検し、不具合箇所があれ
ば部品手配から修理整備全般を行って頂きます※整備職に就く前に１年程工事現
場業務を経験して頂きます＜仕事の魅力＞★機械整備は、会社の機械全てを管
理する責任のある仕事であると同時に大変やりがいのある仕事です

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

不問 3年以内

７　専門
職・その他

36

ホクト・エンジニアリング
株式会社
(土木建築サービス業)
1311-306492-3

建設コンサルタント業
（発注者支援業務等）
13110-4588

専門の技術者（※１）として、役所への技術的なサポート（発注者支援業務）を行っ
ています。サポートしている業務には、工事監督業務・積算技術業務・許認可審査
適正化業務・調査設計資料作成業務などがあります。（※１）専門の技術者とは、
技術的なサポートをするために必要な経験と資格を有する『エンジニア』のことをい
います。主な資格としては、技術士・建築士・土木施工管理技士・測量士などがあり
ます。学部・学科問わず募集し、入社後の社内研修や勉強会に参加してもらいなが
ら、スキルアップを図っており安心して働けます。

4 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
入社後取得可

3年以内

５　ＩＣＴ系 37

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

セキュリティエンジニ
ア
13010-479888

＊技術部にて、セキュリティエンジニアとして診断業務を担当していただきます。・Ｗ
ｅｂアプリケーション脆弱性診断：Ｗｅｂアプリケーションに対してセキュリティ診断を
実施し、Ｗｅｂアプリケーション特有の脆弱性洗い出しを行います。・ネットワーク脆
弱性診断：サーバー・ソフトウェアなどのネットワーク機器に対してセキュリティ診断
を実施し、脆弱性の存在確認を行います。・診断結果に基づいて、専門的見地から
評価・対策提案を行います。＊まずは２～３人のチームに入っていただき、セキュリ
ティ診断に必要な知識や専門的な技術を身につけていただきます。

3 大学院・大学・
短大・高専卒
（学部、学科不
問）

不問 3年以内

１　総合職 38

株式会社　テレコメディ
ア
(他に分類されない事業
サービス業)
1309-415709-1

（総合職）通販コール
センター業務／携帯
端末販売店舗業務
13090-209688

【総合職】は、コールセンター業務、モバイル端末の販売や企画提案、管理本部、
営業等、会社の各セクションでの業務に精通したゼネラリストとして活躍していく方
の職種です。＜コールセンターの企画・運営業務全般＞コールセンター業務の運
営・企画提案・スタッフ管理・収支管理・人材育成など、全体的に包括した運営業務
に携われます。＜携帯端末の店舗企画・運営業務全般＞店舗全体の業務運営・企
画提案・スタッフ管理・収支管理・人材育成・集客イベント・店舗ディスプレイの運営
業務に携われます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修
（学部・学科不
問）

不問 3年以内
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４　接客・
販売

38

株式会社　テレコメディ
ア
(他に分類されない事業
サービス業)
1309-415709-1

（一般職）通販コール
センター業務／携帯
端末販売店舗業務
13090-443388

【一般職】は、入社後に希望し配属された各セクションでの業務を極め、配属先の
職務のスペシャリストとして活躍していく方の職務です。＜コールセンターの企画・
運営業務全般＞コールセンター業務の運営・企画提案・スタッフ管理・収支管理・人
材育成など、全体的に包括した運営業務に携われます。＜携帯端末の店舗企画・
運営業務全般＞店舗全体の業務運営・企画提案・スタッフ管理・収支管理・人材育
成・集客イベント・店舗ディスプレイの運営業務に携われます。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 39

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年以内

１　総合職 40

アイシーエクスプレス
株式会社
(一般貨物自動車運送
業)
1306-211045-0

総合職
13060-133488

○物流サービス全般の営業職または事務
○データプリントサービスのソリューション営業または営業事務
○現場スタッフの業務管理（リーダー候補）
※営業は既存のお客様担当となるため、飛び込みではありません。

3 大学院卒・大卒 不問 3年以内

１　総合職 41

中越運送株式会社　東
京支社
(一般貨物自動車運送
業)
1311-302728-9

総合職（企画営業、
貿易事務、ＳＥ、管理
部門）
13110-20588

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

15 大学卒以上
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 42

日本船舶薬品　株式会
社
(医薬品・化粧品小売
業)
1401-613572-4

営業部員（横浜支店）
14010-491588

ストレッチャー、酸素吸入装置、ＡＥＤなど救急車に搭載する製品のルートセール
ス。また、災害医療に対しての医療資器材を官公庁や災害拠点病院等へ提案しま
す。横浜支店のエリアは神奈川県、静岡県、山梨県、長野県で、社用車での営業と
なります。営業以外に、販売をしたストレッチャーの簡単な修理も行います。

1 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 42

日本船舶薬品　株式会
社
(医薬品・化粧品小売
業)
1401-613572-4

営業部員（東京支店）
14010-494688

ストレッチャー、酸素吸入装置、ＡＥＤなど救急車に搭載する製品のルートセール
ス。また、災害医療に対しての医療資器材を官公庁や災害拠点病院等へ提案しま
す。東京支店のエリアは東京都、千葉県、茨城県で、社用車での営業となります。
営業以外に、販売をしたストレッチャーの簡単な修理も行います。

1 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

４　接客・
販売

43

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年以内

４　接客・
販売

44

ブルームヒアリング　株
式会社
(他に分類されない小売
業)
1312-516673-1

補聴器アドバイザー
（販売）
13120-67988

・補聴器の販売、調整、販売管理等・広告、インターネット、ホームページで当社を
知った方やご家族・ご友人の口コミ、病院からの紹介でご来店されたお客様の聞こ
えに関する悩みをじっくりとカウンセリングし、測定、最適機器のご提案をします。
・充実の研修プログラムで専門性も高いスキルが身につきます。
・病院や医師との連携、営業に関わる分野も拡大中です。

5 大学院・大学・
短大・専修学校
※言語聴覚士
は歓迎

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 45

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 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年以内

５　ＩＣＴ系 47

日本テクノクラーツ　株
式会社
(ソフトウェア業)
1301-580765-6

プログラマー
13010-1228888

◇ソフトウェアのプログラミング及び評価・テスト
　プログラミングを行ったり、作成したソフトがきちんと動くかどうかの確認を行うお
仕事です。不具合を発見し修正を行っていきます。
〈経験を積んだら・・・〉＊Ｗｅｂサイトの構築やアプリ開発＊スマホアプリ開発

10 大学・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 47

日本テクノクラーツ　株
式会社
(ソフトウェア業)
1301-580765-6

ネットワークエンジニ
ア
13010-1227588

◇サーバの運用監視業務
　サーバやネットワークの動作状況が正常に機能するように運用するお仕事です。
◇ヘルプデスク業務
　パソコンやルーターなどのネットワーク機器のセットアップや、不具合対応などを
行います。Ｏｆｆｉｃｅソフトを使用した資料作成を行う場合があります。
〈経験を積んだら・・・〉＊ネットワークシステムの基本設計＊ネットワーク管理及び
構築

10 大学・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 48

株式会社　ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

営業
13080-270888

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

4 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3年以内

募集終了につき参加辞退
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５　ＩＣＴ系 48

株式会社　ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

システムエンジニア
13080-272688

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

14 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 48

株式会社　ツリーベル
(ソフトウェア業)
1308-434190-3

インフラエンジニア
13080-271788

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

7 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 49

株式会社　アイテクノ
(ソフトウェア業)
1304-241997-9

エンジニア
13040-97888

ネットワークの設計・構築・運用・保守
サーバーの設計・構築・運用・保守
ヘルプデスク業務
ソフトウエア開発
その他

5 大学院（修
士）、大学、短
期大学高等専
門学校、各種
専修学校、能
力開発大学校
（専門課程）、
職業訓練校（二
年制普通課程）

ＣＣＮＡ、ＬＰＩＣ
Ｌｅｖｅｌ１、基本
情報取得が望
ましい。なくても
取得意欲が高
く、現在勉強中
の方であれば
歓迎。

2年以内

５　ＩＣＴ系 50

株式会社　システム・コ
ミュニケート
(情報処理・提供サービ
ス業)
1320-7537-5

ＩＴエンジニア補助
13200-74688

ＩＴエンジニア補助業務
進捗管理補佐（技術者の進捗管理集計等）
書類チェック（仕様書ドキュメントチェック等）
開発補助（簡単なシステムテスト等）
システム環境構築（ＯＳやソフトのインストール、データ入力等）
※Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本操作ができる方※コミュニケーション能力の高い方で受け
身ではなく、自ら積極的に動いてくれる方

2 大学院卒、大
学卒、短大卒

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 51

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 51

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

システム開発・プログ
ラマ・Ｗｅｂエンジニア
13150-171188

システム開発・プログラマ
・オープン系言語を使用したシステム開発に係る業務全般。顧客への提案、各種ド
キュメント作成などを担当していただきます。
Ｗｅｂエンジニア
・ＨＴＭＬ・ＣＳＳ等を用いたＷｅｂサイト作成。ＥＣサイトの運営やＷｅｂディレクター業
務のお手伝いもしていただきます。

3 大学院・大学・
短大・専修学
校・能開校

情報処理資格
やＣＣＮＡ、ＬＰＩ
Ｃ等あれば尚
良し

3年以内

５　ＩＣＴ系 51

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

システムテストエンジ
ニア
13150-177988

自社製品である金融パッケージの品質管理テスト業務を担当していただきます。
・テストの設計、テスト実施　・システムの検証　・システム開発部へのバグ報告
ゆくゆくは開発プログラマーになれるよう教育制度充実しています！

3 大学院・大学・
短大・専修学
校・能開校

情報処理資格
やＣＣＮＡ、ＬＰＩ
Ｃ等あれば尚
良し

3年以内

５　ＩＣＴ系 51

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

グローバルヘルプデ
スクエンジニア
13150-172288

海外のシステムに不具合が起きたとき、間に立って簡単な復旧作業を行います。
・外資系企業向けのユーザーサポート業務
・海外からの問い合せ対応（メール・電話）
・翻訳、通訳・サーバやネットワークの運用、保守

3 大学院・大学・
短大・専修学
校・能開校
（文系・理系不
問）

情報処理資格
やＣＣＮＡ、ＬＰＩ
Ｃ等あれば尚
良し

3年以内

５　ＩＣＴ系 52

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、Ｕ
ＮＩＸ、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

５　ＩＣＴ系 53

情報システム監査　株
式会社　東京本社
(ソフトウェア業)
1304-245931-7

ＩＴ技術者
13040-983788

◎監査とコンサルティング（顧客の現状を踏まえた改善を目指して）・マネジメント監
査および技術監査の両立・監査結果に基づくコンサルティング
◎システム開発と運用（システムライフサイクルをお客様とともに）・多岐にわたる豊
富な開発・運用実績があります・開発から運用までシステムのライフサイクル全般
をサポート
◎教育と人財育成（組織と「人財」で活性化するため）・多様な内容の研修サービ
ス、教材開発、講師育成

4 ・大学院卒、大
学卒（学部・学
科不問）
・専門学校卒（Ｉ
Ｔ関連）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 54

株式会社　テクノカル
チャー
(ソフトウェア業)
1309-405641-9

システムエンジニア
（ＳＥ）
プログラマー（ＰＧ）
13090-554788

お客様のソフトウェアの設計から開発を行います。お客様のニーズをＩＴ化するため
に、お客様に最適な提案を行う。その能力を培うために入社後、研修プログラムが
組まれており、システム開発者として、システム設計・開発並びにシステム保守・運
用に携わります。＊常駐および受託形態でのシステム構築、開発、開発支援、運
用、維持、コンサルティング［ビジネス系システム、計測制御系システム、基幹業務
（ＥＲＰ系）システム］＊パッケージソフトウェアの開発及び販売※将来的にお客様
先での業務を行う可能性があります。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

・情報処理資格
者、保有者は
尚可
・日本語の読み
書きのできる方

3年以内

５　ＩＣＴ系 55

株式会社　ゴーイング・
ドットコム
(ソフトウェア業)
1303-617643-1

プログラマー／シス
テムエンジニア
13030-108688

＊業務システム開発に関するコンサルティング及び業務システムの設計、開発、運
用保守
＊スマートフォン、タブレット型端末向けアプリケーションの設計、開発、運用保守

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

５　ＩＣＴ系 56

高度情報通信　株式会
社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

プログラマー
13080-218488

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

10 大学院、大学、
短大、高専専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 56

高度情報通信　株式会
社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

システムエンジニア
13080-219088

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

10 大学院、大学、
短大、高専専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 56

高度情報通信　株式会
社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

サーバーエンジニア
13080-220588

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

2 大学院、大学、
短大、高専専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 56

高度情報通信　株式会
社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

ネットワークエンジニ
ア
13080-221888

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

2 大学院、大学、
短大、高専専
修学校

不問 3年以内

２　営業 57

芝工業　株式会社
(管工事業（さく井工事
業を除く）)
1308-104539-2

営業職（東京本店）
13080-546588

空気調和換気、給排水衛生、防火設備等の管工事業。
主要得意先に対する営業活動。（当社の技術力を活かした提案型営業）

1 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

2年以内

２　営業 57

芝工業　株式会社
(管工事業（さく井工事
業を除く）)
1308-104539-2

営業職（千葉本社）
13080-47688

空気調和換気、給排水衛生、防火設備等の管工事業。
主要得意先に対する営業活動。（当社の技術力を活かした提案型営業）

1 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

2年以内
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３　事務 57

芝工業　株式会社
(管工事業（さく井工事
業を除く）)
1308-104539-2

【女性限定求人：均等
法第８条該当】工事
事務
13080-45888

【女性のみの募集】（ポジティブアクション求人：雇用機会均等法に基づき、男女の
労働者数の差の解消のため、積極的に女性の採用を行うための求人です：均等法
第８条該当＜工事部：男性９８人、女性２人＞）
建設設備管工事（空気調和換気・給排水衛生・防災設備設計・施工・保守）の工事
現場事務所において、施工管理担当者をサポートして、施工図、工事関連の各種
書類作成及びそれに伴う打合せを行います。

2 大学、専門学
校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

７　専門
職・その他

57

芝工業　株式会社
(管工事業（さく井工事
業を除く）)
1308-104539-2

施工管理
13080-46788

建設設備管工事業
空気調和換気・給排水衛生・防災設備設計・施工・保守
施工管理とは現場代理人として「工程管理」「品質管理」「予算管理」「安全管理」等
を行います。

5 大学、専門学
校
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 58

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）

不問 3年以内

２　営業 59

西野産業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2703-43621-2

ルートセールス（東京
営業所）
27030-337988

■メール、ＦＡＸ、電話での注文及び問合せ対応
・物流センター在庫有→発注
・物流センター在庫無→メーカー問合せ（カタログを見ながら商品を選定）
■上記作業に慣れていただいてから先輩と一緒に営業担当する得意先を廻って頂
きます。
・注文伺い・注文品の納品・新案件の相談や、ご提案・新商品のＰＲ販売等
※徐々に仕事の流れや商品を覚えていただける環境です。

3 大学 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 59

西野産業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2703-43621-2

ルートセールス（横浜
営業所）
27030-338388

■メール、ＦＡＸ、電話での注文及び問合せ対応
・物流センター在庫有→発注
・物流センター在庫無→メーカー問合せ（カタログを見ながら商品を選定）
■上記作業に慣れていただいてから先輩と一緒に営業担当する得意先を廻って頂
きます。
・注文伺い・注文品の納品・新案件の相談や、ご提案・新商品のＰＲ販売等
※徐々に仕事の流れや商品を覚えていただける環境です。

3 大学 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 60

株式会社　ＮＤＴ
(産業機械器具卸売業)
1301-666949-1

海外営業
13010-1033288

●国内・海外から良質な中古建設機械を仕入れ、海外へ販売します。
●約３ヵ月の新人研修の後は、先輩トレーナー指導のもと、ＯＪＴにて貿易実務や
商品知識を取得していきます。
＊海外での新規事業に向けて、将来の幹部候補を積極採用します。＊語学力は仕
事を通して身につきます。

3 大学
（学部・学科不
問）

・普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定不可）
・語学力あれば
尚可

3年以内

７　専門
職・その他

61

株式会社　昭工舎
(時計・同部分品製造
業)
1309-632145-1

商品開発
13090-85188

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

2 大学卒
（理工系※建
築・土木系を除
く）

不問 3年以内

７　専門
職・その他

61

株式会社　昭工舎
(時計・同部分品製造
業)
1309-632145-1

生産技術
13090-87588

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

2 大学卒
（理工系※建
築・土木系を除
く）

不問 3年以内

２　営業 62

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

１　総合職 63

産業リーシング　株式
会社
(産業用機械器具賃貸
業)
1301-507677-5

総合職（営業）
13010-423488

【営業】１）建設会社へのタワークレーンのレンタル営業
２）見積書作成、契約書類等の作成（社内システム）
３）クレーンの設置計画、立案・提案・検討、官庁届出書作成
４）クレーンの組立・解体資料作成（ＣＡＤ・エクセル等）
５）当社工場でのタワークレーン試運転立合い等
６）建設現場でのタワークレーン設置作業の立合い等
７）当社システムを使用して社内業務

2 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得のこと

3年以内

７　専門
職・その他

63

産業リーシング　株式
会社
(産業用機械器具賃貸
業)
1301-507677-5

タワークレーン施工
管理・組立・技術補
助・クレーン運転等
13010-422388

＊タワークレーンの組立・解体補助、施工管理補助
＊タワークレーンの整備・修理・メンテナンス
＊タワークレーンの運転　※高所作業となります。
＊タワークレーンの設置計画（ＣＡＤ・エクセル等）
＊タワークレーンの組立・解体手順書作成等
＊就業場所に関しては、適性と希望に応じ決定します。

1 大学卒
（理系）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得のこと

3年以内
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１　総合職 64

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

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

３　事務 64

斉田電機産業　株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1304-215749-4

一般事務【千葉営業
所】
13040-20398

当社は、電設資材を販売している専門商社です。
＊営業のサポートとして、お客様からのご注文やお問い合わせの対応とそれに伴
う事務的な作業が主な仕事となります。
＊商品知識や商品の価格、流れを覚えていただきますが、習得するまでは、実践
を通じて先輩社員が親切丁寧にお教えします。

1 大学、短大、専
修学校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 65

株式会社　第一弘報社
(広告業)
1304-10111-3

広告営業
13040-166188

主に東京、神奈川、千葉、埼玉の鉄道、バス、私鉄交通広告の専門営業です。特
にバス車内放送広告は継続（ルート）８割、新規２割の安定媒体です。他に看板、
ポスター、ラッピング、ステッカー等も取扱っています。基本研修の後、同行営業、
日々のＯＪＴを行います。

1 大学卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 66

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年以内

４　接客・
販売

67

関東三菱自動車販売
株式会社
(自動車小売業)
1307-350796-2

店舗事務職（ショップ
スタッフ）
13070-322888

店舗庶務、経理（出納）処理業務
ショールーム対応（給茶、お出迎え等）
ショールームの飾りつけ（装飾、ＰＯＰ作成等）
※パソコンは社内専用システム使用。（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ使用できれば尚可）

3 大学院、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）。入社まで
に取得も可。

3年以内

１　総合職 68

ダンロップタイヤ中央
株式会社
(自動車卸売業)
1304-640086-4

総合職（営業・販売）
13040-523888

営業：法人営業（ルートセールス、新規顧客開拓）
販売：店舗業務全般（接客、作業、顧客管理、イベント企画・運営等）

10 大学院・大学・
短大・高専・専
門学校卒業

普通自動車免
許（除くＡＴ限
定）

3年以内

２　営業 69

蔵王産業　株式会社
(その他の機械器具卸
売業)
1313-409227-7

営業
13130-62088

環境クリーニング機器に関心のあるお客様に対して、実演を行った上で最も適した
機器の組合わせを提案し、使用方法・メンテナンス方法を指導するコンサルタント
営業です。

5 大学・短大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 70

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

総合職
13060-269888

○営業事務、総務人事事務○営業先での提案・企画等○携帯電話アンテナ工事
等○施工管理及びＣＡＤ設計業務※携帯電話アンテナ工事の総合マネジメント
事務業務（１）営業先との書類対応・総務人事全般の事務業務
営業業務（１）ビルオーナー様へ現況説明・新方式の利便性等提案（２）通信キャリ
アの今後の展開を紹介
調査業務（１）通信環境の現地調査（２）通信キャリアに最良の設備配置・改善提案
施工業務（１）業務指示や施工監督等（２）工事完成後の竣工図書作成

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 70

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○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等※主に携帯電話アンテナ工事の総合マネジメント
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）通信キャリアの今後の通信事業展開を紹介
調査業務（１）ビル施設等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）業務指示等（３）竣工図書作成

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 71

株式会社　東光
(他に分類されない卸売
業)
1304-250903-1

営業
13040-830988

お菓子屋さんを中心として食品業界全般に対してパッケージの企画・提案から販売
まで、トータルで行います。ルートセールス中心です。

1 大学卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 72

大和産業　株式会社
(他に分類されない卸売
業)
1304-649288-2

総合職（営業職、購
買職）
13040-655988

総合職（営業職または購買職）を募集します。
取り扱い商材１．自動車のメンテナンス部品　２．新車組付用照明部品　３．産業機
械用部品
［営業職］入社後１年程度は営業所にて、営業補佐及び倉庫業務を担当、その後、
地域ごとのお客様へルートセールスおよび新規開拓を行っていただきます。
［購買職］受注に合わせて仕入先への発注・納期調整を行っていただきます。仕入
先との密なコミュニケーションが大切になります。

3 大学、短大、専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内
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２　営業 73

日本電化工機　株式会
社
(民生用電気機械器具
製造業)
1307-350076-4

営業
13070-548188

当社は電熱機器、空調機、乾燥装置などを多品種小ロットで製作するほか、三菱
電機やダイキンなどのメーカー製エアコンの塗装・改造などを行っています。営業
の仕事としては商社などのお客様へのルートセールスが主となりますが、具体的な
業務としては顧客訪問、お客様や設計・製造との打合せ、見積、資料作成、伝票処
理などになります。

2 専修・高専・大
卒

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

７　専門
職・その他

73

日本電化工機　株式会
社
(民生用電気機械器具
製造業)
1307-350076-4

営業技術
13070-549288

当社では電熱機器、空調機、乾燥装置などを多品種小ロットで製作するほか三菱
電機や代金などのメーカー製エアコンの塗装・改造などを行っています。営業技術
の仕事としては営業からの依頼で電気ヒーター、空調機、熱交換器などの計算、部
品選定、ＣＡＤによる作図などを行っていただきます。また、顧客との打合せなどで
営業に同行いただく場合もあります。

1 大卒（理数）・高
専・専修学校

不問 3年以内

２　営業 74

山下システムズ　株式
会社
(電子計算機・同附属装
置製造業)
1304-250857-1

営業
13040-510488

産業用マザーボードの既存顧客への情報提供や製品の提案販売等 1 大学院・大学・
短大・高専

不問 3年以内

７　専門
職・その他

74

山下システムズ　株式
会社
(電子計算機・同附属装
置製造業)
1304-250857-1

開発設計
13040-512188

産業用マイクロコンピューターボードの回路設計、試作評価等 1 大学院・大学・
短大・高専
（工学部履修
者）

不問 3年以内

７　専門
職・その他

74

山下システムズ　株式
会社
(電子計算機・同附属装
置製造業)
1304-250857-1

生産技術
13040-511088

産業用マイクロコンピューターボードの生産プロセスの設計・改善、量産工場の維
持・改善等

1 大学院・大学・
短大・高専

不問 3年以内

２　営業 75

株式会社　フルハート
ジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

営業
13060-138888

○受注活動、納品業務等営業全般
○既存顧客の管理
○新規顧客開拓推進

1 大学卒・短大卒
・高専卒

普通自動車運
転免許証（ＡＴ
限定可）

3年以内

７　専門
職・その他

75

株式会社　フルハート
ジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

製造職
13060-76688

１　電子機器の配線組立、調整、検査
２　プリント基板の実装作業

1 大学卒・短大卒
・高専卒

普通自動車運
転免許証（ＡＴ
限定可）

3年以内

２　営業 76

日栄インテック　株式会
社
(暖房・調理等装置，配
管工事用附属品製造
業)
1311-302333-8

営業（つくば市）
13110-127788

ルート営業（既存のお取引先への営業）
提案営業（新商品のご案内）

1 大学卒・短大
卒・高専卒・専
修学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
あれば尚可

3年以内

２　営業 76

日栄インテック　株式会
社
(暖房・調理等装置，配
管工事用附属品製造
業)
1311-302333-8

営業（荒川区）
13110-128688

ルート営業（既存のお取引先への営業）
提案営業（新商品のご案内）
企画（市場調査し、新商品を企画）

1 大学卒・短大
卒・高専卒・専
修学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
あれば尚可

3年以内

７　専門
職・その他

76

日栄インテック　株式会
社
(暖房・調理等装置，配
管工事用附属品製造
業)
1311-302333-8

製造
13110-129988

組立作業（製品の組立・検査検品）
プレス作業（金型を取付けて、プレスで成型して製品を作る）
溶接作業（溶接を行うための前後の工程作業・溶接作業）

1 大学卒・短大
卒・高専卒・専
修学校卒

不問 3年以内

７　専門
職・その他

77

株式会社　三工社
(通信機械器具・同関連
機械器具製造業)
1307-100310-2

技術職
13070-172888

・鉄道信号保安装置、交通信号機、道路標識、ガス警報器、通信機器等の研究開
発、製造等。
・設計、試作、検証を行う。
自分が開発・設計したものが、駅構内や線路、道路に取り付けられ、交通や人々の
安全のために動いていることは、とてもやりがいと仕事への誇りとなります。

3 大学院・大学・
高専
（電気・電子工
学または機械
工学専攻）

不問 否

１　総合職 78

株式会社　清和光学製
作所
(光学機械器具・レンズ
製造業)
1308-202270-9

総合職（営業、製造、
設計、品質保証）
13080-658188

光学精密機器・装置機械等の製造メーカーです。当社の基幹社員として幅広い業
務を経験していただきます。
●営業部門（光学機器の販売促進活動、受注・顧客対応、製品提案等）
●製造部門（光学精密機器・装置機械等の組立・調整）
●設計部門（光学精密機器・装置機械等の設計）
●品質保証部門（製品検査・評価試験、技術書類作成、ＩＳＯ管理、内部監査）
＊営業は日常英会話や英語のメールのやり取りのできる方。

2 大学卒・大学院
卒
（理系・文系は
問いません）

不問 3年以内

２　営業 79

株式会社　第一エレクト
ロニクス
(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)
1311-103851-1

技術営業
13110-114088

○国内営業
＊ルート販売、新規顧客先開発（大手重電機メーカー）
＊入社後新入社員研修
＊初めは先輩と同行して得意先回り
＊車は先輩同行のもと、少しずつ運転に慣れてもらいます。

1 大学（理工系）
卒

普通自動車運
転免許／普通
乗用車（ＡＴ限
定可）

3年以内
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１　総合職 80

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）【営業部門】
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。
２）【管理部門】
総務・経理・人事といった会社の事務的な役割だけでなく、将来は経営サポート・企
画業務にも携わって頂きます。

5 高専・大学・大
学院卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
（必須）

3年以内

２　営業 81

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
（理系は優遇し
ます）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
優遇

3年以内

７　専門
職・その他

81

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年以内

２　営業 82

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

２　営業 83

株式会社　トーショー
本社
(その他のはん用機械・
同部分品製造業)
1306-10562-8

営業
13060-259588

・当社製品の医療調剤機器および医療調剤支援システム等を、ユーザー様となる
病院・調剤薬局に対し、企画・提案・販売する営業です。
・また、定期的にユーザー様へ訪問し、製品やシステムについてのサポートやメン
テナンスもおこなっていただきます。
・ほとんどの社員が業界未経験で入社しています。あなたの学ぶ意欲さえあれば業
界・職種は未経験でも大丈夫です。
・コミュニケーションをとることが好きな方に向いている職種です。

3 大卒 ・普通自動車運
転免許証（ＡＴ
限定可）

3年以内

７　専門
職・その他

83

株式会社　トーショー
本社
(その他のはん用機械・
同部分品製造業)
1306-10562-8

フィールド・サービス
エンジニア
13060-258288

・弊社製品（医療調剤機器、医療調剤支援システム）のメンテナンス（保守・修理）
・ユーザー様へのアフターフォローや、営業のサポートもおこなっていただきます。
・車やバイクなどの機械を触ること、パソコンが得意など、手先が器用な方に向いて
いる職種です。

3 大卒 ・普通自動車運
転免許証（ＡＴ
限定可）

3年以内

３　事務 84

株式会社　ワイ・ケイ・
ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

事務スタッフ
13080-689488

＊管理部門スタッフ：経理・財務・会計全般
＊データ分析スタッフ：室内の温湿度が快適であるかをエクセルグラフを活用して
判定する業務
※上記以外にお客様からの電話対応・簡単な書類作成・整理業務を含みます。

1 大学、短大、専
修学校（２年制
以上）

管理部門スタッ
フ：日商簿記３
級以上歓迎
データ分析ス
タッフ：エクセル
操作ができる
人歓迎

2年以内

７　専門
職・その他

84

株式会社　ワイ・ケイ・
ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

施工管理エンジニア
13080-52588

・設計、見積書作成、施工管理、コスト管理業務
・計装工事、セキュリティ工事、電気工事、水配管工事の実施工業務

5 大学、短大、高
専、専修学校

不問 2年以内

７　専門
職・その他

84

株式会社　ワイ・ケイ・
ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

サービスエンジニア
13080-51288

・オフィスビル、公共施設、工場などの空調用自動制御機器のメンテナンス及びトラ
ブル対応
・自動制御機器の更新提案
・省エネルギー及び室内快適性向上を目的とした制御改善提案
・制御機器の数値データの解析

5 大学、短大、高
専

不問 2年以内

３　事務 85

株式会社　ハーモニー
プロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

一般事務
13030-59188

・店舗管理業務（商品の出荷、売上、在庫管理等）
・電話応対
・その他付帯業務

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

３　事務 85

株式会社　ハーモニー
プロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

輸入事務
13030-335688

インポート商品の輸入に関する業務（納期や検品・支払いの業務）
その他付帯業務
＊英語でのメール・電話のやりとり有り

1 大学院・大学・
短大・専修学校

ＴＯＥＩＣ７００点
～もしくは同等

の英語力

3年以内

４　接客・
販売

85

株式会社　ハーモニー
プロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

販売職／新宿区・豊
島区・中央区
13030-58088

婦人靴の販売
売上管理、棚卸、ディスプレイ
※就業時間、残業等は配属先店舗によって異なります。

6 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 85

株式会社　ハーモニー
プロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

Ｗｅｂクリエイター
13030-60888

・システムの構築、運用管理、保守
・Ｗｅｂの構築、運用管理、保守（ＨＰやＥＣサイトなど）
・その他付帯業務

2 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内
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７　専門
職・その他

85

株式会社　ハーモニー
プロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

企画
13030-330188

自社ブランドの企画デザイン業務全般（仕様書作成、メーカーとの打ち合せ、商品
チェック、その他付帯業務等）

1 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

４　接客・
販売

86

ナビオコンピュータ　株
式会社　　東京本社
(ソフトウェア業)
1301-622189-2

一般事務・ＩＴサポー
ト・ヘルプデスク
13010-386088

ＰＣ作業を主体に伝票、各種書類の整理、資料作成、（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ使用）ファイリ
ング、データ分析・レポート作成、会議の準備・招集、スケジュール・作業進捗管
理、各種問い合わせに対する対応、窓口、電話・来客対応、簡易経理業務の業務
の内、いずれかの業務を行っていただきます。※スキルに応じてＩＴサポート、ヘル
プデスクなどに従事していただきます。※未経験でも問題ありません。

15 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 86

ナビオコンピュータ　株
式会社　　東京本社
(ソフトウェア業)
1301-622189-2

プログラマー・ＳＥ
13010-387188

＊オープン系を中心に金融、販売管理、医療など様々な業種のシステム開発に携
わって頂きます。
＊入社時の一般教育から、その後のＩＴの専門教育まで、充実した研修環境で仕事
に必要な知識を学ぶ期間を設けています。

20 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 86

ナビオコンピュータ株式
会社　　東京本社
(ソフトウェア業)
1301-622189-2

ＩＴシステム運用エン
ジニア
13010-385488

現在稼働している業務システムのオペレーションを担当。マニュアルに従ってコマン
ド入力、運用管理ツールのジョブ操作等を行います。基本的なＰＣ操作ができれば
問題ございません。社内研修等を通してＩＴシステム全般の幅広い知識が身に付き
ますので、一人ひとりの適性に応じて段階的にステップアップしていけるようキャリ
ア形成していきます。インフラエンジニア：サーバやネットワークに関連した専門知
識を有し、ＩＴインフラを構築する技術者です。システムの構成図や作業スケジュー
ル等の計画書作成、ソフトウェアのインストールや動作確認テスト等を行います。

38 大学、短大、高
専、専修学校、
能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 87

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

３　事務 87

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 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 88

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

４　接客・
販売

88

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

１　総合職 89

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

総合職
13040-497488

・経営の企画・次世代の管理職・新規事業の企画（各部署を総合的に経験する）
＜その他＞日本電算には成長できる環境があります。・人間力を育む新人研修（当
社専任講師による約２ヵ月間の本社研修、月１回のフォローアップ研修を１年間）・
会社、仕事に馴染むためのＯＪＴ、メンタ―制度（何でも相談してください）・技術力を
磨く各種勉強会

2 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

２　営業 89

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

営業職
13040-494688

・電子機器類（ｉＰａｄ、デジタルサイネージ等）の企画営業・システムエンジニアリン
グサービスマッチング営業・システムコンサルティング営業・ノルマなし・適性をみな
がら配属
＜その他＞日本電算には成長できる環境があります。・人間力を育む新人研修（当
社専任講師による約２ヵ月間の本社研修、月１回のフォローアップ研修を１年間）・
会社、仕事に馴染むためのＯＪＴ、メンタ―制度（何でも相談してください）・技術力を
磨く各種勉強会

3 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

３　事務 89

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

事務職
13040-492888

総務、人事、労務、経理、営業事務、業務管理、採用活動等事務作業
・勤怠管理、給与計算・データ入力・電話応対等適性にあわせて配属
＜その他＞日本電算には成長できる環境があります。・人間力を育む新人研修（当
社専任講師による約２ヵ月間の本社研修、月１回のフォローアップ研修を１年間）・
会社、仕事に馴染むためのＯＪＴ、メンタ―制度（何でも相談してください）・技術力を
磨く各種勉強会

3 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

５　ＩＣＴ系 89

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

システムエンジニア・
プログラマ・システム
マネージャー
13040-493788

＊ソフトウェアの設計・開発・導入＊ネットワーク構築＊システムコンサルティング
＊ＳＡＰシステム開発・構築＊ＩＴエンジニア育成事業＊ソフトバンク代理店＊ＮＥＣ
代理店
＜その他＞日本電算には成長できる環境があります。・人間力を育む新人研修（当
社専任講師による約２ヵ月間の本社研修、月１回のフォローアップ研修を１年間）・
会社、仕事に馴染むためのＯＪＴ、メンタ―制度（何でも相談してください）・技術力を
磨く各種勉強会入社時点でプログラミングに関する知識有無は問いません。

20 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校
（学部学科不
問）※情報系学
部尚可

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 89

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

デザイン職
13040-498088

・広告制作デザイン・ｗｅｂデザイン・パッケージデザイン・グラフィックデザイン・アプ
リケーションデザイン
＜その他＞日本電算には成長できる環境があります。・人間力を育む新人研修（当
社専任講師による約２ヵ月間の本社研修、月１回のフォローアップ研修を１年間）・
会社、仕事に馴染むためのＯＪＴ、メンタ―制度（何でも相談してください）・技術力を
磨く各種勉強会

3 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
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１　総合職 90

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＞・百貨店ほか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年以内

３　事務 90

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年以内

３　事務 91

アオイスタジオ　株式会
社
(映像情報制作・配給
業)
1304-8782-3

営業職／事務職
13040-141588

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

3 大学
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許あれば
尚可（ＡＴ限定
可）

3年以内

３　事務 92

株式会社　日本ビジネ
スデータープロセシング
センター
(管理，補助的経済活動
を行う事業所)
2801-5066-9

自治体官公庁事務
（総合職）
将来の管理職候補※
文理不問
28010-274888

○公共福祉事務部門でのマネジメント・事務業務などの管理業務・将来的には各
現場のリーダーや管理職となるようなマネジメント業務全般
○公共福祉事務部門での事務業務・市役所や区役所などの自治体での介護認定
事務業務、窓口業務、書類発行業務、障害認定事務業務など

5 大学院、大学、
短大
（文系理系不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 92

株式会社　日本ビジネ
スデータープロセシング
センター
(管理，補助的経済活動
を行う事業所)
2801-5066-9

ＳＥ・インフラエンジニ
ア・運用サポート
28010-266888

＜文理不問＞ＩＴエンジニアを目指したい方歓迎
・システムエンジニア／プログラマー
　業務系システム設計及び開発、Ａｎｄｏｒｏｉｄ／ｉｏｓアプリ開発
・ＩＴインフラエンジニア
　ネットワーク／サーバーエンジニア、　ネットワーク／サーバー構築及び導入支援
・運用サポート（運用保守）
　社内及び顧客先のコンピューターシステムの運用業務

10 大学院、大学
（文理不問、全
学部全学科可）
短大、専門、高
専
（情報系学科）

不問 3年以内

３　事務 93

サンシード株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-627638-9

ＩＴアシスタント（事務
サポート）
13080-143688

〇データ入力や書類整理等の事務処理〇ＳＥ指示のもと、手順書やマニュアル類
作成のお手伝い〇ＥｘｃｅｌやＡｃｃｅｓｓを使用したデータ抽出・加工〇電話やメールで
の社内システムサポート対応
パソコンを使用した事務的なお仕事からスタートし、スキルアップを目指すことが可
能です。最初は誰でも未経験。充実した研修制度があるのでご安心ください。人気
のＩＴ業界で、一生役立つ技術を身に付けてみませんか？若手社員も多く、男女と
もに活躍している職場です。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
＜学部学科不
問＞

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 93

サンシード株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-627638-9

サポートエンジニア
13080-688388

○電話やメールでのＰＣ操作に関するユーザー対応、調整○ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄを使用
したマニュアル等の作成○社内システムのテスト支援や運用、保守
パソコンを使用し、お客様やメンバーのサポートをしていただきます。お客様と直接
やり取りを行うので、「ありがとう」と言っていただける機会が多くやりがいを感じら
れる仕事です。上記サポート業務からスタートし、経験を積んでシステムエンジニア
へキャリアアップする社員も多くいます。社内の研修制度が充実しているので、入
社時の技術や経験は一切問いません。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
＜学部学科不
問＞

不問 3年以内

２　営業 94

株式会社　ニュートラス
トワン
(保険サービス業)
1311-613542-5

営業
13110-25388

保険代理店における営業活動を行っていただきます。当社は５，０００余りの企業・
個人のお客様がいますので、お伺いして保険の更新や新しいリスクの見直し活動
を行います。固定給制度ですので、安定収入が得られます。より頑張った社員は賞
与評価があります。次年度の昇給もありますので、自分の実力を大いに発揮できる
会社です。

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／ＡＴ限
定可
※入社後、生
命保険・損害保
険の募集人資
格を取得して頂
きます。

2年以内

３　事務 94

株式会社　ニュートラス
トワン
(保険サービス業)
1311-613542-5

営業事務
13110-26488

保険代理店における一般事務
・お客様から申出によるご契約内容の確認説明
・保険の更新の手続やその準備
・営業担当者へのサポート・事故の受付や進捗管理
自動車の修理、販売、車検等に関る一般事務
・電話応対・指示書の起票・レンタカー手配・ご来店者の応対

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

※入社後、生
命保険・損害保
険の募集人資
格を取得して頂
きます。

2年以内

４　接客・
販売

94

株式会社　ニュートラス
トワン
(保険サービス業)
1311-613542-5

保険ショップの店員
13110-27088

・来店されたお客様への当店ショップのご説明
・お店のパンフレットの整理や、保険会社への帳票請求の管理
・本社の事務サポート
約１年経過後にお客様への保険のご紹介やご契約事務を行って頂きます

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

※入社後、生
命保険・損害保
険の募集人資
格を取得して頂
きます。

2年以内

１　総合職 95

株式会社　テヅカ
(産業機械器具卸売業)
1306-203906-4

ルート営業／総合職
13060-81588

○既存取引先へのルート営業で、飛び込み営業は行っておりません。研修制度が
整っており、入社１年目はＯＪＴの下、内勤営業（営業事務）に従事していただき知
識や業務フローのスキルを身につけていただきます。○営業は、外勤営業と内勤
営業があります。【外勤営業】機械工具の卸売営業をお任せします。ルート営業、お
客様へ商品ＰＲや情報提供、情報収集による提案営業を担当していただきます。
【内勤営業】お客様からの問い合わせや注文・見積・手配・伝票発行、外勤営業の
サポートを担当していただきます。

3 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）
（内定後入社ま
でに取得でも
可）

3年以内

３　事務 95

株式会社　テヅカ
(産業機械器具卸売業)
1306-203906-4

事務（一般職）
13060-186188

正社員としての採用で、配属は本社研修３ヶ月後マッチングにより配属部門を決定
いたします。研修制度が整っており、入社１年目はＯＪＴの下、知識や業務フローの
スキルを身につけていただきます。○営業管理部：営業支援、売上・ＤＡＴＡ分析、
メーカーとの交渉、企画打合せ、促販物作成、会社行事運営○商品管理部：在庫・
入出荷・労務管理○仕入業務部：商品発注（仕入）、商品売れ行き分析、商品マス
タのメンテナンス、メーカーとの仕入交渉、データベースでの在庫管理○総務業務
部：総務・労務管理、人事・採用・面接業務等、社内環境整備、庶務業務

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 96

株式会社　フォー・ジェ
イ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

営業事務
13080-191788

営業のサポート業務です。
○主な担当業務
・ＯＡ操作（エクセル・ワードでの入力）　・電話応対
・来客応対　・請求書作成業務

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内
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５　ＩＣＴ系 96

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。
○ぜひ、ご面談だけでも弊社にお越しください。面接日時は随時行っております。
書類選考だけで落とすことはありません。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 96

株式会社　フォー・ジェ
イ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

ネットワークエンジニ
ア
13080-233488

○ネットワークエンジニアやサーバエンジニアなどのエンジニア希望の新卒採用を
幅広く受付けています。○ＩＴエンジニアの職種は多数あるため、学生の方々にあっ
た適性のエンジニアに育てる体制が弊社には備わっています。ネットワーク設計・
構築エンジニアを目指して頂きますが、ネットワークの運用エンジニアから業務につ
いて頂くことも可能です。
○ぜひ、ご面談だけでも弊社にお越しください。面接日時は随時行なっております。
書類選考だけで落とすことはありません。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 96

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年以内

２　営業 97

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。（注）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年以内

２　営業 97

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）群馬県伊勢崎
市
08040-216188

●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。　（注）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）

1 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年以内

３　事務 98

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・学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 98

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年以内

２　営業 99

富士エレックス　株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1301-221365-6

ルート営業（電子部
品商社）／埼玉
13010-11098

各エリア内（ルート）でお取引をしているお客様へ定期的に訪問し、商品のお届け、
納期打合わせ、新製品ＰＲ、自分売り込み等を行い、お客様と常に親近感ある訪問
営業を行います。電子部品の知識は経験を積んで身に付くものですので、とにかく
お客様との会話が楽しめ、お客様のお困りごとのために、自らが行動できることが
重要となりますので未経験者、経験者問わず、ご応募ください。入社後、７日間は
社内研修、以降は現場での先輩社員からのＯＪＴとなります。誰もが毎日経験する
ことで成長できるシステムと環境になっております。

1 大学卒（学部・
学科不問）

不問 3年以内

３　事務 99

富士エレックス　株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1301-221365-6

経理事務／東京本社
13010-10898

◇債権債務の照合、集金確認、請求書・領収書発行
◇受取手形・支払手形管理など
＊当初は経理の基礎実務を習得しながら、月次決算・管理会計業務へとスキル
アップしていきます。
＊総務部（総務課・経理課・システム課）内での相互サポート業務もあり、様々な事
務経験を積むことができます。

1 大学卒（学部・
学科不問）

不問 3年以内
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２　営業 100

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

３　事務 100

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

事務職（総務・経理ま
たは営業管理）
13160-73688

☆配属先は管理部もしくは営業管理課となります。
☆総務・経理会社の運営に不可欠な資金・会計に関する仕事、労働環境整備や法
令遵守、採用・人材育成等、会社を支える仕事です。
☆営業管理営業担当者のサポートだけでなく、将来的には幹部として、営業方針・
販売計画の作成にも携わって頂きます。

2 大卒 不問 3年以内

７　専門
職・その他

100

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

３　事務 101

Ｃ－ＨＲＣ　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

ＳＥサポート／サポー
ト事務
13040-161688

ＳＥサポート、ヘルプデスク、事務（サポート業務）
（１）ＳＥ（技術者）のサポート業務
（２）電話応対などの取次業務
（３）議事録作成、手順書などの書類作成業務
先輩が学んだ研修があるので、安心して学ぶ事が出来ます！ＩＴは「理系」のイメー
ジがありますが、弊社研修は、文系・理系関係なく学べるので、ＩＴに興味のある方
はご応募下さい。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 101

Ｃ－ＨＲＣ　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

ＩＴエンジニア
13040-162988

インフラ系エンジニア（ＩＴエンジニア）
（１）ネットワークの設計、構築、保守、運用、監視等を行う。
（２）サーバの設計、構築、保守、運用、監視等を行う。
環境ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ，Ｌｉｎｕｘ，Ｓｏｌａｒｉｓ等

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内

３　事務 102

一般財団法人　博慈会
(病院)
1311-103231-1

医療事務
13110-37588

当院は、足立区・北区・川口市およびその近隣地域の「急性期型地域基幹病院（３
０６床）として、「疾病予防、救急医療、リハビリテーション」に取り組んでいます。業
務内容は、「窓口業務（受付・会計）、電話応対、算定入力、健診（検診）業務、保険
請求業務など」に従事していただきます。また、相談により宿日直業務（急患受付、
会計業務）も担当していただきます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

医療事務に関
する講座を受
講されている方
（予定者も含
む）

5年以内

６　介護・
福祉

102

一般財団法人　博慈会
(病院)
1311-103231-1

介護スタッフ／長寿リ
ハビリセンター病院
13110-33488

＊当院は、１９１床（療養型１５６床、回復期３５床）の病院で、慢性期・回復期リハビ
リテーションに取り組んでいます。
＊業務内容は、療養病棟において患者様の身体介助（食事・排泄・入浴・清拭・移
動介助など）、レクリエーションや事務的な業務に従事していただきます。また、看
護職員がが常時勤務しており、サポート致しますので安心です。

6 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

介護職員初任
者研修（訪問介
護員２級）以上
の資格を有す
る方

5年以内

６　介護・
福祉

102

一般財団法人　博慈会
(病院)
1311-103231-1

看護助手
13110-30688

＊当院は、足立区・北区・川口市およびその近隣地域における急性期型地域基幹
病院（３０６床）として「疾病予防、救急医療、リハビリテーション」に取り組んでいま
す。
＊業務内容は、病棟にて患者様の身体介助（食事・清潔ケア・移動介助など）や器
具の洗浄・滅菌作業、事務的な業務に従事していただきます。また、看護職員もサ
ポート致しますので安心です。

5 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

不問 5年以内

６　介護・
福祉

102

一般財団法人　博慈会
(病院)
1311-103231-1

介護（看護）助手／長
寿リハビリセンター病
院
13110-32388

＊当院は、１９１床（療養型１５６床、回復期３５床）の病院で、慢性期・回復期リハビ
リテーションに取り組んでいます。
＊業務内容は、療養病棟または回復期病棟において、身体介助（食事・排泄・入
浴・清拭・移動介助など）や事務的な業務に従事していただきます。また、看護師や
介護スタッフ（有資格者）が常時勤務しており、サポート致しますので安心です。

8 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

不問 5年以内

１　総合職 103

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

総合職（施設幹部候
補）
13080-91188

○有料老人ホームでの運営やスタッフ管理を行う施設幹部
○責任のある立場ではありますが、その分やりがいや達成感のある仕事です。
○幹部候補養成研修、新任管理者研修、管理者研修、など、充実したキャリアアッ
プフォロー制度あり。
○ご入居者様の安心・安全のために、「心」をこめて施設運営を支えていただきま
す。

50 大学院、大学 不問 3年以内
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２　営業 103

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

営業職（有料老人
ホーム入居相談員）
13080-86888

有料老人ホームへご入居を検討されている方への、施設選びのサポート業務（施
設のご説明、ご相談、ご見学対応、入居手続き等）コーディネーター業務について
学んだあとは先輩に同行してもらい、半年を目安に徐々にひとり立ちを目指しま
す。
○経験・知識より人柄重視
○責任感のある方大歓迎
○介護業務に興味がある方お待ちしています。

10 大学院、大学 不問 3年以内

３　事務 103

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

施設事務職（介護業
務含む）
13080-90088

○有料老人ホームでの、ご入居者様への請求事務、受付、電話対応、職員の給与
計算、施設内掲示物作成、ご入居様の見守り、誘導等の介護業務を行って頂きま
す。
○入社後１年は介護職として介護業務に従事して頂きます。その後、本人の適性・
施設の状況等を判断した上で業務内容変更となります。

20 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3年以内

６　介護・
福祉

103

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

介護職
13080-89988

○有料老人ホームでの介護職業務（食事・入浴などの日常生活の介助業務、レク
リエーションなどの余暇活動支援業務他）
○福祉施設でのサービス業として、ご入居者様の安心・安全のために「心」をこめた
サービスを提供していただきます。○あなたのホスピタリティで多くのご高齢者へ笑
顔と喜びを届けませんか。
○能力、評価によっては早期の役職者登用もあり、管理者への道も目指せます（入
社１年目でチーフリーダー、入社３年目で管理者となった新卒実績あり）

50 大学院、大学、
短大高専、専
修学校、能開
校

不問 3年以内

６　介護・
福祉

104

社会福祉法人　敬仁会
(老人福祉・介護事業)
3103-310879-1

保育士
31030-98888

０歳児～５歳児の保育とそれに付帯する業務を行っていただきます。
※当園は平成２７年４月に開設した認可保育所（定員１０３名）です。特別養護老人
ホームの１階部分に合築された「幼老複合施設」であり異世代間の交流を通じて人
とのふれあいを大切にした笑顔あふれる保育所を一緒につくってくださる方を募集
します。

2 大学院・大学・
短大・専修学校

保育士免許 3年以内

６　介護・
福祉

104

社会福祉法人　敬仁会
(老人福祉・介護事業)
3103-310879-1

介護職員（葛飾）
31030-47288

日常生活における支援が必要な施設利用者に対して介護業務全般（食事・入浴・
排泄等の介助、レクリエーション等）のサービスを提供していただきます。※福祉分
野を専攻しておられない方も、ご応募可能です。ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴを通じて業務を覚
えていただきますので安心して働いていただくことができます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

６　介護・
福祉

104

社会福祉法人　敬仁会
(老人福祉・介護事業)
3103-310879-1

介護職員（西新井）
31030-48588

日常生活における支援が必要な施設利用者に対して介護業務全般（食事・入浴・
排泄等の介助、レクリエーション等）のサービスを提供していただきます。
※福祉分野を専攻しておられない方も、ご応募可能です。ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴを通じて
業務を覚えていただきますので安心して働いていただくことができます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

６　介護・
福祉

104

社会福祉法人　敬仁会
(老人福祉・介護事業)
3103-310879-1

介護職員（綾瀬）
31030-49888

日常生活における支援が必要な施設利用者に対して介護業務全般（食事・入浴・
排泄等の介助、レクリエーション等）のサービスを提供していただきます。
※福祉分野を専攻しておられない方も、ご応募可能です。ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴを通じて
業務を覚えていただきますので安心して働いていただくことができます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

６　介護・
福祉

105

社会福祉法人　マザア
ス　マザアス日野
(老人福祉・介護事業)
1314-307531-0

介護職員
13146-195788

高齢者の介護全般 2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 5年以内

６　介護・
福祉

106

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

２　営業 107

ジェノスグループ　株式
会社
(食料・飲料卸売業)
1301-666905-9

営業職（飲食料品）
13010-1317988

◆当社のお客様である飲食店へあらゆる商品を提案する営業活動全般
＊メニュー・企画の提案など、お店をプロデュースし、お客様と共に成長できる仕事
です
営業エリア：一都三県主な取扱商品：ワインなど酒類
日常の営業活動は公共交通機関を利用して行います

2 短大・大学・大
学院各卒
（学部学科不
問）

尚可普通自動
車免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 108

株式会社　大藤
(食料・飲料卸売業)
1311-205032-9

営業
13110-126888

・ルートセールス
複数の土産菓子販売店を担当し、当社の土産菓子を配送します。
・企画営業
ルートセールスを経験した後、全国にある菓子問屋に対して土産菓子の企画・提
案。（地方出張あり。）

2 大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定不可）必須

3年以内

２　営業 109

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

法人営業／板橋区
13090-4498

※小売店や業務店へのチーズの販売（既存の定期訪問がメイン）
※見積もり、納品手続きなどの書類作成
　＊パソコンの基本スキル必要（エクセル・ワード）
※お客様への商品提案
※展示会の対応
※チーズに関する基礎知識と商品情報を学ぶため、入社１年間は大井物流セン
ターにて製造・商品管理研修を行います。

1 大学院・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

３　事務 109

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

受注事務
13090-3398

※受注業務及び伝票入力・作成作業を中心に行っていただきます。
　＊ＦＡＸや電話による受注作業　＊パソコン入力作業（エクセルや専用ソフト）
　＊電話対応　＊来客対応　＊伝票作成
※その他業務に付随する事務作業

1 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内
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７　専門
職・その他

109

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年以内

７　専門
職・その他

109

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
☆先輩社員につき、実務を行いながら作業やチーズについて学んで頂きます。

4 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

７　専門
職・その他

109

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

輸入関係業務（購買
部）
13090-7598

※海外からの食品輸入の貿易実務全般
＊商品在庫管理及び各サプライヤーへの発注業務
＊海外サプライヤーとの交渉（品質・価格・商品クレーム等）
＊海外ロジスティクスの構築及び保全
＊当社営業を通じて顧客と各サプライヤーの仲介として市場動向を発信、顧客へ
の海外市況の案内等を行っていただきます。※ＰＣスキル：ワード（表・企画書）エク
セル（表計算）パワーポイント（表・アニメーション）

2 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部・学科不
問）

英語力：ＴＯＥＩ
Ｃ７５０点以上
又は相当の能
力

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
要

3年以内

４　接客・
販売

110

株式会社　三徳
(各種食料品小売業)
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年以内

１　総合職 111

株式会社　ハイデイ日
高
(食堂，レストラン)
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

１　総合職 112

株式会社　ペッパー
フードサービス
(食堂，レストラン)
1312-501912-7

総合職（調理、店舗
運営管理及び本部で
の各業務）
13120-2488

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

100 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

113

株式会社　大戸屋
(食堂，レストラン)
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。２年目以降の業務は、接客・調理指導
者、店長、本部スタッフのキャリアを目指します。

15 大学院・大学・
短大

・日本語能力試
験Ｎ２以上
・簡単なＰＣ入
力できる方

3年以内

４　接客・
販売

114

株式会社　京橋千疋屋
(野菜・果実小売業)
1302-406599-5

店舗スタッフ（販売・
接客・調理）
13010-1239988

京橋千疋屋各店舗内での
＊デザート・軽食の調理・接客
＊果物の販売・接客＊ケーキ、食品の販売・接客
＊贈答品の受注、ギフト包装。
将来的には店舗運営、パートアルバイト社員のマネジメントなども担当いただきま
す。また、店舗での知識・接客技術等を高めた後、本社管理部門で勤務いただく等
のキャリアチェンジの可能性もあります。

5 高等学校卒業
後２年以上の
修学
（学部学科不
問）

不問 1年以内

７　専門
職・その他

115

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

１　総合職 116

株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳ
Ｔ
(警備業)
1105-2683-5

総合職（警備実務；営
業／警務／総務事
務）
11050-140688

【警備実務（セキュリティ）】○施設常駐警備、空港保安警備、イベント（雑踏）警備、
交通誘導警備等【営業／警務／総務事務】○各受託警備先巡回、状況確認・把握
～各受託警備先警備計画等資料作成、ファイル～各受託警備先スタッフ労務管理
並びに指導・教育○取引先管理、営業推進○新規物件開拓営業～見込先抽出、
営業提案資料作成、見積積算○ＯＰＣによる勤怠管理、給与計算、他＊警備実務
経験を積んだ後、営業、警務、総務事務の業務に携わっていただきます。＊入社時
警備業務法定研修及び現場研修実施＊資格取得支援制度有り

5 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
込可）

3年以内

２　営業 116

株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳ
Ｔ
(警備業)
1105-2683-5

営業・警務職（セキュ
リティ）
11050-26588

【営業・警務職（セキュリティ）】○各受託警備先巡回、状況確認・把握～各受託警
備先警備計画等資料作成、ファイル～各受託警備先スタッフ労務管理並びに指
導・教育○取引先管理、営業推進○新規物件開拓営業～見込先抽出、営業提案
資料作成、見積積算他＊入社時警備業務法定研修及び現場研修実施＊資格取
得支援制度有り

5 大学・短大・高
専・専修学校

不問 3年以内

７　専門
職・その他

116

株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳ
Ｔ
(警備業)
1105-2683-5

セキュリティ〈空港保
安／施設常駐警備
他〉
11050-27888

【セキュリティ】◆空港保安警備～空港内への出入者並びに商品等の空港保安検
査業務・停留航空機監視業務・搭乗客手荷物検査／受託手荷物検査・空港施設内
外巡回及び監視業務他◆施設常駐警備～官公庁／大学／空港／オフィスビル等
における出入管理、受付案内対応・施設内外巡回・監視・立哨警備・防災センター
におけるモニター監視・防災／防犯対応他◆イベント警備・交通誘導警備他セキュ
リティサービス

30 大学・短大・高
専・専修
（履修科目・不
問）

不問 3年以内

１　総合職 117

株式会社　第一警備東
京
(警備業)
1301-664110-1

総合職（管制営業／
警備）
13010-1262688

（１）管制業務：既存得意先と警備員の仲立ちをするお仕事です。得意先からの依
頼、要望を吟味し、警備員毎の特徴に合う仕事をマッチングする、警備業の心臓部
の役割です。
（２）警備員（隊長・リーダー候補）：現場における責任者を目指し各種警備業務に従
事して頂きます。
※試用期間中は、警備業理解の為、警備員として従事して頂きます。３ヶ月経過
後、本人の希望及び適性等を見定めた上面談にて（１）（２）へ配属を決定します。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内
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２　営業 118

株式会社　ラベルジャ
パン
(印刷業)
1311-306180-8

ルート営業（シール印
刷）
13110-125588

＊下町のシール屋さんである当社で、都内２３区エリア毎の既存顧客企業に対する
ルート営業職です。
・製品受注における打ち合わせ、商品提案、見積書作成・納品、継続的な営業活動
等
＊入社後、ＯＪＴにて先輩社員が一から丁寧に指導します。
＊売り上げに応じ報奨金制度（インセンティブ）あり。
＊自分が提案した商品が形になる、やりがいのある仕事です

1 大学、短大、高
専、専修学校
（学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 119

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

１．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。
２．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。３．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。４．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。

2 大学卒
（履修科目不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
入社までに取
得してくださ
い。

3年以内

１　総合職 120

株式会社　フクイン
(印刷業)
1301-101491-3

総合職（営業）
13010-372888

出版社、デザイン事務所、メーカーなどの得意先よりカタログや出版物の制作・印
刷・製本のお仕事を受注し、納品までの管理をすることが主な業務です。近年では
ウェブ関連の販促プロモーションの企画・提案も行っています。上司や先輩社員と
ともに、既存の得意先を中心に営業活動を行います。経験や資格よりも、人柄やや
る気を重視しております。

1 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 5年以内
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1 ★ 株式会社　デュエル 1304-263891-7
2 協和情報開発　株式会社 1309-407289-3
3 アドバンテック　株式会社 1303-616482-2
4 株式会社　ノムラシステムコーポレーション 1307-341955-1
5 アクモス　株式会社 1301-547212-4
6 株式会社　ヤシマ・エコ・システム 1311-312698-3
7 株式会社　アイエスアール 1304-656109-2
8 フューチャー・アンティークス　株式会社 1307-650319-6
9 日本電算企画　　株式会社 1304-235495-5
10 ケイレックス・テクノロジー　株式会社 1301-576499-5
11 ★ 株式会社　ティエスイー 1304-255582-9
12 ★ 株式会社　アクト 1308-415650-5
13 サービス＆セキュリティ　株式会社　東京支社 1304-653361-4
14 アールアイ・ソフトウェア　株式会社 1308-446112-3
15 株式会社　セル 1303-208114-5
16 株式会社　アイネット 1301-549978-4
17 株式会社　ウェブスター 1307-633910-7
18 株式会社　システムファクトリ 1301-516408-6
19 ★ システムスリーテン　株式会社　東京オフィス 1301-667015-2
20 ★ エム・ビー・エーインターナショナル　株式会社 1307-345514-1
21 フィット産業　株式会社 1301-230098-9
22 アイ・テー・シー　株式会社 1301-663756-7
23 株式会社　エルティ 1307-344732-1
24 株式会社　ビット・エイ 1507-503366-3
25 エム・デー・ビー　株式会社 1307-641402-7
26 株式会社　アペックス 1309-409244-1
27 株式会社　北英リビング 1304-644565-9
28 株式会社　キロニー 1304-630624-0
29 旭興　株式会社 2702-435373-8
30 三協工業　株式会社 1304-247898-4
31 株式会社　グッドコムアセット 1308-452993-2
32 栄和建物管理　株式会社 1304-7941-3
33 株式会社　シー・アイ・シー 1303-208612-0
34 東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ　株式会社 1303-621301-3
35 成幸利根　株式会社 1301-649642-4
36 ホクト・エンジニアリング　株式会社 1311-306492-3
37 ★ 株式会社　ファイブドライブ 1301-582572-0
38 株式会社　テレコメディア 1309-415709-1
39 日本塩回送　株式会社 1304-14977-5
40 アイシーエクスプレス　株式会社 1306-211045-0
41 中越運送株式会社　東京支社 1311-302728-9
42 日本船舶薬品　株式会社 1401-613572-4
43 株式会社　リオネットセンター城南 1304-254960-3
44 ブルームヒアリング　株式会社 1312-516673-1
45 ★ 株式会社　ライズテック 1307-645539-8
46 ★ ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 1320-615094-3
47 日本テクノクラーツ　株式会社 1301-580765-6
48 株式会社ツリーベル 1308-434190-3
49 株式会社　アイテクノ 1304-241997-9
50 株式会社　システム・コミュニケート 1320-7537-5
51 ★ 株式会社　テイルウィンドシステム 1315-314336-8
52 ★ 株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ 1308-637306-7
53 情報システム監査　株式会社　東京本社 1304-245931-7
54 株式会社　テクノカルチャー 1309-405641-9
55 株式会社　ゴーイング・ドットコム 1303-617643-1
56 高度情報通信　株式会社 1308-452907-4
57 芝工業　株式会社 1308-104539-2
58 株式会社　サクラ 1301-501163-7
59 西野産業　株式会社 2703-43621-2
60 株式会社　ＮＤＴ 1301-666949-1

募集終了につき参加辞退
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61 株式会社　昭工舎 1309-632145-1
62 ロジスネクスト東京　株式会社 1306-207193-7
63 産業リーシング　株式会社 1301-507677-5
64 斉田電機産業　株式会社 1304-215749-4
65 株式会社　第一弘報社 1304-10111-3
66 株式会社　エキスプレス社 1302-401887-0
67 関東三菱自動車販売　株式会社 1307-350796-2
68 ダンロップタイヤ中央　株式会社 1304-640086-4
69 蔵王産業　株式会社 1313-409227-7
70 株式会社　エイチ・エス・ジェイ 1306-617346-8
71 株式会社　東光 1304-250903-1
72 大和産業　株式会社 1304-649288-2
73 日本電化工機　株式会社 1307-350076-4
74 山下システムズ　株式会社 1304-250857-1
75 株式会社　フルハートジャパン 1306-12588-9
76 日栄インテック　株式会社 1311-302333-8
77 株式会社　三工社 1307-100310-2
78 株式会社　清和光学製作所 1308-202270-9
79 株式会社　第一エレクトロニクス 1311-103851-1
80 ヨシモトポール　株式会社 1301-211836-9
81 株式会社　五光製作所 1307-349516-4
82 田島メタルワーク　株式会社 1309-434025-1
83 株式会社　トーショー　本社 1306-10562-8
84 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 1308-450685-4
85 株式会社　ハーモニープロダクツ 1303-204531-3
86 ナビオコンピュータ　株式会社　　東京本社 1301-622189-2
87 太陽建機レンタル　株式会社 2201-102381-4
88 株式会社　和僑 1409-110429-3
89 日本電算　株式会社 1304-639894-1
90 株式会社　山元 1302-308268-8
91 アオイ　スタジオ　株式会社 1304-8782-3
92 株式会社　日本ビジネスデータープロセシングセンター 2801-5066-9
93 サンシード　株式会社 1308-627638-9
94 株式会社　ニュートラストワン 1311-613542-5
95 株式会社　テヅカ 1306-203906-4
96 株式会社　フォー・ジェイ 1308-613915-2
97 日本アイ・エス・ケイ　株式会社 0804-614646-8
98 株式会社　ハンセン 1304-639968-4
99 富士エレックス　株式会社 1301-221365-6
100 株式会社　ワイエイシイデンコー 1316-302152-4
101 Ｃ－ＨＲＣ　株式会社 1304-642284-9
102 一般財団法人　博慈会 1311-103231-1
103 株式会社　ベストライフ 1308-450667-9
104 社会福祉法人　敬仁会 3103-310879-1
105 社会福祉法人　マザアス　マザアス日野 1314-307531-0
106 株式会社　ＪＡＰＡＮライフデザイン 1304-260974-7
107 ジェノスグループ　株式会社 1301-666905-9
108 株式会社　大藤 1311-205032-9
109 ムラカワ　株式会社 1309-622785-8
110 株式会社　三徳 1308-100033-8
111 株式会社　ハイデイ日高 1103-6175-0
112 株式会社　ペッパーフードサービス 1312-501912-7
113 株式会社　大戸屋 1317-615648-9
114 株式会社　京橋千疋屋 1302-406599-5
115 セントラル警備保障　株式会社 1308-402246-3
116 株式会社　ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 1105-2683-5
117 株式会社　第一警備東京 1301-664110-1
118 株式会社　ラベルジャパン 1311-306180-8
119 株式会社　田中印刷　東京営業所 2602-616943-1
120 株式会社　フクイン 1301-101491-3
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