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第１回　新規大卒者等合同就職面接会（６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　フォーラムジャパン
(労働者派遣業)
1301-535043-9

派遣社員の社会的地位の向上を目指して設立された、サービス連合全額
出資、労働組合が株主の会社です。派遣社員の定着率も高く「働く人を守
る」仕事をしていると自負しております。

2
ＫＳＲ　株式会社
(ソフトウェア業)
2602-301721-3

創業３５年、自社ユーザーは５００を超えており、元請企業として顧客の声を
直接聞くことが可能です。様々な自社パッケージを保有しており、多様な商
談ができます。

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

創立４５年と長い歴史を持ち、幅広い分野のお客様とパートナーシップを結
び、ＡＩやＩｏＴなど新しい事に積極的に取り組みます。

4
株式会社　東光
(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。

5
株式会社　グッドライフケア東京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

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

6
株式会社　ドリテック
(計量器・測定器等製造)
1112-614906-7

『会社のため』だけではなく『社員のため』の経営はどうあるべきかを追求す
ること。これが当社の経営方針です。

7
アルフレッサメディカルサービス　株式会社
(医薬品・化粧品等卸売業)
1301-651924-3

医療分野における医療材料、医薬品などの商品やこれらの商品を管理する
サービスを通じて人々の健康に貢献することを目指しています。

8
株式会社　東京リーガルマインド
(専修学校，各種学校)
1308-619367-7

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

9
コネクシオ　株式会社
(小売業)
1308-634479-6

東証一部上場。平成２４年にパナソニックテレコムと合併し、業界最大手の
一角となりました。伊藤忠グループ、パナソニックグループの強固な顧客基
盤を有しています。

10
東京コンピュータサービス　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-222655-7

幅広い分野でＩＴ／ＩＣＴ情報通信事業を展開。従業員規模１０，０００人に及
ぶ総合エンジニアリンググループの中核企業として、設立以来連続黒字の
実績を誇る。

11
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社
(自動車・同附属品製造業)
1304-25910-0

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

12
株式会社　ＬａｉｎＺ
(ソフトウェア業)
1301-624989-1

未経験者も積極的に採用します。技術力を高め，社会に貢献できる会社を
目指しています。

13
三州野安　株式会社
(陶磁器・同関連製品製造業)
2311-330441-5

瓦作りを通じて、美しく、住みやすく、安心できる『快適な住まい作り』、新し
い時代にふさわしい『住文化の創造』を目指していきます。

14
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。

15
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。

16
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。

17
江戸川木材工業　株式会社
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

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

18
ボクソン工業　株式会社
(はん用機械・同部分品製造業)
1307-350109-2

業務用生ビールディスペンサーの製造と販売を行なっております。料飲店ヘ
の設置及びメンテナンス作業や社内での組立作業。

19
株式会社　ヒューテックノオリン
(冷蔵倉庫業)
1308-638095-0

Ｉ冷凍食品、チルド、乳製品などの保管、配送を主とする物流業務２金融機
関の現金等の警備輸送業３Ｃ＆Ｆロジホールディングス（東証一部上場企
業）のグループ会社

20
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。

21
株式会社　ワイ・ケイ・ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

２６年前、業界未経験者が設立させた会社です。既存事業の更なる発展成
長も勿論重要ですが、基盤は固まったので新たな挑戦に挑む時期だと考え
て行動している最中です。

22
小島屋乳業製菓　株式会社
(各種食料品小売業)
1308-100482-5

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

23
株式会社　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

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

24
株式会社　テクノーブル
(医薬品・化粧品等卸売業)
2703-100919-7

開発主導型企業・一枚岩体制。年々受注が増え、生産量が上がっていま
す。それに伴い設備導入・人員増加を計っている将来性のある企業です。
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25
株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社
(情報処理・提供サービス業)
1308-639198-9

ＩＴ事業を安定的にかつ高度技術を駆使して成長してきています。未経験
者、初心者の方でも、研修やＯＪＴにより、知識や技術が習得できます。人の
和を大切に業務を遂行しています。

26
中央運輸　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1302-304449-9

当社は、医薬品輸送のパイオニアとして、１４の営業所を展開し、「安全を安
心にお届けする」ことを創業精神に、産業と経済の発展及び生活文化の向
上に寄与してまいりました。

27
株式会社　オカダヤ
(織物・衣服・身の回り品小売業)
1308-102955-1

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

28
ナスラック　株式会社
(建築材料卸売業)
2302-621658-2

住空間をトータルコーディネイトする「ナストピアＴＬＤ住設商品システム」をは
じめ、新しい発想から生まれる商品の開発と広く皆様に認知して頂ける新た
なブランドの構築に努めております。

29
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。

30
株式会社　五光製作所
(輸送用機械器具製造業)
1307-349516-4

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

31
株式会社　アルファ・オイコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

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

32
株式会社　ちよだ鮨
(すし店)
1302-412557-5

「すしの大衆化」を実現するため、食材の仕入、物流、製造、販売に至る独
自の仕組みを構築。鮮度、衛生管理システム及び充実した教育制度等を土
台に、首都圏ＮＯ．１を目指しています。

33
株式会社　エイ・アンド・エス・システム
(土木建築サービス業)
1301-561862-9

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

34
アルファコンピュータ　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1304-260356-2

営業とＳＥの連携による企画案をお客様に直接ご提案する機会が多くありま
す。お客様に直接ご提案し案件獲得するというのが当社の主要なビジネス
スタイルです。

35
株式会社　福島屋
(各種商品小売業)
1316-4171-4

お客様の日々の食生活の豊かさや健康に貢献していくために、産地や素材
選びにこだわり、添加物などが極力少なく、安全でおいしいものを提供する
ことを目指しています。

36
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

37
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。

38
山下電気　株式会社
(工業用プラスチック製品製造業)
1304-248076-4

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

39
臼杵運送　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
4401-911689-2

臼杵運送は昭和２５年創業以来、サントリー株　住友化学株大正製薬株他
多数の荷主様に恵まれ、関東以西２３拠点に支店営業所を保有する総合物
流会社です。

40
株式会社　イチネンＴＤリース
(自動車賃貸業)
1304-4388-0

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

41
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。

42
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。

43
原電エンジニアリング　株式会社
(技術サービス業)
1303-624203-6

原子力発電の安全を最優先に技術と品質を高め、原子力発電関連企業の
トップランナーを目指し、充実した福利厚生の下、社員がいきいきと働き、原
子力発電の発展に寄与することを目指しています。

44
吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

山岳トンネルから都市土木までありとあらゆるトンネルをより良く、より速く、
より安全に完成させ「地図に残る仕事」を誇りとしてパートナーである大林組
からも高い信頼・評価を得ています。

45
ＦＸＣ　株式会社
(卸売業)
1303-615794-6

創業以来順調に業積を伸ばし、日本全国および中国市場ヘの展開を強化し
ています。未経験者も多数おり、親切に指導していきますので安心して働く
ことができます。

46
株式会社　東東京イエローハット
(小売業)
1311-623543-2

カー用品業界トップクラスの実績を誇る、株式会社イエローハットの１００％
出資子会社です。明るく元気な会社で、丁寧な教育と一緒に働く仲間のサ
ポートがあり、能力を発揮しやすい職場です。

47
日本塩回送　株式会社
(港湾運送業)
1304-14977-5

創業１００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

48
株式会社　シービーエス
(建物サービス業)
1304-621138-3

都内を中心に大型ビル・ホテル・テレビ局などの建物を保守管理しており業
績は安定しています。
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49
大和鋼帯　株式会社
(金属製品製造業)
1301-219525-0

昭和３０年の設立以来、金属素材の加工業界では技術力に定評のある会
社です。ＪＦＥスチールの関係会社であり、経営も安定し業績も順調に伸び
ています。

50
三和ベンダー　株式会社
(食料・飲料卸売業)
1301-229766-6

創業４４年目を迎え、社員の成長を一番に考える社風です。営業所は都内６
か所あり、４０００台の自販機を管理。地域の特徴を活かし三ツ矢サイダー、
カルピス等の商品を補充・販売しています。

51
株式会社　金陽社
(ゴムベルト・工業用ゴム製品等製造業)
1304-617025-8

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

52
マツモト産業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2703-6415-9

溶接業界のリーディングカンパニー。　
１９１９年創業、間もなく百周年を迎える老舗企業。
全国に４７の事業所をもつ。　　売上高５６８億円。

53
株式会社　蓬莱組
(一般土木建築工事業)
3301-107530-5

地下に管路を入れる一見地味な仕事ですが、専門技術を駆使し、社会イン
フラを支えるこの仕事に誇りとやりがいを持つ熱いスタッフの集まりです。私
達は「地下に光を求めて、夢を創る」企業です。

54
株式会社　メディアネットワーク
(ソフトウェア業)
1301-553011-2

広告・システム・人材の３事業を通じて、新しいコミュニケーション機会の創
出、また既存のコミュニケーション機会をより良いものへ演出する「コミュニ
ケーション・カンパニー」です。

55
株式会社　東京洗染機械製作所
(はん用機械・同部分品製造業)
1307-652618-1

研究開発から製造・販売・アフターサービスまで行う業界トップメーカーで
す。平成２７年度年商６８億円、平成２８年度年商８９億円。事業所は全国１
６ヵ所

56
共和化工　株式会社
(設備工事業)
1304-249627-0

創業以来「自然の水を取り戻す」というテーマのもとに独自の技術を開発し、
地球環境保全に貢献する総合水処理プラントメーカーです。

57
株式会社　菱友システムズ
(ソフトウェア業)
1304-16131-5

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

58
ハヤシレピック　株式会社
(電子応用装置製造業)
1309-101069-3

時計製造をルーツとする精密加工技術を応用し、工場・研究施設等で使用
する特殊品を製造する業績安定企業です。特に素粒子物理学の計測器で
は各大学や理化学研究所等から高い評価を得ています。

59
日東化工機　株式会社
(一般産業用機械・装置製造業)
1313-102229-8

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

60
セントレード証券　株式会社
(金融商品取引業)
1301-583282-3

第一種金融商品取引業者として証券業務と外国為替証拠金取引の両方を
取り扱っていること。

61
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。

62
日本デジタルデザイン　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-505585-3

当社はＣ／Ｓ型ネットワークシステムを使ったユニークなパッケージソフトを
中心に、インターネット・Ｗｅｂ関連システムの開発等も行う独立系ソフトハウ
スです。

63 ★
深田パーカライジング　株式会社
(金属被覆・彫刻業，熱処理業)
1306-1972-3

表面処理にはさまざまな目的があります。創業以来一貫して此等の仕事を
通し社会に貢献し、社歴も重ねて来ました。今後共、表面処理に関するエキ
スパートとして全産業に係ってまいります。

64 ★
株式会社　アクト
(ソフトウェア業)
1308-415650-5

創業３０年を超える中堅企業。売上は３０億円。また、８期連続売上増。勢い
のある成長中の会社。つながりを大切にし、明るく、チャレンジを応援する社
風。

65 ★
株式会社　キャンドゥコンセプト
(情報処理・提供サービス業)
1307-114360-1

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

66 ★
ＮＩＣ　株式会社
(通信機械器具・同関連機械器具製造業)
1314-614779-1

当社は国内及び海外に生産拠点を持ちエレベーター用インターホンは毎月
１万台以上の生産をし出荷しているメーカーです。品質を第一とし明るい職
場環境の中で永年にわたりもの作りを進めています

67
サラダカフェ　株式会社
(飲食料品小売業)
2706-419940-4

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

68
株式会社　アルス
(事業サービス業)
1301-103579-6

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

69
株式会社　ワキュウトレーディング　東京事務所
(食料・飲料卸売業)
1309-937371-4

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

70
株式会社　デジックデザイン
(ソフトウェア業)
1309-623736-5

経験豊富な技術者と若手ＳＥが伴に頑張ろうと集まった、独立系のシステム
開発会社です。現在９０数名の技術者が各分野で活躍しており、お客様から
も高い評価をいただいております。

71
株式会社　トータルオーエーシステムズ
(ソフトウェア業)
1308-631603-2

設立以来黒字の安定経営で、現在はＡＩ、ＩＯＴ、ロボットなどの最新技術にも
注力しています。社会貢献度の高いシステム開発に多く携わるため、教育・
育成フォローにも力を入れています。

72
株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂げている。また毎年
決算賞与がある会社である。（会社所有保養所あり）
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73
斎長物産　株式会社
(建築材料卸売業)
1301-503384-0

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

74
クマガイコーポレーション　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

いわゆる“チェーン店”ではなく一店舗ごとに全く別業態、別コンセプトで複数
経営しているのが大きな特徴。各店舗は個性溢れる専門店ですが、当社は
企業として飲食店を経営しています。

75
株式会社　アドバンストラフィックシステムズ
(ソフトウェア業)
1308-629323-9

運輸、交通、旅行に関わるシステムを中心に、金融、保険、電力等、広範囲
のユーザー及び、情報、通信など、公共性の高いシステムの設計、開発、保
全、運用の各業務に携わっております。

76
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１１７店舗を展開。
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。

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　パーパスエコテック
(職別工事業)
1301-637190-7

当社は今年で創業７３年を迎えたパーパス株式会社のグループ会社です。
給湯器及び住宅の設備機器を、企業・お店・ご家庭へと幅広く販売・施工管
理しています。

79
株式会社　ホームネット
(不動産管理業)
1307-657085-1

アクセスの良い立地に理想の家を、手頃な価格で提供しております。地方
都市での需要が増えており、昨年２月には札幌にも出店しております。

80
サンコー・エア・セルテック　株式会社
(運輸に附帯するサービス業)
1301-225307-6

創業以来、航空関連事業において信頼と実績を積み重ね、航空関連以外
にも拡販に力を入れています。若いスタッフが多く、自社研修施設があり、
社員の技術向上・人材育成に力を注いでいます。

81 ★
株式会社　コスモ・インテリジェンス
(ソフトウェア業)
1315-613735-8

“人”それをとりまく“環境”を一番に考え、信頼される会社創り、人間創りを
実践している会社です。
【ユースエール認定企業（平成２８年１１月９日認定）】

82 ★
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」

83 ★
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

84 ★
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

85
株式会社　メトロ
(ソフトウェア業)
1304-253930-5

インターネット、コンピュータ時代に対応する「ネットワークセキュリティ事業」
と「顧客データシステム」に関するサービス
※資本金等：３億２６２万１千円（資本剰余金含む）

86
トッパン・フォームズ・オペレーション　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1304-20437-0

凸版印刷株の系列会社で親会社はトッパン・フォームズ（株）です。得意先
は銀行などの金融機関のコンピュータセンターが中心で職場環境は良好。

87
英雄海運　株式会社
(沿海海運業)
1301-537616-3

昭和３０年創立以来、海運業を主体として、石油及び石油製品の販売、不
動産の賃貸等、幅広く業務を行っております。

88
電子磁気工業　株式会社
(電気計測器製造業)
1310-103388-5

自動車・鉄道・飛行機等の金属傷を検査する非破壊検査装置や、磁石の材
料に磁気を帯びさせる着磁装置等を製造。販売先は、鉄鋼・自動車・電機・
ＪＲ各社等で、業界トップの地位を確保しています

89
株式会社　桜井グラフィックシステムズ
(生活関連産業用機械製造業)
1313-107040-7

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

90
株式会社　グローリア
(不動産管理業)
1307-323991-7

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

91
株式会社　レーベンコミュニティ
(建物サービス業)
1301-660043-0

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

92
株式会社　英國屋
(男子服小売業)
1301-583575-0

老舗としての伝統を大切にしながら、変化を受容し成長を続け、
１００年企業を目指します。従業員が長く活躍できる環境を確立。平均勤続
年数２２年。残業ほぼ０。有休平均取得１３．７日。

93 ★
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。

94 ★
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。

95 ★
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。

96 ★
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。
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97
株式会社　やまねメディカル
(老人福祉・介護事業)
1301-621350-6

ご利用者様との心のつながりを最重視した高品質のサービス提供を行って
いる介護事業会社です。デイサービス、サービス付高齢者向け住宅、関連
サービス事業など、積極的に事業を拡大中です。

98
株式会社　東都観光企業　総轄本社
(旅館，ホテル)
1309-626717-2

当社はタクシー・ハイヤー・観光バス・ホテル・ゴルフ場等を運営する東都自
動車グループ（社員４１００名）のグループ企業です。無借金・無借地による
安定した経営基盤が特徴です。

99
八洲ファシリティサービス　株式会社
(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。

100
日東工営　株式会社
(建築工事業)
1308-622750-7

産業建築物、店舗、オフィス等あらゆる建築物を提供。定期、保守点検も充
実。熊本地震、東日本大震災、阪神・淡路大震災等の災害に対し仮設住宅
を提供。平成１４年ＩＳＯ９００１取得。

101
株式会社　チヨダ
(靴・履物小売業)
1308-300742-2

紳士靴、婦人靴は日々使う低単価から取り揃え、ブランドスニーカーやプラ
イベートブランド商品まで幅広く展開、老若男女問わず足元を全国で支えて
います。

102
日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

２０１９年８月で創業３５周年を迎えます。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。

103
東都興業　株式会社
(金属製品製造業)
1302-311666-7

施設園芸用資材のトップメーカーとして創業以来順調に業績を伸ばしてい
る。特許製品を多く手掛けており、安定性も高い。

104
株式会社　ニックフーズ
(食料・飲料卸売業)
1308-620301-6

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

105
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。

106
ブルーチップ　株式会社
(事業サービス業)
1301-626182-0

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

107
ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

各地に物流拠点を充実させ、全てコンピューター管理による物流システムを
備え、お客様のニーズにお応えしています。

108
株式会社　タカノスマイル
(産業機械器具卸売業)
1313-410679-0

大正１２年創業という長い歴史を生かし、お得意先・仕入先等各関係先から
の信頼は厚く、各社員の自主性を尊重し伸ばしていく企業

109
水戸工業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1301-206967-0

官庁及び上場会社を得意先として、機械部品、設備の製造販売する会社。
建設機械用工具の９０％、オートバイ用工具の６０％以上のシェアーを有す
る。

110
渡辺パイプ　株式会社
(建築材料卸売業)
1301-637853-0

全国５４５ヵ所以上の営業所を拠点に上下水道や電気設備・住宅設備の商
社として、また、農業用設備資材のメーカーとして、約７万社のお客様を通じ
て、豊かで快適な生活を支えています。

111
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

112
株式会社　ＫＤＤＩエボルバ
(専門サービス業)
1308-432529-9

ＫＤＤＩエボルバはＫＤＤＩのグループ企業として全国でコンタクトセンター・ア
ウトソーシングやＩＴソリューションサービス等、高品質なコミュニケーション
サービスをお客様へ提供しています

113
株式会社　リブ・マックス
(不動産賃貸業)
1304-658077-0

不動産に関する多種多様なビジネスを全国に展開し、空間という資産を最
大限活用し、急成長を遂げている企業です。あなたの実力を発揮してみま
せんか？

114
株式会社　キーマネジメントソリューションズ
(ソフトウェア業)
1308-450028-0

最新の技術を取り入れながら、お客様と共にビジネスの本質を理解し、大手
企業の事業の中枢を支えるシステム構築・保守・運用に携わっております。

115
株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1308-648142-8

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。

116
アコマ医科工業　株式会社
(医療用機械器具・医療用品製造業)
1301-100290-2

新職能制による安定した給与体系の基に、全社員が「医療従事者の良きア
シスタント」として、医学のめざましい進歩と共に歩き続ける企業です。

117
大和産業　株式会社
(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。

118
朝日容器工業　株式会社
(再生資源卸売業)
1312-202152-3

創業以来６０余年、ドラム缶再生の独自技術を開発により業績は堅調に推
移。取引先は化学、塗料業界の大手企業で今後とも経営の安定と発展が期
待できる。

119
東洋ワークセキュリティ　株式会社
(警備業)
0449-911462-1

全国に３８営業所を展開し、高い技術力とネットワークを構築しています。警
備サービスの分野では東北で最大規模、盤石な経営のもと社員育成に力を
入れサービス品質の向上に努めています。

120
株式会社　銀座ルノアール
(喫茶店)
1308-415882-3

会社設立以来、都市型喫茶店としてチェーン化を図り、多様化する都市生
活の中、ゆったりと落ち着いた雰囲気で「都会のオアシス」としてくつろぎの
空間を提供してきました。
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1 株式会社　フォーラムジャパン 労働者派遣業 営業（ルートセールス） 13010-268498 2 3年以内

2 ＫＳＲ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 26020-11698 3 3年以内

3 ＳＥＴソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-254498 20 3年以内

4 株式会社　東光 卸売業 営業 13040-306298 2 3年以内

事務職 13010-248098 2 3年以内

介護職 13010-246598 5 3年以内

営業 11120-11898 3 3年以内

生産管理 11120-8398 2 3年以内

技術職（商品開発） 11120-9498 2 3年以内

プロダクトデザイナー 11120-10598 2 3年以内

7 アルフレッサメディカルサービス　株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業・管理） 13010-124898 5 不可

8 株式会社　東京リーガルマインド 専修学校，各種学校 総合職（学校運営、商品企画・営業・管理部門等） 13080-100198 5 5年以内

9 コネクシオ　株式会社 小売業 接客専任職（東京・埼玉・千葉・神奈川） 13080-163698 70 3年以内

管理部門（総務／人事／業務管理） 13010-153998 7 3年以内

システムエンジニア／プログラマー 13010-154398 30 3年以内

システムエンジニア／プログラマー（池袋） 13010-155498 6 3年以内

システムエンジニア／プログラマー（蒲田） 13010-157298 7 3年以内

11 ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社 自動車・同附属品製造業 総合職 13040-28698 4 3年以内

12 株式会社　ＬａｉｎＺ ソフトウェア業 総合職（ネットワーク・サーバエンジニア・ＰＧ） 13010-74398 3 5年以内

13 三州野安　株式会社 陶磁器・同関連製品製造業 営業職 23110-61798 2 3年以内

14 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（総合職） 13170-2798 40 3年以内

15 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 13040-152298 5 3年以内

ＯＡ事務 13040-312498 3 3年以内

システムエンジニア 13040-313198 3 3年以内

17 江戸川木材工業　株式会社 建築材料卸売業 営業 13130-138498 2 3年以内

18 ボクソン工業　株式会社 はん用機械・同部分品製造業 サービスエンジニア 13070-180498 3 3年以内

19 株式会社　ヒューテックノオリン 冷蔵倉庫業 物流管理業務全般（総合職） 13080-40098 10 3年以内

総合職／ルート営業営業事務からのスタート 13060-13798 3 不可

事務／本社間接部門アシスタントからのスタート 13060-12098 2 不可

21 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業 技術総合職 13080-74798 10 4年以内

営業職 13080-240898 1 3年以内

事務職 13080-241098 1 3年以内

接客・販売職（幹部候補）（守谷サービスエリア） 13080-242798 2 3年以内

接客・販売職（幹部候補）（高坂サービスエリア） 13080-243698 2 3年以内

23 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-17498 2 3年以内

24 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業開発職）東京営業所 27030-57898 2 3年以内

ＯＡアシスタント 13080-202698 3 3年以内

プログラマー 13080-200098 3 3年以内

システム運用・ヘルプデスク 13080-204398 3 3年以内

プログラマー 13080-194898 2 3年以内

26 中央運輸　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（営業・事務・輸送・保管業務） 13010-75498 5 3年以内

27 株式会社　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-120098 24 3年以内

28 ナスラック　株式会社 建築材料卸売業 法人営業職 23020-105098 8 3年以内

ネットワークエンジニア 13030-45198 2 3年以内

プログラマー 13030-46298 3 3年以内

営業 13070-282098 2 3年以内

品質保証 13070-281898 1 3年以内

経理・総務職 12100-12298 1 3年以内

製造職 12100-11198 3 3年以内

32 株式会社　ちよだ鮨 すし店 総合職（店舗運営） 13010-303798 10 3年以内

建築設計 13010-51298 1 3年以内

建築設備設計（空調／衛生設備設計） 13010-53898 2 3年以内

建築設備設計（電気設備設計） 13010-54098 2 3年以内

提案営業職 13040-330198 2 3年以内

インフラエンジニア 13040-331298 2 3年以内

35 株式会社　福島屋 各種商品小売業 総合職（商品企画・販売） 13160-14298 5 3年以内

36 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 13040-94698 10 3年以内

営業 13010-263098 1 3年以内

システムエンジニア 13010-264798 10 3年以内

営業／品川区 13040-171898 1 3年以内

生産技術／南アルプス市 13040-150498 1 3年以内

生産管理／南アルプス市 13040-168398 1 3年以内

品質管理／南アルプス市 13040-169498 1 3年以内

製造／南アルプス市 13040-170598 2 3年以内

技術／品川区 13040-172098 1 3年以内

39 臼杵運送　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（関東：物流業務事務） 44010-108798 2 3年以内

40 株式会社　イチネンＴＤリース 自動車賃貸業 営業 13040-214998 2 3年以内

41 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） 13040-45398 10 3年以内

42 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 13010-416098 10 3年以内

株式会社　ハンセン16

産業機械器具卸売業株式会社　テヅカ20

計量器・測定器等製造株式会社　ドリテック6

ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業アルファコンピュータ　株式会社34

ソフトウェア業株式会社　アイネット37

老人福祉・介護事業株式会社　グッドライフケア東京5

電気機械器具製造業株式会社　アルファ・オイコス31

土木建築サービス業株式会社　エイ・アンド・エス・システム33

各種食料品小売業小島屋乳業製菓　株式会社22

情報処理・提供サービス業株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社25

ソフトウェア業株式会社　セル29

輸送用機械器具製造業株式会社　五光製作所30

東京コンピュータサービス　株式会社10

情報処理・提供サービス業

工業用プラスチック製品製造
業

山下電気　株式会社38
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43 原電エンジニアリング　株式会社 技術サービス業 技術サービス職（原子力発電所の運転補助業務等） 13030-83798 16 3年以内

トンネル工事職員（事務管理） 13090-60698 2 5年以内

トンネル工事職員（現場管理） 13090-61998 5 5年以内

機械電気設備設置工（トンネル工事現場・機械電気職員） 13090-62398 2 3年以内

企画営業 13030-71298 1 3年以内

事務 13030-69398 1 3年以内

インサイドセールス（ネットワーク機器の製造販売） 13030-72598 1 3年以内

技術職 13030-70198 1 3年以内

46 株式会社　東東京イエローハット 小売業 自動車用品の販売職・自動車整備技術職 13110-31598 3 3年以内

47 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業・経理 13040-348198 5 3年以内

48 株式会社　シービーエス 建物サービス業 総合職 13040-179298 5 4年以内

49 大和鋼帯　株式会社 金属製品製造業 総合職（営業職） 13010-472598 1 3年以内

50 三和ベンダー　株式会社 食料・飲料卸売業 アサヒ飲料の自動販売機プロデューサー！ 13010-469398 12 3年以内

営業職／江東区 13040-211098 1 3年以内

事務職 13040-212798 1 3年以内

研究・技術職（ゴムロール・ゴムブランケット） 13040-201598 4 3年以内

技術職（設計・工務） 13040-210898 1 3年以内

52 マツモト産業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 27030-152898 30 3年以内

【東京支店】事務職 33010-40298 1 3年以内

【東京支店】社内システムエンジニア 33010-38698 1 3年以内

【東京支店】土木施工管理 33010-34598 2 3年以内

【東京支店】推進機械オペレーション 33010-35898 1 3年以内

企画営業（広告・システム） 13010-434998 2 5年以内

システム系人材営業 13010-435398 2 5年以内

システムエンジニア・プログラマー 13010-436498 4 不可

営業職 13070-113998 3 2年以内

事務職 13070-109298 2 2年以内

サービスメンテナンス職 13070-110098 2 2年以内

研究開発・設計職 13070-111798 3 2年以内

56 共和化工　株式会社 設備工事業 総合職（営業・設計、施工管理、研究、管理） 13040-57598 10 2年以内

57 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-353998 5 3年以内

営業／セールス・エンジニア 13090-193198 3 3年以内

設計・開発 13090-194298 3 3年以内

営業 13130-21798 2 ２年以内

設計・製造・施工工程管理　他 13130-20098 2 ２年以内

総合職（営業） 13010-491798 15 3年以内

事務職 13010-492698 2 3年以内

営業（ルート営業） 13040-343798 6 3年以内

営業事務（横浜営業所） 13040-339498 1 3年以内

一般事務（本社勤務） 13040-344698 1 3年以内

62 日本デジタルデザイン　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 13010-404198 5 3年以内

63 深田パーカライジング　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 技術職 13060-78898 2 3年以内

64 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 13080-267098 25 5年以内

65 株式会社　キャンドゥコンセプト 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13070-179698 4 3年以内

66 ＮＩＣ　株式会社 通信機械器具・同関連機械器具製造業 設計・開発 13146-35098 2 3年以内

67 サラダカフェ　株式会社 飲食料品小売業 販売職（店舗スタッフ）関東 27060-75498 5 3年以内

営業職 13010-478398 2 3年以内

デザイナー職 13010-479498 1 3年以内

営業（マッシュルーム） 13090-196898 1 3年以内

営業事務 13090-123798 1 3年以内

プログラマー 13090-198798 5 3年以内

ＳＥ（システムエンジニア） 13090-199698 5 3年以内

71 株式会社　トータルオーエーシステムズ ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13080-253398 15 3年以内

営業 13010-314398 1 3年以内

営業アシスタント（営業事務） 13010-315498 1 3年以内

73 斎長物産　株式会社 建築材料卸売業 総合職（企画営業） 13010-510798 10 3年以内

渋谷本社の一般事務 13070-416798 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門４０年続く老舗カフェ／渋谷 13070-191298 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門フレンチレストラン／渋谷 13070-192598 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門オーガニックカフェ／渋谷 13070-193898 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・割烹料理／渋谷 13070-194098 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・炭火焼き専門店／渋谷 13070-195798 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門イタリアンレストラン／渋谷 13070-196698 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・そば処／渋谷・新宿 13070-197998 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門イタリアンレストラン／秋葉原 13070-198398 1 3年以内

75 株式会社　アドバンストラフィックシステムズ ソフトウェア業 システムエンジニアプログラマー 13080-277698 30 8年以内

営業 22010-216498 10 3年以内

事務職 22010-215398 2 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 13070-169098 3 不可

78 株式会社　パーパスエコテック 職別工事業 住宅設備機器の営業 13010-527098 5 3年以内

はん用機械・同部分品製造業株式会社　東京洗染機械製作所55

電子応用装置製造業ハヤシレピック　株式会社58

株式会社　アルス68

食料・飲料卸売業株式会社　ワキュウトレーディング　東京事務所69

ソフトウェア業株式会社　デジックデザイン70

一般産業用機械・装置製造
業

日東化工機　株式会社59

金融商品取引業セントレード証券　株式会社

ソフトウェア業株式会社　メディアネットワーク54

卸売業ＦＸＣ　株式会社45

一般土木建築工事業株式会社　蓬莱組53

ゴムベルト・工業用ゴム製品
等製造業

株式会社　金陽社51

土木工事業吉田直土木　株式会社44

60

事業サービス業

電気機械器具卸売業斉田電機産業　株式会社61

74 クマガイコーポレーション　株式会社 飲食店

電気機械器具卸売業株式会社　サン電子72

各種物品賃貸業太陽建機レンタル　株式会社76
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営業職 13070-301098 13 3年以内

事務職 13070-305398 1 3年以内

施工職 13070-303698 4 3年以内

80 サンコー・エア・セルテック　株式会社 運輸に附帯するサービス業 航空関連技能職 13010-476698 30 3年以内

81 株式会社　コスモ・インテリジェンス ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13150-32098 3 3年以内

82 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 13080-97598 5 5年以内

83 株式会社　テイルウィンドシステム 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマ 13150-12298 5 3年以内

84 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） 13070-9398 15 5年以内

85 株式会社　メトロ ソフトウェア業 総合職（技術職） 13040-29998 15 3年以内

86 トッパン・フォームズ・オペレーション　株式会社 情報処理・提供サービス業 ＩＴエンジニア 13040-355498 10 3年以内

87 英雄海運　株式会社 沿海海運業 総合職 13010-407898 2 1年以内

提案営業（磁気関連装置）東京営業所 13100-16098 2 3年以内

購買事務 13100-17798 1 3年以内

営業事務／アシスタント事務（海外営業部） 13100-19998 1 3年以内

技術職（磁気関連装置の開発、設計） 13100-18698 3 3年以内

営業販売職（海外営業） 13130-32398 1 3年以内

営業販売職（国内営業） 13130-34198

サービスエンジニア（技術職） 13130-33498 1 3年以内

営業職 13070-212198 2 2年以内

設計・施工管理職 13070-214598 2 2年以内

総合職（コンサルティング営業職・技術営業） 13010-347398 10 3年以内

総合事務員（営業事務／会計事務） 13010-348498 10 3年以内

92 株式会社　英國屋 男子服小売業 総合職（フルオーダースーツコンサルティング販売・営業） 13010-530498 5 3年以内

プログラマー 13200-16198 2 3年以内

システムエンジニア 13200-17298 2 3年以内

運用エンジニア 13040-362398 3 3年以内

開発エンジニア（プログラマー） 13040-363498 4 3年以内

インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジニア 13040-364198 3 3年以内

95 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 13070-43498 3 3年以内

96 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 13010-280798 5 3年以内

総合職（事務職） 13010-534898 5 3年以内

介護職 13010-533598 30 3年以内

98 株式会社　東都観光企業　総轄本社 旅館，ホテル ホテルスタッフ（フロント・レストラン） 13090-141998 5 5年以内

総合職（機械保守作業） 13110-35698 1 3年以内

総合職（営業） 13110-36998 1 3年以内

総合職（設計・現場施工管理） 13110-37398 1 3年以内

営業職 13080-293798 4 3年以内

経理職 13080-297498

技術職（設計・積算） 13080-294698 5 3年以内

技術職（施工管理） 13080-296398 7 3年以内

101 株式会社　チヨダ 靴・履物小売業 総合職 13080-307798 40 3年以内

総合職 13040-369798 2 3年以内

営業職 13040-365298 3 3年以内

事務職 13040-366598 3 3年以内

デザイン職 13040-367898 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 13040-368098 20 3年以内

103 東都興業　株式会社 金属製品製造業 総合職（営業職） 13010-540198 2 3年以内

104 株式会社　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 総合職／営業・商品開発・品管・仕入・製造・事務・出荷業務 13080-306098 5 3年以内

105 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） 13110-41098 15 3年以内

106 ブルーチップ　株式会社 事業サービス業 総合職（コンサルティング営業・企画・システム開発） 13010-257798 5 3年以内

営業職 13010-458798 2 2年以内

企画・事務職 13010-459698 2 2年以内

倉庫管理（全国型） 13010-460498 5 2年以内

倉庫管理（勤務地限定型） 13010-466798 5 2年以内

108 株式会社　タカノスマイル 産業機械器具卸売業 営業職 13130-151698 3 3年以内

109 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職（セールスエンジニア） 13010-144698 8 3年以内

110 渡辺パイプ　株式会社 建築材料卸売業 ルート営業／東京都 13010-502798 4 不可

警務職（機械警備） 13080-313098 10 3年以内

警務職（常駐警備） 13080-310298 20 3年以内

警務職（運輸警備） 13080-311598 10 3年以内

技術職 13080-314798 5 3年以内

総合職 13080-244998 20 3年以内

ＩＴスペシャリスト職 13080-245398 50 3年以内

ビジネスホテル運営スタッフ（総合職） 13040-131698 15 1年以内

マンスリーマンションルームアドバイザー（総合職） 13040-199798 10 1年以内

リゾートホテル運営スタッフ（総合職） 13040-200298 15 1年以内

一般事務（本社管理部門） 13040-198098 3 1年以内

114 株式会社　キーマネジメントソリューションズ ソフトウェア業 ＳＥ（システムエンジニア）　ＰＧ（システムプログラマー） 13080-303298 10 3年以内

募集終了

募集終了

89

不動産管理業株式会社　グローリア90

建物サービス業株式会社　レーベンコミュニティ91

生活関連産業用機械製造業

電気計測器製造業電子磁気工業　株式会社88

株式会社　桜井グラフィックシステムズ

不動産管理業株式会社　ホームネット79

100

ソフトウェア業日本電算　株式会社102

こん包業ピップ物流　株式会社107

ソフトウェア業ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社93

専門サービス業八洲ファシリティサービス　株式会社99

建築工事業日東工営　株式会社

老人福祉・介護事業株式会社　やまねメディカル97

ソフトウェア業株式会社　ティエスイー94

不動産賃貸業株式会社　リブ・マックス113

警備業セントラル警備保障　株式会社111

専門サービス業株式会社　ＫＤＤＩエボルバ112
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第１回　新規大卒者等合同就職面接会（６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

営業アシスタント 13080-317398 1 3年以内

システム開発エンジニア（開発） 13080-318498 4 3年以内

システム開発アシスタント 13080-319198 4 3年以内

管理系事務職 13010-539398 5 3年以内

技術職（医療機器製造販売） 13010-537698 5 3年以内

システム開発職（医療機器製造販売） 13010-538998 5 3年以内

総合職（営業） 13040-383098 3 5年以内

総合職（海外営業） 13040-386998 1 5年以内

総合職（技術） 13040-388498 1 5年以内

総合職（物流管理） 13040-389198 1 5年以内

118 朝日容器工業　株式会社 再生資源卸売業 営業・事務 13120-43098 5 3年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）［宇都宮、小山、那須］ 04490-212698 2 3年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）新宿、上野、大井、立川 04490-215498 8 3年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-218598 2 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）新宿、上野、大井、立川 04490-216198 14 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-219898 2 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）［宇都宮、小山、那須塩原］ 04490-213998 2 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）［宇都宮、小山、那須塩原］ 04490-214398 5 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）新宿、上野、大井、立川 04490-217298 43 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-220698 3 3年以内

120 株式会社　銀座ルノアール 喫茶店 総合職 13080-282598 15 3年以内

ソフトウェア業株式会社　ウェブスター115

119 東洋ワークセキュリティ　株式会社 警備業

医療用機械器具・医療用品
製造業

アコマ医科工業　株式会社116

卸売業大和産業　株式会社117
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第１回新規大卒者等合同就職面接会（６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

7 アルフレッサメディカルサービス　株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業・管理） 13010-124898 5 不可

8 株式会社　東京リーガルマインド 専修学校，各種学校 総合職（学校運営、商品企画・営業・管理部門等） 13080-100198 5 5年以内

11 ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社 自動車・同附属品製造業 総合職 13040-28698 4 3年以内

12 株式会社　ＬａｉｎＺ ソフトウェア業 総合職（ネットワーク・サーバエンジニア・ＰＧ） 13010-74398 3 5年以内

14 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（総合職） 13170-2798 40 3年以内

19 株式会社　ヒューテックノオリン 冷蔵倉庫業 物流管理業務全般（総合職） 13080-40098 10 3年以内

20 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 総合職／ルート営業営業事務からのスタート 13060-13798 3 不可

21 株式会社　ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業 技術総合職 13080-74798 10 4年以内

23 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-17498 2 3年以内

24 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業開発職）東京営業所 27030-57898 2 3年以内

26 中央運輸　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（営業・事務・輸送・保管業務） 13010-75498 5 3年以内

32 株式会社　ちよだ鮨 すし店 総合職（店舗運営） 13010-303798 10 3年以内

35 株式会社　福島屋 各種商品小売業 総合職（商品企画・販売） 13160-14298 5 3年以内

39 臼杵運送　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（関東：物流業務事務） 44010-108798 2 3年以内

41 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） 13040-45398 10 3年以内

48 株式会社　シービーエス 建物サービス業 総合職 13040-179298 5 4年以内

49 大和鋼帯　株式会社 金属製品製造業 総合職（営業職） 13010-472598 1 3年以内

56 共和化工　株式会社 設備工事業 総合職（営業・設計、施工管理、研究、管理） 13040-57598 10 2年以内

60 セントレード証券　株式会社 金融商品取引業 総合職（営業） 13010-491798 15 3年以内

73 斎長物産　株式会社 建築材料卸売業 総合職（企画営業） 13010-510798 10 3年以内

84 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） 13070-9398 15 5年以内

85 株式会社　メトロ ソフトウェア業 総合職（技術職） 13040-29998 15 3年以内

87 英雄海運　株式会社 沿海海運業 総合職 13010-407898 2 1年以内

91 株式会社　レーベンコミュニティ 建物サービス業 総合職（コンサルティング営業職・技術営業） 13010-347398 10 3年以内

92 株式会社　英國屋 男子服小売業 総合職（フルオーダースーツコンサルティング販売・営業） 13010-530498 5 3年以内

97 株式会社　やまねメディカル 老人福祉・介護事業 総合職（事務職） 13010-534898 5 3年以内

総合職（機械保守作業） 13110-35698 1 3年以内

総合職（営業） 13110-36998 1 3年以内

総合職（設計・現場施工管理） 13110-37398 1 3年以内

101 株式会社　チヨダ 靴・履物小売業 総合職 13080-307798 40 3年以内

102 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 総合職 13040-369798 2 3年以内

103 東都興業　株式会社 金属製品製造業 総合職（営業職） 13010-540198 2 3年以内

104 株式会社　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 総合職／営業・商品開発・品管・仕入・製造・事務・出荷業務 13080-306098 5 3年以内

105 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） 13110-41098 15 3年以内

106 ブルーチップ　株式会社 事業サービス業 総合職（コンサルティング営業・企画・システム開発） 13010-257798 5 3年以内

112 株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 専門サービス業 総合職 13080-244998 20 3年以内

ビジネスホテル運営スタッフ（総合職） 13040-131698 15 1年以内

マンスリーマンションルームアドバイザー（総合職） 13040-199798 10 1年以内

リゾートホテル運営スタッフ（総合職） 13040-200298 15 1年以内

総合職（営業） 13040-383098 3 5年以内

総合職（海外営業） 13040-386998 1 5年以内

総合職（技術） 13040-388498 1 5年以内

総合職（物流管理） 13040-389198 1 5年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）［宇都宮、小山、那須］ 04490-212698 2 3年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）新宿、上野、大井、立川 04490-215498 8 3年以内

総合職（警備実務・総務事務・営業）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-218598 2 3年以内

120 株式会社　銀座ルノアール 喫茶店 総合職 13080-282598 15 3年以内

1 株式会社　フォーラムジャパン 労働者派遣業 営業（ルートセールス） 13010-268498 2 3年以内

4 株式会社　東光 卸売業 営業 13040-306298 2 3年以内

6 株式会社　ドリテック 計量器・測定器等製造 営業 11120-11898 3 3年以内

13 三州野安　株式会社 陶磁器・同関連製品製造業 営業職 23110-61798 2 3年以内

17 江戸川木材工業　株式会社 建築材料卸売業 営業 13130-138498 2 3年以内

22 小島屋乳業製菓　株式会社 各種食料品小売業 営業職 13080-240898 1 3年以内

28 ナスラック　株式会社 建築材料卸売業 法人営業職 23020-105098 8 3年以内

30 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 営業 13070-282098 2 3年以内

34 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 提案営業職 13040-330198 2 3年以内

37 株式会社　アイネット ソフトウェア業 営業 13010-263098 1 3年以内

38 山下電気　株式会社 工業用プラスチック製品製造業 営業／品川区 13040-171898 1 3年以内

40 株式会社　イチネンＴＤリース 自動車賃貸業 営業 13040-214998 2 3年以内

45 ＦＸＣ　株式会社 卸売業 企画営業 13030-71298 1 3年以内

47 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業・経理 13040-348198 5 3年以内

51 株式会社　金陽社 ゴムベルト・工業用ゴム製品等製造業 営業職／江東区 13040-211098 1 3年以内

警備業東洋ワークセキュリティ　株式会社119

１　総合職

専門サービス業八洲ファシリティサービス　株式会社99

不動産賃貸業株式会社　リブ・マックス113

卸売業大和産業　株式会社117

２　営業
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第１回新規大卒者等合同就職面接会（６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

52 マツモト産業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 27030-152898 30 3年以内

企画営業（広告・システム） 13010-434998 2 5年以内

システム系人材営業 13010-435398 2 5年以内

55 株式会社　東京洗染機械製作所 はん用機械・同部分品製造業 営業職 13070-113998 3 2年以内

58 ハヤシレピック　株式会社 電子応用装置製造業 営業／セールス・エンジニア 13090-193198 3 3年以内

59 日東化工機　株式会社 一般産業用機械・装置製造業 営業 13130-21798 2 ２年以内

61 斉田電機産業　株式会社 電気機械器具卸売業 営業（ルート営業） 13040-343798 6 3年以内

68 株式会社　アルス 事業サービス業 営業職 13010-478398 2 3年以内

69 株式会社　ワキュウトレーディング　東京事務所 食料・飲料卸売業 営業（マッシュルーム） 13090-196898 1 3年以内

72 株式会社　サン電子 電気機械器具卸売業 営業 13010-314398 1 3年以内

76 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 営業 22010-216498 10 3年以内

78 株式会社　パーパスエコテック 職別工事業 住宅設備機器の営業 13010-527098 5 3年以内

79 株式会社　ホームネット 不動産管理業 営業職 13070-301098 13 3年以内

88 電子磁気工業　株式会社 電気計測器製造業 提案営業（磁気関連装置）東京営業所 13100-16098 2 3年以内

営業販売職（海外営業） 13130-32398 1 3年以内

営業販売職（国内営業） 13130-34198

90 株式会社　グローリア 不動産管理業 営業職 13070-212198 2 2年以内

100 日東工営　株式会社 建築工事業 営業職 13080-293798 4 3年以内

102 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 営業職 13040-365298 3 3年以内

107 ピップ物流　株式会社 こん包業 営業職 13010-458798 2 2年以内

108 株式会社　タカノスマイル 産業機械器具卸売業 営業職 13130-151698 3 3年以内

109 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職（セールスエンジニア） 13010-144698 8 3年以内

110 渡辺パイプ　株式会社 建築材料卸売業 ルート営業／東京都 13010-502798 4 不可

２　営業/３　事務 118 朝日容器工業　株式会社 再生資源卸売業 営業・事務 13120-43098 5 3年以内

5 株式会社　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 事務職 13010-248098 2 3年以内

6 株式会社　ドリテック 計量器・測定器等製造 生産管理 11120-8398 2 3年以内

10 東京コンピュータサービス　株式会社 ソフトウェア業 管理部門（総務／人事／業務管理） 13010-153998 7 3年以内

16 株式会社　ハンセン 情報処理・提供サービス業 ＯＡ事務 13040-312498 3 3年以内

20 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 事務／本社間接部門アシスタントからのスタート 13060-12098 2 不可

22 小島屋乳業製菓　株式会社 各種食料品小売業 事務職 13080-241098 1 3年以内

25 株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社 情報処理・提供サービス業 ＯＡアシスタント 13080-202698 3 3年以内

31 株式会社　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業 経理・総務職 12100-12298 1 3年以内

44 吉田直土木　株式会社 土木工事業 トンネル工事職員（事務管理） 13090-60698 2 5年以内

事務 13030-69398 1 3年以内

インサイドセールス（ネットワーク機器の製造販売） 13030-72598 1 3年以内

51 株式会社　金陽社 ゴムベルト・工業用ゴム製品等製造業 事務職 13040-212798 1 3年以内

53 株式会社　蓬莱組 一般土木建築工事業 【東京支店】事務職 33010-40298 1 3年以内

55 株式会社　東京洗染機械製作所 はん用機械・同部分品製造業 事務職 13070-109298 2 2年以内

60 セントレード証券　株式会社 金融商品取引業 事務職 13010-492698 2 3年以内

営業事務（横浜営業所） 13040-339498 1 3年以内

一般事務（本社勤務） 13040-344698 1 3年以内

69 株式会社　ワキュウトレーディング　東京事務所 食料・飲料卸売業 営業事務 13090-123798 1 3年以内

72 株式会社　サン電子 電気機械器具卸売業 営業アシスタント（営業事務） 13010-315498 1 3年以内

74 クマガイコーポレーション　株式会社 飲食店 渋谷本社の一般事務 13070-416798 1 3年以内

76 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 事務職 22010-215398 2 3年以内

79 株式会社　ホームネット 不動産管理業 事務職 13070-305398 1 3年以内

購買事務 13100-17798 1 3年以内

営業事務／アシスタント事務（海外営業部） 13100-19998 1 3年以内

91 株式会社　レーベンコミュニティ 建物サービス業 総合事務員（営業事務／会計事務） 13010-348498 10 3年以内

100 日東工営　株式会社 建築工事業 経理職 13080-297498

102 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 事務職 13040-366598 3 3年以内

107 ピップ物流　株式会社 こん包業 企画・事務職 13010-459698 2 2年以内

113 株式会社　リブ・マックス 不動産賃貸業 一般事務（本社管理部門） 13040-198098 3 1年以内

115 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 13080-317398 1 3年以内

116 アコマ医科工業　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 管理系事務職 13010-539398 5 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）新宿、上野、大井、立川 04490-216198 14 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-219898 2 3年以内

業務職（警備実務・総務事務）［宇都宮、小山、那須塩原］ 04490-213998 2 3年以内

9 コネクシオ　株式会社 小売業 接客専任職（東京・埼玉・千葉・神奈川） 13080-163698 70 3年以内

接客・販売職（幹部候補）（守谷サービスエリア） 13080-242798 2 3年以内

接客・販売職（幹部候補）（高坂サービスエリア） 13080-243698 2 3年以内

27 株式会社　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 販売 13080-120098 24 3年以内

募集終了

募集終了

ソフトウェア業株式会社　メディアネットワーク54

生活関連産業用機械製造業株式会社　桜井グラフィックシステムズ89

２　営業

卸売業ＦＸＣ　株式会社45

電気機械器具卸売業斉田電機産業　株式会社61

電気計測器製造業電子磁気工業　株式会社88

３　事務

４　接客・販売

警備業東洋ワークセキュリティ　株式会社119

各種食料品小売業小島屋乳業製菓　株式会社22
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46 株式会社　東東京イエローハット 小売業 自動車用品の販売職・自動車整備技術職 13110-31598 3 3年以内

67 サラダカフェ　株式会社 飲食料品小売業 販売職（店舗スタッフ）関東 27060-75498 5 3年以内

サービス・キッチン・管理部門４０年続く老舗カフェ／渋谷 13070-191298 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門フレンチレストラン／渋谷 13070-192598 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門オーガニックカフェ／渋谷 13070-193898 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・割烹料理／渋谷 13070-194098 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・炭火焼き専門店／渋谷 13070-195798 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門イタリアンレストラン／渋谷 13070-196698 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門和食・そば処／渋谷・新宿 13070-197998 1 3年以内

サービス・キッチン・管理部門イタリアンレストラン／秋葉原 13070-198398 1 3年以内

98 株式会社　東都観光企業　総轄本社 旅館，ホテル ホテルスタッフ（フロント・レストラン） 13090-141998 5 5年以内

2 ＫＳＲ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 26020-11698 3 3年以内

3 ＳＥＴソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-254498 20 3年以内

システムエンジニア／プログラマー 13010-154398 30 3年以内

システムエンジニア／プログラマー（池袋） 13010-155498 6 3年以内

システムエンジニア／プログラマー（蒲田） 13010-157298 7 3年以内

15 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 13040-152298 5 3年以内

16 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 13040-313198 3 3年以内

プログラマー 13080-200098 3 3年以内

システム運用・ヘルプデスク 13080-204398 3 3年以内

プログラマー 13080-194898 2 3年以内

ネットワークエンジニア 13030-45198 2 3年以内

プログラマー 13030-46298 3 3年以内

34 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 インフラエンジニア 13040-331298 2 3年以内

36 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 13040-94698 10 3年以内

37 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 13010-264798 10 3年以内

42 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 13010-416098 10 3年以内

53 株式会社　蓬莱組 一般土木建築工事業 【東京支店】社内システムエンジニア 33010-38698 1 3年以内

54 株式会社　メディアネットワーク ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13010-436498 4 不可

57 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-353998 5 3年以内

62 日本デジタルデザイン　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 13010-404198 5 3年以内

64 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 13080-267098 25 5年以内

65 株式会社　キャンドゥコンセプト 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13070-179698 4 3年以内

プログラマー 13090-198798 5 3年以内

ＳＥ（システムエンジニア） 13090-199698 5 3年以内

71 株式会社　トータルオーエーシステムズ ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13080-253398 15 3年以内

75 株式会社　アドバンストラフィックシステムズ ソフトウェア業 システムエンジニアプログラマー 13080-277698 30 8年以内

81 株式会社　コスモ・インテリジェンス ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13150-32098 3 3年以内

82 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 13080-97598 5 5年以内

83 株式会社　テイルウィンドシステム 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマ 13150-12298 5 3年以内

86 トッパン・フォームズ・オペレーション　株式会社 情報処理・提供サービス業 ＩＴエンジニア 13040-355498 10 3年以内

プログラマー 13200-16198 2 3年以内

システムエンジニア 13200-17298 2 3年以内

運用エンジニア 13040-362398 3 3年以内

開発エンジニア（プログラマー） 13040-363498 4 3年以内

インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジニア 13040-364198 3 3年以内

95 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 13070-43498 3 3年以内

96 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 13010-280798 5 3年以内

デザイン職 13040-367898 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 13040-368098 20 3年以内

112 株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 専門サービス業 ＩＴスペシャリスト職 13080-245398 50 3年以内

114 株式会社　キーマネジメントソリューションズ ソフトウェア業 ＳＥ（システムエンジニア）　ＰＧ（システムプログラマー） 13080-303298 10 3年以内

システム開発エンジニア（開発） 13080-318498 4 3年以内

システム開発アシスタント 13080-319198 4 3年以内

株式会社　ティエスイー94

ソフトウェア業日本電算　株式会社102

ソフトウェア業株式会社　ウェブスター115

株式会社　セル29

ソフトウェア業株式会社　デジックデザイン70

ソフトウェア業ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社93

ソフトウェア業

ソフトウェア業

４　接客・販売

５　ＩＣＴ系

ソフトウェア業東京コンピュータサービス　株式会社10

情報処理・提供サービス業株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社25

飲食店クマガイコーポレーション　株式会社74
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5 株式会社　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 介護職 13010-246598 5 3年以内

97 株式会社　やまねメディカル 老人福祉・介護事業 介護職 13010-533598 30 3年以内

技術職（商品開発） 11120-9498 2 3年以内

プロダクトデザイナー 11120-10598 2 3年以内

18 ボクソン工業　株式会社 はん用機械・同部分品製造業 サービスエンジニア 13070-180498 3 3年以内

30 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 品質保証 13070-281898 1 3年以内

31 株式会社　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業 製造職 12100-11198 3 3年以内

建築設計 13010-51298 1 3年以内

建築設備設計（空調／衛生設備設計） 13010-53898 2 3年以内

建築設備設計（電気設備設計） 13010-54098 2 3年以内

生産技術／南アルプス市 13040-150498 1 3年以内

生産管理／南アルプス市 13040-168398 1 3年以内

品質管理／南アルプス市 13040-169498 1 3年以内

製造／南アルプス市 13040-170598 2 3年以内

技術／品川区 13040-172098 1 3年以内

43 原電エンジニアリング　株式会社 技術サービス業 技術サービス職（原子力発電所の運転補助業務等） 13030-83798 16 3年以内

トンネル工事職員（現場管理） 13090-61998 5 5年以内

機械電気設備設置工（トンネル工事現場・機械電気職員） 13090-62398 2 3年以内

45 ＦＸＣ　株式会社 卸売業 技術職 13030-70198 1 3年以内

50 三和ベンダー　株式会社 食料・飲料卸売業 アサヒ飲料の自動販売機プロデューサー！ 13010-469398 12 3年以内

研究・技術職（ゴムロール・ゴムブランケット） 13040-201598 4 3年以内

技術職（設計・工務） 13040-210898 1 3年以内

【東京支店】土木施工管理 33010-34598 2 3年以内

【東京支店】推進機械オペレーション 33010-35898 1 3年以内

サービスメンテナンス職 13070-110098 2 2年以内

研究開発・設計職 13070-111798 3 2年以内

58 ハヤシレピック　株式会社 電子応用装置製造業 設計・開発 13090-194298 3 3年以内

59 日東化工機　株式会社 一般産業用機械・装置製造業 設計・製造・施工工程管理　他 13130-20098 2 ２年以内

63 深田パーカライジング　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 技術職 13060-78898 2 3年以内

66 ＮＩＣ　株式会社 通信機械器具・同関連機械器具製造業 設計・開発 13146-35098 2 3年以内

68 株式会社　アルス 事業サービス業 デザイナー職 13010-479498 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 13070-169098 3 不可

79 株式会社　ホームネット 不動産管理業 施工職 13070-303698 4 3年以内

80 サンコー・エア・セルテック　株式会社 運輸に附帯するサービス業 航空関連技能職 13010-476698 30 3年以内

88 電子磁気工業　株式会社 電気計測器製造業 技術職（磁気関連装置の開発、設計） 13100-18698 3 3年以内

89 株式会社　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 サービスエンジニア（技術職） 13130-33498 1 3年以内

90 株式会社　グローリア 不動産管理業 設計・施工管理職 13070-214598 2 2年以内

技術職（設計・積算） 13080-294698 5 3年以内

技術職（施工管理） 13080-296398 7 3年以内

倉庫管理（全国型） 13010-460498 5 2年以内

倉庫管理（勤務地限定型） 13010-466798 5 2年以内

警務職（機械警備） 13080-313098 10 3年以内

警務職（常駐警備） 13080-310298 20 3年以内

警務職（運輸警備） 13080-311598 10 3年以内

技術職 13080-314798 5 3年以内

技術職（医療機器製造販売） 13010-537698 5 3年以内

システム開発職（医療機器製造販売） 13010-538998 5 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）［宇都宮、小山、那須塩原］ 04490-214398 5 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）新宿、上野、大井、立川 04490-217298 43 3年以内

警備職（警備実務・社員教育）さいたま、越谷、船橋、横浜 04490-220698 3 3年以内

６　介護・福祉

セントラル警備保障　株式会社111

医療用機械器具・医療用品製造業アコマ医科工業　株式会社

建築工事業日東工営　株式会社100

はん用機械・同部分品製造業株式会社　東京洗染機械製作所55

116

土木建築サービス業株式会社　エイ・アンド・エス・システム33

７　専門職・
その他

工業用プラスチック製品製造業山下電気　株式会社38

一般土木建築工事業株式会社　蓬莱組53

ゴムベルト・工業用ゴム製品等製造業株式会社　金陽社51

警備業東洋ワークセキュリティ　株式会社119

こん包業ピップ物流　株式会社107

土木工事業吉田直土木　株式会社44

警備業

計量器・測定器等製造株式会社　ドリテック6
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

１　総合職 7

アルフレッサメディカル
サービス　株式会社
(医薬品・化粧品等卸売
業)
1301-651924-3

総合職（営業・管理）
13010-124898

本人の適性に応じて、下記の業務をお任せします。
〔営業部門〕
契約先病院に常駐し、医療材料・医薬品の院内物流システムの管理、およびコスト
ダウンや業務効率化の提案の実施など。
〔管理部門〕
経理、人事、総務の各部門に所属し、間接的に事業内容を支援していきます。

5 大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不
問）

不問 不可

１　総合職 8

株式会社　東京リーガ
ルマインド
(専修学校，各種学校)
1308-619367-7

総合職（学校運営、
商品企画・営業・管理
部門等）
13080-100198

「資格の総合スクールＬＥＣ」の呼称で、全国に資格支援予備校を展開。近年では
就労支援事業をはじめとした官公庁からの受託事業や企業や大学への講座提供、
保育事業へも展開しており、更なる発展に向けて人材を募集しております。入社後
は適性・希望に応じて、以下のような業務を担当いただきます。
○ＬＥＣ各支社での学校運営、受講相談
○商品企画開発、販売促進、マーケティング、広告企画等○管理部門（経理、総
務、営業支援、システム開発（ＳＥ）等）
○営業（官公庁向け、大学向け、企業向け）等

5 大学院卒・大学
卒・短大卒・専
門学校卒

不問 5年以内

１　総合職 11

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

総合職
13040-28698

◆理系・文系問わず募集しております。◆ロボットに興味がある人＆◆自動車関係
に興味がある人に魅力がある会社です。本人の希望を考慮し、個人の適性・成長
性と部門特徴を考え３ヶ月間の新入社員研修後配属決定致します。
■エンジニアリング：機械や設備の設計・開発・製作行います。
■品質保証：大手の自動車メーカーのガラス部品の品質基準を満たし保証する業
務です。
■生産管理：工場での運営を管理して行く部門です。事務仕事や受発注業務がメ
インとなります。

4 大卒、高専、専
修学校、短大、
能開校
※理系・文系不
問

不問 3年以内

１　総合職 12

株式会社　ＬａｉｎＺ
(ソフトウェア業)
1301-624989-1

総合職（ネットワーク・
サーバエンジニア・Ｐ
Ｇ）
13010-74398

＜ネットワーク・サーバエンジニア＞
ネットワークやサーバの設計・構築・運用・保守業務。はじめはサポート業務からス
タートし、徐々にスキルを身につけ、ステップアップしていきます。
＜ＰＧ＞
Ｊａｖａやｐｈｐで組まれたシステムの検証からスタートし、ゆくゆくはプログラミングだ
けでなく、要件定義や設計工程にも携わって頂きます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒
（学部・学科不
問）

不問 5年以内

１　総合職 14

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
（総合職）
13170-2798

入社後は３ヶ月間の研修。（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
作成などのお店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（管理本部、商品開発、海外社員、エリアマネージャー）のキャリア
を目指します。

40 大学院、大学、
短大、専修学
校

・留学生の方
は、日本語能
力試験Ｎ２以上
・簡単なＰＣ入
力できる方

3年以内

１　総合職 19

株式会社　ヒューテック
ノオリン
(冷蔵倉庫業)
1308-638095-0

物流管理業務全般
（総合職）
13080-40098

■冷蔵、冷凍倉庫におけるチルド食品、冷凍食品の入庫・保管・仕分・出庫等の商
品管理業務
■配車、配送、運行管理業務
■事業所内各部署と連携を図り、物流センター業務の調整
■受注入力、帳票発行、伝票発行管理

10 大学院卒業・大
学卒業

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
有れば尚可

3年以内

１　総合職 20

株式会社　テヅカ
(産業機械器具卸売業)
1306-203906-4

総合職／ルート営業
営業事務からのス
タート
13060-13798

○総合職としての採用です。
機械工具メーカーと販売ディーラーを結ぶ卸商社の営業職としてまずは１年間ＯＪＴ
担当者の指導の下、営業事務に従事していただき業界・商品知識、業務フローの
スキルを身につけて頂きます。○１年後、本人の希望と適性を考慮して営業事務・
ルート営業のいずれかを担当します。○まずは営業所への配属で、営業事務から
スタートしますが、本人の適性と組織ニーズによって、他営業所への異動、本社間
接部門を含めた配属・職種転換もあります。

3 大学院・大学・
短大
（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

不可

１　総合職 21

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

技術総合職
13080-74798

「設計・施工管理・施工・ソリューション提案業務・メンテナンス業務」
空調自動制御機器・セキュリティ機器に関する施工、施工管理、試運転調整、保守
業務、不具合対応業務、改修提案業務。省エネ提案業務及び設備改修に伴う設計
施工。

10 大学、短大、高
専、専修学校
【学部学科不
問】

不問 4年以内

１　総合職 23

株式会社　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

総合職（営業）
13130-17498

ハウスメーカー、ビルダー、建設会社、設計事務所などへ、木質の建築内装仕上げ
材などの商品を販売しております。
既存の顧客へのルート営業を行うほか、ハウスメーカーや設計事務所への提案営
業も行います。一般住宅では和室材を多く納品しており、和室部材の提案がオー
ナー様に採用され提供できるなど、大変やりがいのある仕事です。また、現場での
打合せや現場へ納品することもあり、仕事の活動内容は多岐に渡ります。入社一
年目は、先輩社員に同行してのＯＪＴを実施しております。当社は東京新木場を拠
点に、東日本を中心に１５部所の営業展開をしております。

2 大学卒（学部不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）
準中型自動車
免許 尚可

3年以内

１　総合職 24

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

総合職（営業開発職）
東京営業所
27030-57898

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

2 大学卒 不問 3年以内

１　総合職 26

中央運輸　株式会社
(一般貨物自動車運送
業)
1302-304449-9

総合職（営業・事務・
輸送・保管業務）
13010-75498

医薬品輸送のパイオニアとして、温度管理医薬品共同配送をはじめ、一般貨物・出
版物などの保管から配送までを一手に担う、高品質な輸送サービスを提供する総
合物流企業。それが『中央運輸』です。
皆さんには、将来の営業所長・経営幹部候補として、本社や営業所において
「営業」「事務」「輸送」「保管」などあらゆる業務を経験していただきます。
すべての業務に精通したスペシャリストを目指すか、得意分野を究めたプロフェッ
ショナルを目指すか、それは皆さんの自由です。

5 大学・大学院・
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 32

株式会社　ちよだ鮨
(すし店)
1302-412557-5

総合職（店舗運営）
13010-303798

総合職として店舗運営（持ち帰りすしの製造・販売）に携わって頂きます。入社後は
約１年間の研修を経て、翌年から店長として店舗運営をお願いします。
１．入社後３ヶ月間は研修施設ですしの知識と技術を習得します
２．研修店にて製造・販売の業務を担当します
３．４店舗以上での研修勤務を経験後、店長としてキャリアをスタートします
働きながら自分に合った仕事に出会える会社です。若いうちから店舗運営を経験
し、マネジメントや業務改善、目標管理など、パーソナルスキルを高められます。

10 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内
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１　総合職 35

株式会社　福島屋
(各種商品小売業)
1316-4171-4

総合職（商品企画・販
売）
13160-14298

・将来のリーダー候補として、当面各職種の接客販売や、食品の加工、製造、陳列
等の業務を行います。
・また、インストアプロモーション（店内販促）やパート・アルバイトを含めた部門のシ
フト管理や週間販売計画の立案にも携わってもらいます。

5 専修学校卒業
以上

不問 3年以内

１　総合職 39

臼杵運送　株式会社
(一般貨物自動車運送
業)
4401-911689-2

総合職（関東：物流業
務事務）
44010-108798

将来の幹部候補として荷主様によって異なる輸送方法及び運行管理の知識を養
う。
配車等の輸送事務の補助を行いながら、運行管理業務に従事。
運行管理者として、輸送事務及び乗務員の労働時間管理等を実施。
入社後は作業研修もあります。

2 不問 不問 3年以内

１　総合職 41

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）
13040-45398

車が走るために欠かせない「タイヤ」の営業・販売のお仕事です。
各営業所において、法人顧客への営業活動および当社直営店「タイヤセレクト」で
の小売販売を行って頂きます。車の知識や運転経験がない方も安心して下さい。
入社２ヵ月間の研修でタイヤ工場見学やビジネスマナー、当社のサービスを学び必
要なスキルを身につけることができます。
・営業・・・法人顧客（自動車ディーラーやガソリンスタンド）へのルート営業、イベント
や展示、勉強会のご提案等
・販売・・・直営「タイヤセレクト」での小売販売接客・タイヤ交換・ディスプレイ等

10 大学院・大学・
短大・高専・専
門学校卒業
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）

3年以内

１　総合職 48

株式会社　シービーエ
ス
(建物サービス業)
1304-621138-3

総合職
13040-179298

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

5 大学
（学部学科不
問）

不問 4年以内

１　総合職 49

大和鋼帯　株式会社
(金属製品製造業)
1301-219525-0

総合職（営業職）
13010-472598

お客様の鉄やステンレス等の金属鋼帯加工の相談や依頼を受け付け、加工日程
や納期の調整を工場との間に立ち、調整を行っていく仕事となります。
基本は、既存のお客様フォローを中心としたルート営業がメインとなります。
各種研修やＯＪＴを行っており、先輩社員が優しく研修を行ってくれます。
必要な知識については、入社後ＯＪＴとともにお教えします。

1 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

１　総合職 56

共和化工　株式会社
(設備工事業)
1304-249627-0

総合職（営業・設計、
施工管理、研究、管
理）
13040-57598

営業：官公庁の入札業務、技術提案資料の作成、プレゼン、見積書作成。
民間企業に対する新規開拓および訪問営業。
設計：建築・土木・機械設備、電気設備の設計業務。
施工管理：工事現場における工程管理、安全管理、予算管理、品質管理。
研究：微生物の基礎的研究、微生物利用のための技術開発
管理：本社の総務・経理業務全般。

10 大学、短大、高
専卒
全学部、全学
科
※設計・施工管
理は工学、土
木、建築学部・
学科歓迎

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
有れば尚可

2年以内

１　総合職 60

セントレード証券　株式
会社
(金融商品取引業)
1301-583282-3

総合職（営業）
13010-491798

・主に個人の顧客に金融商品（株式や投資信託など）による資産運用のアドバイス
を行います。
・飛び込みではなく、電話でアポイントをとってからの訪問営業です。お客様と直接
お会いするため、信頼関係の構築が大切になります。
・先輩社員が指導・同行訪問を行い、営業についての実践研修を行います。
・入社後１ヶ月は机上研修でビジネスマナーを身につけ、資格取得のための座学を
おこないます。２ヶ月目以降は、ＯＪＴによる営業活動研修に移ります。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

１　総合職 73

斎長物産　株式会社
(建築材料卸売業)
1301-503384-0

総合職（企画営業）
13010-510798

得意先に対する企画営業
・各都市ガス会社、ＬＰガス会社、一般販売店に対し、ガス管・水道管に伴う配管資
材の販売
・ユニットバス、システムキッチン、太陽光発電システム等、住宅設備関連
商品の販売
・営業活動に伴う見積り、提案企画書等、各種資料の作成
＊就業場所に関しては適性に応じ決めさせていただきます。

10 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
取得していれば
結構です。

3年以内

１　総合職 84

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

総合職（ゲーム・Ｗｅｂ
業界向け技術職）
13070-9398

＜総合職＞
■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。

15 能開校・専修学
校・高専・短大・
大学・大学院

不問 5年以内

１　総合職 85

株式会社　メトロ
(ソフトウェア業)
1304-253930-5

総合職（技術職）
13040-29998

まずはＩＴエンジニア（ＳＥ、プログラマ）として、自社のビジネススタイルやスキルを
習得していただき、その後は個人特性やキャリアプランに応じて、職域や専門分野
を移ったり、同じ職務で専門性を高めるなど、ステップアップしてご活躍いただきま
す。
※客先での就業の可能性もあります。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校
学部学科不問
情報処理未経
験者も応募可

日本語検定１
級（留学生）

3年以内

１　総合職 87

英雄海運　株式会社
(沿海海運業)
1301-537616-3

総合職
13010-407898

船舶部：「船舶の管理」（工務課）と「船員の管理」（海務課）とに分けられます。「船
舶の管理」では、船舶の日常のメンテナンス管理・修理手配・船用品の管理・定期
検査の管理などを行っています。「船員の管理」では、船員の配乗（乗船・下船等の
スケジュール管理）をメインに、船員に関する給与業務および福利厚生業務・船員
組合業務などを行っております。営業部：内航（営業１課）と外航（営業２課）とに分
けられます。内航船・外航船のオペレーション（配船）、集荷及び運行業務、荷主と
の折衝などを行います。総務部：「陸上社員の管理」と「会社資産の管理」、「情報シ
ステムの管理」など、船舶関係以外の幅広い分野をカバーしております。

2 大学卒
（学部学科不
問）

不問 1年以内

１　総合職 91

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

総合職（コンサルティ
ング営業職・技術営
業）
13010-347398

一般に「フロントマン」と呼ばれるマンション管理運営アドバイザー、または、建物設
備系コンサルテイングの営業です。
＊分譲マンションを購入・居住されているお客様のために、快適な生活が出来るよ
う、資産であるマンションの維持・管理・運営のサポートをする仕事です。
・マンション管理の企画提案、調整
・総会・理事会の運営支援　・管理組合、区分所有者へのアドバイスなど
・定期的に外壁・階段・電気設備等、マンションの共用部の点検を実施
・不具合箇所の修繕提案や、将来の大規模修繕工事のための提案営業

10 大学卒業（学
部・学科不問）

不問 3年以内
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第１回新規大卒者等合同就職面接会（６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

１　総合職 92

株式会社　英國屋
(男子服小売業)
1301-583575-0

総合職（フルオー
ダースーツコンサル
ティング販売・営業）
13010-530498

熟練した職人によって自社工場で縫製されるフルオーダースーツを『銀座英國屋』
で営業・販売して頂きます。政財界、会社役員、世界で活躍する方々が顧客です。
単なる洋服の販売ではなく、英國屋での時間・空間をお客様のために演出・おもて
なしし、エグゼクティブなお客様のビジネスでの更なる活躍を支援します。（顧客は
担当制です）＜具体的な業務＞＊直営店舗内でのオーダー紳士服・婦人服、高級
既製服および服飾品のコンサルティング販売＊お客様が着用する場所、場面に相
応しい装いの提案※入社当初は銀座本店にて英國屋の伝統とスタイルを学んだ
後、適性に応じて配属先を決定します

5 大学（学部学科
不問）

不問 3年以内

１　総合職 97

株式会社　やまねメディ
カル
(老人福祉・介護事業)
1301-621350-6

総合職（事務職）
13010-534898

本社での事務職
○入社後、適性により下記の部署へ配属
・総務部：事務用品の管理、データ入力、電話対応等
・事業部：入居者のデータ入力、管理、施設との連携、対応業務等
・経理財務部：社内システムの入力、経理仕訳、支払い業務など

5 大学・短大卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）＊入社ま
でに取得

3年以内

１　総合職 99

八洲ファシリティサービ
ス　株式会社
(専門サービス業)
1311-312698-3

総合職（機械保守作
業）
13110-35698

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

１　総合職 99

八洲ファシリティサービ
ス　株式会社
(専門サービス業)
1311-312698-3

総合職（営業）
13110-36998

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 99

八洲ファシリティサービ
ス　株式会社
(専門サービス業)
1311-312698-3

総合職（設計・現場施
工管理）
13110-37398

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 101

株式会社　チヨダ
(靴・履物小売業)
1308-300742-2

総合職
13080-307798

店舗での販売を経験後、能力や適性に応じて、店長、マネージャー、バイヤー、商
品企画、店舗開発、総務、人事などへキャリアアップできます。
グローバル人材歓迎
中国語（北京語）：ネイティブレベル
英語：日常会話レベル
日本語能力：Ｎ１レベル
※東証一部上場企業

40 大学（学部学科
不問）、短大

不問 3年以内

１　総合職 102

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

総合職
13040-369798

営業、事務等、各部署を総合的に経験したうえで将来的には次の業務を担当しま
す。
・経営の企画
・次世代の管理職
・新規事業の企画
約２か月間の新人研修後、適性にあわせて配属します。
新人研修（ビジネスマナー研修、プログラミング研修等）は全職種共通です。

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

１　総合職 103

東都興業　株式会社
(金属製品製造業)
1302-311666-7

総合職（営業職）
13010-540198

【営業職】
＊既存顧客に向けた自社製品のルート営業が中心です。
＊割り当てられた担当地区の得意先を訪問し、製品ＰＲを行います。
＊当社製品の既存ユーザーを訪問し、意見やニーズの調査を行います。
＊「農業」「園芸」関連の展示会等に出展し、
自社製品の商品説明を行います。
※数多くの自社製品の商品知識を習得するまでは、先輩と同行するなどＯＪＴによ
り丁寧に育成していきます。

2 大学（学部学科
不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 104

株式会社　ニックフーズ
(食料・飲料卸売業)
1308-620301-6

総合職／営業・商品
開発・品管・仕入・製
造・事務・出荷業務
13080-306098

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

5 大学・短大 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

１　総合職 105

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）
13110-41098

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

１　総合職 106

ブルーチップ　株式会
社
(事業サービス業)
1301-626182-0

総合職（コンサルティ
ング営業・企画・シス
テム開発）
13010-257798

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

5 短大・大卒（学
部・学科不問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可、入
社時までに取
得）

3年以内

１　総合職 112

株式会社　ＫＤＤＩエボ
ルバ
(専門サービス業)
1308-432529-9

総合職
13080-244998

（１）コンタクトセンターマネジメント：コンタクトセンターの管理者として人材の採用、
教育をはじめとした人材マネジメントを行うと共に、センターの収支管理や改善提
案、顧客の声の分析などコンタクトセンターに関わる管理、提案を行います。
（２）法人営業：法人営業担当として、クライアントの課題をヒアリングし解決につな
がる最適なソリューションを提案します。
（３）情報システム：円滑な会社運営やコンタクトセンターの運用を実現するため、
サーバ管理やネットワーク管理、ソフトウェア、通信機器などの構築・運用・保守に
携わる業務です。

20 大学院、大学 不問 3年以内
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第１回新規大卒者等合同就職面接会（６月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）
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１　総合職 113

株式会社　リブ・マック
ス
(不動産賃貸業)
1304-658077-0

ビジネスホテル運営
スタッフ（総合職）
13040-131698

＊ビジネスホテル「ホテルリブマックス」でのお仕事です。
（ビジネスホテル運営スタッフ）
＊主にフロントでのチェックイン・チェックアウト業務や、予約管理業務をお願いしま
す。また、お客様に快適にお過ごしいただく為の室内備品や設備管理、サービス
等、ホテル運営に関わる様々な業務に携わって頂きます。
＊入社後は先輩社員が丁寧に教えますので、安心して取り組んで頂けます。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

ＰＣ基本操作
（入力程度で
可）

1年以内

１　総合職 113

株式会社　リブ・マック
ス
(不動産賃貸業)
1304-658077-0

マンスリーマンション
ルームアドバイザー
（総合職）
13040-199798

＊マンスリーマンション提供のお仕事です（営業職）
＊インターネットからの反響による、マンスリーマンションのお部屋探しのお手伝い
が主なお仕事です。
＊お問い合わせを頂いたお客様（法人）に対し、電話やメールでやり取りをし
て、ご希望に近いお部屋のご提案・ご契約手続きを行って頂きます。
＊入社後は先輩社員が丁寧に教えますので、安心して取り組んで頂けます。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

ＰＣ基本操作
（入力程度で
可）

1年以内

１　総合職 113

株式会社　リブ・マック
ス
(不動産賃貸業)
1304-658077-0

リゾートホテル運営ス
タッフ（総合職）
13040-200298

＊リゾートホテル「リブマックスリゾート」でのお仕事です。
（リゾートホテル運営スタッフ）
＊主にフロントでのチェックイン・チェックアウト業務や、予約管理業務をお願いしま
す。また、お客様に快適にお過ごしいただく為の室内備品や設備管理、サービス
等、ホテル運営に関わる様々な業務に携わって頂きます。
＊入社後は先輩社員が丁寧に教えますので、安心して取り組んで頂けます。

15 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

ＰＣ基本操作
（入力程度で
可）

1年以内

１　総合職 117

大和産業　株式会社
(卸売業)
1304-649288-2

総合職（営業）
13040-383098

［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していただき、その
後、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。

3 大学、短大（学
部・学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

5年以内

１　総合職 117

大和産業　株式会社
(卸売業)
1304-649288-2

総合職（海外営業）
13040-386998

入社後は、海外のお客様とメールのやりとりや書類作成、その後出張ベースで海
外営業を行います。

1 大学・短大（学
部・学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

5年以内

１　総合職 117

大和産業　株式会社
(卸売業)
1304-649288-2

総合職（技術）
13040-388498

商品の設計や、設計図をもとに実際に商品を作り出す仕事です。 1 大学・短大（学
部・学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

5年以内

１　総合職 117

大和産業　株式会社
(卸売業)
1304-649288-2

総合職（物流管理）
13040-389198

営業所にて、商材の在庫管理および受発注管理を行って頂きます。 1 大学、短大（学
部・学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

5年以内

１　総合職 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

総合職（警備実務・総
務事務・営業）［宇都
宮、小山、那須］
04490-212698

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊営業：各種イベントや施設ビル等、警備業務を要する案件への企画、提案、等
＊ユーザー管理：お取引様との契約や履行管理等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務、営業の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

2 大学院・大学 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

１　総合職 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

総合職（警備実務・総
務事務・営業）新宿、
上野、大井、立川
04490-215498

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊営業：各種イベントや施設ビル等、警備業務を要する案件への企画、提案、等
＊ユーザー管理：お取引様との契約や履行管理等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務、営業の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

8 大学院・大学 不問 3年以内

１　総合職 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

総合職（警備実務・総
務事務・営業）さいた
ま、越谷、船橋、横浜
04490-218598

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊営業：各種イベントや施設ビル等、警備業務を要する案件への企画、提案、等
＊ユーザー管理：お取引様との契約や履行管理等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務、営業の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

2 大学院・大学 不問 3年以内

１　総合職 120

株式会社　銀座ルノ
アール
(喫茶店)
1308-415882-3

総合職
13080-282598

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

15 大学院・大学・
短大卒以上
学部・学科は問
いません

不問 3年以内
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２　営業 1

株式会社　フォーラム
ジャパン
(労働者派遣業)
1301-535043-9

営業（ルートセール
ス）
13010-268498

【大手旅行会社を中心とする営業】
添乗員・旅行事務・通訳案内士・バスガイド等の派遣営業
主要旅行会社の多くは取引が長く、ルートセールスが中心
＊顧客の求める人材内容を丁寧にヒアリング
＊コーディネーター、アサイナーと連携し、最適な派遣スタッフを紹介
＊契約書や請求書作成、派遣スタッフのフォロー業務

2 大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

２　営業 4

株式会社　東光
(卸売業)
1304-250903-1

営業
13040-306298

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。

2 大学卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 6

株式会社　ドリテック
(計量器・測定器等製
造)
1112-614906-7

営業
11120-11898

営業活動は、既存取引先への訪問が８～９割。展示会経由のアプローチなど、新
規開拓を行うこともあります。取引先に対しては、自社製品の信頼性や市場優位性
をアピールしたり、売場作りや販売促進の企画などの提案等を行い、『ｄｒｅｔｅｃ』ブラ
ンドがより多くのユーザーに使っていただけるよう営業活動を行います。また、消費
者ニーズをとらえ、商品企画のタネを拾ったり、情報収集することも大きな役割とな
ります。

3 大学卒 不問 3年以内

２　営業 13

三州野安　株式会社
(陶磁器・同関連製品製
造業)
2311-330441-5

営業職
23110-61798

大手ハウスメーカーのほか、地域の瓦問屋、工務店などへの陶器瓦及び屋根部材
の販売を行います。
営業はルートセールスが主な活動です。

2 大学、高専卒
業

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 17

江戸川木材工業　株式
会社
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

営業
13130-138498

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

2 大学院、大学
卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 22

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

営業職
13080-240898

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

1 大卒 普通免許（ＡＴ
可）
あれば尚可

3年以内

２　営業 28

ナスラック　株式会社
(建築材料卸売業)
2302-621658-2

法人営業職
23020-105098

■システムキッチン、システムバス、洗面化粧台、室内建具、耐震壁面収納、及び
オリジナル家具等の住宅設備建材の販売
・担当エリアの工務店、建築会社、リフォーム会社への提案活動
・当社特約代理店、設備、建材の卸売会社への情報提供や受注のサポート業務
・ゼネコン、ビルダー、マンションデベロッパー等大型物件へのプロモート
■製造部と定期的な会合を設けていますので、間接・直接的に商品企画に
反映できる場があります。よって、お客様のお困りごとやご要望を製品開発・改良に
フィードバックする一端も担っています。

8 四大卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 30

株式会社　五光製作所
(輸送用機械器具製造
業)
1307-349516-4

営業
13070-282098

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。

不問 3年以内

２　営業 34

アルファコンピュータ
株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-260356-2

提案営業職
13040-330198

１．首都圏大学を中心とした文教分野におけるコンピュータ機器販売
２．官公庁、公企業等、公共分野におけるコンピュータ機器販売
３．文教分野、公共分野における新規顧客開拓及びシステム提案
４．大学事務パッケージ「ＧＡＫＵＥＮ」に関わる機器販売、ポスティングサービス
５．デジタルソリューション（電子黒板、電子教卓，スマートテーブル、デジタルサイ
ネージ）の販売
６．各種ソリューション提案、他

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 37

株式会社　アイネット
(ソフトウェア業)
1301-549978-4

営業
13010-263098

＊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

２　営業 38

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

営業／品川区
13040-171898

ルートセールス、顧客対応、納期管理、見積り等 1 大学院、大学 自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得

3年以内

２　営業 40

株式会社　イチネンＴＤ
リース
(自動車賃貸業)
1304-4388-0

営業
13040-214998

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

2 大学、短大、専
修学校卒
（学部・学科不
問）

・普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
・パソコン操作
（ワード・エクセ
ル）

3年以内
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２　営業 45

ＦＸＣ　株式会社
(卸売業)
1303-615794-6

企画営業
13030-71298

＊販売代理店へのルート営業
販売は全て代理店を通じて行っており、５～１０社を担当。ネットワーク機器の導入
を目的としており、新製品に関するプレゼンや、エンドユーザーの技術的な要件や
ニーズ等の情報収集を行う提案型ルートセールスです。
＊各展示会への出席による新規開拓
各展示会に出展し、来場された販売店やエンドユーザーを対象に営業活動を行い
ます。

1 大学院・大学・
短大・専修学校

普通自動車運
転免許あれば
尚可（ＡＴ限定
可）

3年以内

２　営業 47

日本塩回送　株式会社
(港湾運送業)
1304-14977-5

営業・経理
13040-348198

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
かかわる営業および経理
道路凍結防止利用塩の輸入、配送にかかわる営業および経理

5 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

２　営業 51

株式会社　金陽社
(ゴムベルト・工業用ゴ
ム製品等製造業)
1304-617025-8

営業職／江東区
13040-211098

●当社製品の販売
法人ルート営業がメインです。
＊ゴムロール・ゴムブランケットの国内トップメーカーです。
＊アメリカ・ドイツ・中国・ベトナム・タイに工場があり、海外展開を図っております。
＊重量物の製品取り扱い有り。
※印刷、製鉄、製紙等様々な産業に使われるゴム製品を作っている会社です。

1 大学院、大学
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＭＴ車
が望ましい）

3年以内

２　営業 52

マツモト産業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2703-6415-9

営業職
27030-152898

・ルート営業（卸売、直売）
長年取引のある販売店、メーカーへの提案営業
配属部所によって担当エリア区分け有り（全国展開）
※当社は溶接業界のリーディングカンパニーです。
※１９１９年創業の百年企業です。

30 大卒以上 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 54

株式会社　メディアネッ
トワーク
(ソフトウェア業)
1301-553011-2

企画営業（広告・シス
テム）
13010-434998

◆顧客の課題を解決するためセールス・リクルーティング・インナーのフィールドで
企画・提案する営業活動をしていただきます。
・新規営業・企画立案
・既存営業など

2 大学院・大学・
短大・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 5年以内

２　営業 54

株式会社　メディアネッ
トワーク
(ソフトウェア業)
1301-553011-2

システム系人材営業
13010-435398

◆企業とエンジニアをマッチングさせる営業をしていただきます。
エンジニアの採用や稼働するエンジニアのフォローも行います。
・新規営業・採用面接
・提案・エンジニアフォローなど

2 大学院・大学・
短大・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 5年以内

２　営業 55

株式会社　東京洗染機
械製作所
(はん用機械・同部分品
製造業)
1307-652618-1

営業職
13070-113998

業務用クリーニング機械、設備の提案営業 3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 2年以内

２　営業 58

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

営業／セールス・エン
ジニア
13090-193198

◇工場・研究所向け精密機器（主に自社製品）の設計開発
過去の時計製造で培った技術力を活かし、「工業用ライト」「高精度電動ドライバー」
「素粒子物理学実験装置（加速器）」などの多種多様な製品の販売を行っていま
す。（ＢｔｏＢ企業）
（製品例）「工業用ライト」・・・画像処理や光を利用した製品検査（外観検査、半導体
検査）に使用されています。テレビやタブレットの液晶画面に傷が付いていないかを
特殊な光を当てることで判別できるようにします。

3 四大卒以上（学
部・学科不問）

普通自動車第
一種免許（ＡＴ
限定可）

3年以内

２　営業 59

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

営業
13130-21798

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

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

２年以内

２　営業 61

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

営業（ルート営業）
13040-343798

電設資材を販売している専門商社です。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しています。担当得意先を訪問し、商品のＰＲ・
物件情報の収集を行い、それぞれのお客様に相応しい商品の提案を行います。
配属より約１年間は、営業サポートの事務をして頂き、自然と商品知識や商
品の流れを身に付ける事が出来ます。先輩社員が親切丁寧にお教えします。
主要取扱いメーカー：東芝ライテック（照明器具、配線器具等）、日東工業（受配電
機器）古河電気工業（電線ケーブル・電路資材）、ダイキン工業（空調機器）その他
１００社以上

6 大学、短大、専
修学校（学部学
科不問）

不問 3年以内

２　営業 68

株式会社　アルス
(事業サービス業)
1301-103579-6

営業職
13010-478398

＊主要クライアントへの、店舗（新店・リニューアル）造りの提案・推進業務
＊デザイナーとタイプアップした企画、立案、プレゼンテーション
クライアントが漠然と抱えている店舗、ディスプレイイメージ等を担当デザイナー・制
作と一緒に考え、具現化する仕事です。
※入社後、２週間は社内で営業・デザイン知識の研修を行い、物流センター
での現場研修も実施致します。
今回の募集は総合職をめざしておりますので希望や適性を総合的に判断した上で
デザイナー職へのシフトも考えております。

2 大学・短大・専
修学校各卒
学部学科不問
美術系・建築系
学科履修尚可

不問 3年以内

２　営業 69

株式会社　ワキュウト
レーディング　東京事務
所
(食料・飲料卸売業)
1309-937371-4

営業（マッシュルー
ム）
13090-196898

◇国産の生で食べられる風味の良いマッシュルームを扱っています。
フランス産の種菌、栽培資材や設備をマッシュルーム先進国であるオランダから輸
入し、国内のマッシュルーム生産者へ販売、そして生産された美味しいマッシュ
ルームを全国の量販店、外食産業、食品会社、レストラン、市場関係等に販売して
います。私たちと一緒にマッシュルームの美味しさを広めていきませんか？
◇自分のペースでキャリア形成できるように営業職の３段階方式を設けています。
１段階目（営業アシスタント）２段階目（営業ジュニア）３段階目（営業エキスパート）
※飛び込み営業、ノルマは一切ありません。

1 大学、短大、高
専、専修学校
（学部・学科不
問）

ＰＣスキル（エク
セル・ワード中
級程度）
普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内
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２　営業 72

株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

営業
13010-314398

・得意先への電子部品の販売
・納入部品の説明及び拡販
・得意先は関東圏の１０～１５社
営業車を使用
※先輩社員が同行の上、一から教えます。
社内での業務を覚えたり、勉強会にでたりして知識を覚えてから得意先回りになり
ます。その際は先輩が同行の上、慣れてから一人で行います。

1 大学・短大・専
修学校卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 76

太陽建機レンタル　株
式会社
(各種物品賃貸業)
2201-102381-4

営業
22010-216498

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。
仕事は定期訪問を主としたルートセールスです。
大手ゼネコンから地元の中堅、中小の土木建設会社等、幅広いユーザーへ定期訪
問し、受注活動、ＰＲ等の営業活動を行います。
また、工事現場への訪問は、お客様のニーズ、工事工程にあった機械を提案し、お
客様との信頼関係を構築していきます。

10 大学、短大、専
門学校卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定不可）※入社
までに取得で
「可」

3年以内

２　営業 78

株式会社　パーパスエ
コテック
(職別工事業)
1301-637190-7

住宅設備機器の営業
13010-527098

リフォーム会社やマンション管理会社等の得意先から、浴室、キッチン、床暖房など
の水回りに関するお困りごとをヒアリングし、実際に住まわれるお客様のご要望に
合わせて製品・施工のご提案をしていく仕事です。

5 大学卒（学部・
学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２　営業 79

株式会社　ホームネット
(不動産管理業)
1307-657085-1

営業職
13070-301098

不動産仲介会社（法人）から情報収集を行い、マンションを購入し、リノベーションで
新たな価値を物件に付加して販売会社に販売を委託する事業です。物件の仕入
れ、リノベーションプランの作成、販売会社への販売委託が主な業務となります。

13 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3年以内

２　営業 88

電子磁気工業　株式会
社
(電気計測器製造業)
1310-103388-5

提案営業（磁気関連
装置）東京営業所
13100-16098

東京営業所にて提案営業をして頂きます。
・提案営業
・ルート営業（顧客管理、フォロー）
・新規開拓
受注生産品が全体の９割を占める為、提案営業スタイルです。
お客様の要望するものをヒアリングし、製造部に橋渡しをしていきます

2 大卒 普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

２　営業 89

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

営業販売職（海外営
業）
13130-32398

「産業用印刷機」の営業販売（ＢｔｏＢ）
世界各国の代理店を通じて営業（海外出張もあり）
国内外の大型展示会や岐阜工場展示会（国内外数百名のお客様がご来場）の対
応による販促
※お客様の訪問に社有車を使用します。

1 大学卒
※出身学科（文
系・理系）は不
問です。

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 89

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

営業販売職（国内営
業）
13130-34198

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

２　営業 90

株式会社　グローリア
(不動産管理業)
1307-323991-7

営業職
13070-212198

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

2 大卒以上 不問 2年以内

２　営業 100

日東工営　株式会社
(建築工事業)
1308-622750-7

営業職
13080-293798

＊法人企業等のお客様先を訪問して一般建築物やシステム建築の契約受注、組
立ハウスの提案・販売をして頂きます。
＊次第に要望に応じた提案やプレゼン活動により、設計や施工、改修までの案件
を受注します。
＊また、組立ハウスの販売なども担います。
当社が扱っているのは、一般建築物からシステム建築、組立ハウスリニューアルま
であるため、お客様ニーズに応じた複合的な提案も可能です。＊エリア限定職あり

4 大学、短大、専
修学校

不問 3年以内

２　営業 102

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

営業職
13040-365298

・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
約２か月間の新人研修後、適性にあわせて上記いずれかに配属します。
新人研修（ビジネスマナー研修、プログラミング研修等）は全職種共通です。

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

２　営業 107

ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

営業職
13010-458798

既存の得意先（ドラッグストアなどの物流部門担当者）へのヒアリングや提案のお
仕事です。

2 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

2年以内

２　営業 108

株式会社　タカノスマイ
ル
(産業機械器具卸売業)
1313-410679-0

営業職
13130-151698

固定販売先へのルートサービス・管理
建築に際して使用される電気設備用工事材料（電線・コンセント・スイッチなど）や電
気設備機器（照明器具・インターホンなど）空調設備機器（換気扇・エアコンなど）ま
たＬＥＤや太陽光発電設備など省エネ資材を、メーカーから仕入れ、主に電気工事
店へ販売する商社（卸）の仕事です。
（営業になるまでに行う研修内容）
・倉庫から商品の品出し作業　・電話対応　・お客様への商品配送業務　・お客様へ
のご来社対応　・荷受け、積込作業の商品発注、伝票入力のお得意先訪問

3 大学・専修学校
卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ車
限定運転免許
可）

3年以内

募集終了
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２　営業 109

水戸工業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1301-206967-0

営業職（セールスエン
ジニア）
13010-144698

◆製造メーカーに対する部品、生産設備の製造及び販売。
固定客に対する営業で、飛び込み営業はありません。

8 大学院・大学・
高専卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２　営業 110

渡辺パイプ　株式会社
(建築材料卸売業)
1301-637853-0

ルート営業／東京都
13010-502798

水道管などの配管材料やトイレなどの衛生器具、さらには戸建て住宅や集合住宅
づくりに欠かせない住宅設備機器や電設資材の商社として、定期的に取引先に訪
問して提案します。全国各地に広がる営業流通ネットワークに加え、在庫・保管機
能も自社で保有しているため、スピーディーかつ的確に製品を提供できます。工期
の延長による納期変更や突然別の商材が必要になったりした場合でも迅速に応え
ることができるのが当社の強みです。
※入社半年から１年後以降、営業職登用。その間は、営業補助や配送として従事
して頂きます。

4 大学（学部・学
科不問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）
※応募時未取
得可、入社まで
に取得が条件
となります。

不可

２　営業

３　事務
118

朝日容器工業　株式会
社
(再生資源卸売業)
1312-202152-3

営業・事務
13120-43098

当社は、ドラム缶の製造、再生、洗浄、販売、リースを行っており、希望や能力によ
り下記の業務に携わっていただきます。
【営業】
主に法人向けルート営業（社用車・公共交通機関）
【事務】
営業事務・一般事務

5 大学 不問 3年以内
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３　事務 5

株式会社　グッドライフ
ケア東京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

事務職
13010-248098

本社の部署にて事務業務全般を行なっていただきます。
●人事部：研修実施に関わる業務、採用活動業務、イベントの準備・対応、求人情
報の管理、電話対応、その他人事全般に関わる業務
●総合企画部：Ｗｅｂにてコンテンツ作成、Ｗｅｂ等の広告の運用管理・効果測定、
その他総合企画部全般に関わる業務
●総務部：給与計算、社宅管理、自動車管理、物品管理、労務管理、その他庶務
業務。

2 大学・短大・専
修学校各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 6

株式会社　ドリテック
(計量器・測定器等製
造)
1112-614906-7

生産管理
11120-8398

・製品の品質向上と安定化のため、設計・試作段階からの品質管理を中心とした生
産管理を担当します。
・総合生産管理事務として文系の方には資材管理、在庫管理、物流管理、購買管
理を技術系の方には品質管理やシステム管理などそれぞれの分野に応じた業務
を担当することからスタートします。
・製品の製造から出荷にいたる体制を広く管理し、ものづくり部門と販売する営業部
門を繋ぐ重要な役割をもった業務となります。

2 大学
（全学部全学
科）

不問 3年以内

３　事務 10

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

管理部門（総務／人
事／業務管理）
13010-153998

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

7 大学院、大学、
短大、専門、高
専各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 16

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
13040-312498

●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
※入社後、２カ月の研修を経て、本社または都内および神奈川県内の客先にて就
業となります。

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科は
不問）

不問 3年以内

３　事務 20

株式会社　テヅカ
(産業機械器具卸売業)
1306-203906-4

事務／本社間接部門
アシスタントからのス
タート
13060-12098

○機械工具メーカーと販売ディーラーを結ぶ卸商社です。事務職としての採用で、
営業の裏方としてサポートしながら会社を支える本社間接部門です。
＜予定配属先＞
○総務部：総務・労務管理、経理、社内環境整備、庶務
○業務部：在庫管理、入出荷、パート労務管理
○仕入部：仕入、在庫動向管理、端末メンテナンス、仕入交渉、データ
ベースでの在庫管理、営業所との連携
○営業管理部：営業支援、売上分析、メーカー交渉・打合せ、会社行事運営

2 大学・短大
（学部・学科不
問）

不問 不可

３　事務 22

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

事務職
13080-241098

当社管理部門における総務人事・経理・営業事務等の事務業務全般
・総務事務：勤怠のチェック、求人対応など人事全般
・経理：取引先との売掛金、買掛金管理、小口現金管理等経理業務全般
・営業事務：取引先からの注文電話対応・来客対応等営業事務全般

1 大卒 普通免許（ＡＴ
可）あれば尚可

3年以内

３　事務 25

株式会社　ピコ・ナレッ
ジ　東京支社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-639198-9

ＯＡアシスタント
13080-202698

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

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

３　事務 31

株式会社　アルファ・オ
イコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

経理・総務職
12100-12298

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

1 短大卒以上 簿記３級 3年以内

３　事務 44

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

トンネル工事職員（事
務管理）
13090-60698

◆トンネル工事職員（事務管理）
トンネル工事現場にて労務、経理、総務管理業務
トンネル工事をサポート、縁の下の力持ちです。ＰＣスキルとコミュニケーション能力
が求められます。現場所長になり、自分の現場を運営してください！
【キャリアアッププラン】・入社後～土木の基礎研修（３ヶ月程度）
・１～５年目事務係（現場の労務管理、経理処理）
・３～１５年目事務長（見積作成、元請との交渉）
・１０～２０年以上所長（現場の適正な経営、部下の育成）

2 大学・短大・高
専・専修学校
（文理・学部学
科不問）

普通自動車免
許

5年以内

３　事務 45

ＦＸＣ　株式会社
(卸売業)
1303-615794-6

事務
13030-69398

総務、経理、営業のいずれかに関する事務全般 1 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

３　事務 45

ＦＸＣ　株式会社
(卸売業)
1303-615794-6

インサイドセールス
（ネットワーク機器の
製造販売）
13030-72598

内勤営業として下記の業務
＊電話やメールを通じて顧客への提案
＊外勤営業の担当者と連携し商談
＊受発注業務
＊システムへの伝票入力・出力（ＯＢＣ商奉行・蔵奉行利用）
＊見積書作成
＊納品書・請求書等の発行
＊検収明細チェック

1 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

３　事務 51

株式会社　金陽社
(ゴムベルト・工業用ゴ
ム製品等製造業)
1304-617025-8

事務職
13040-212798

●管理本部における事務全般
総務関係の仕事です
＊印刷、製鉄、製紙等様々な産業界で使われるゴム製品を作っている化学メー
カーです。

1 大学院、大学
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許

3年以内
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３　事務 53

株式会社　蓬莱組
(一般土木建築工事業)
3301-107530-5

【東京支店】事務職
33010-40298

・パソコンを使って、工事関係書類や営業関係書類を作成していただきます。専門
的な知識がなくてもできる無業務から初めていただき、少しずつ業務の幅を広げて
いきます。
・パソコンは、エクセル・ワード・パワーポイント等を使用します。
・業務連絡のため、社用車（普通車）を使用します。
・将来的には、営業事務・高事務等の部署の垣根を越え幅広い業務を手掛け力強
い後方支援を行っていただきます。

1 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）

3年以内

３　事務 55

株式会社　東京洗染機
械製作所
(はん用機械・同部分品
製造業)
1307-652618-1

事務職
13070-109298

・データ入力
・書類作成
・伝票作成
・請求書、見積書作成
・電話対応
・来客対応

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 2年以内

３　事務 60

セントレード証券　株式
会社
(金融商品取引業)
1301-583282-3

事務職
13010-492698

会社のバックヤードを支える大切な業務を担います。
下記部署の中から、ご本人の適性・能力を考慮して配属が決定します。
（１）総務人事部：会社、人材の管理を担当します。
（２）経理部／証券管理部：会社の会計、金融商品関連の会計を担当します。
（３）トレーディング部：証券、ＦＸの受発注に伴う処理業務を担当します。
入社後１か月間は、新入社員研修にて、ビジネスマナー、証券会社の基本的な知
識や業務を習得していただきます。
その後、配属部署にてＯＪＴ研修をおこないます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 61

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

営業事務（横浜営業
所）
13040-339498

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、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。
主要取扱いメーカー：東芝ライテック（照明器具、配線器具等）、日東工業（受配電
機器）古河電気工業（電線ケーブル・電路資材）、ダイキン工業（空調機器）その他
１００社以上

1 大学、短大、専
修学校（学部学
科不問）

不問 3年以内

３　事務 61

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（本社勤務）
13040-344698

電設資材を販売している専門商社です。仕入伝票のチェック、請求書との照合、社
内システムへのデータ入力を行い帳票作成を行うのが主な仕事です。売上・仕入
にミスがないか最終確認し、確定する重要な役割を担っております。また、来客・電
話対応もございます。実践を通じて先輩社員が親切丁寧にお教えします。将来的
に、担当部署のまとめ役となって頂きます。
主要取扱いメーカー：東芝ライテック（照明器具、配線器具等）、日東工業（受配電
機器）古河電気工業（電線ケーブル・電路資材）、ダイキン工業（空調機器）その他
１００社以上

1 大学、短大、専
修学校（学部学
科不問）

不問 3年以内

３　事務 69

株式会社　ワキュウト
レーディング　東京事務
所
(食料・飲料卸売業)
1309-937371-4

営業事務
13090-123798

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

1 大学、短大、高
専、専修学校
（学部・学科不
問）

ＰＣスキル（エク
セル・ワード基
礎程度）

3年以内

３　事務 72

株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

営業アシスタント（営
業事務）
13010-315498

・営業担当のサポート（事務）
・データ入力
・得意先の注文に対する受発注及び納期管理
・仕入れ先に対しての問い合わせ業務
（商品の価格、納期等）
・電話、メール対応
・来客の応対

1 大学・短大・専
修学校卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

３　事務 74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

渋谷本社の一般事務
13070-416798

伝票整理、受発注管理、資料・書類作成、電話対応・来客対応など 1 大学、短大、専
門学校卒

不問
子本的なＰＣ操
作ができる方
（ｗｏｒｄ・ｅｘｃｅｌ）

3年以内

３　事務 76

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
22010-215398

・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、短大、専
門学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
＊入社までに
取得で可

3年以内

３　事務 79

株式会社　ホームネット
(不動産管理業)
1307-657085-1

事務職
13070-305398

不動産仲介会社（法人）から情報収集を行い、マンションを購入し、リノベーションで
新たな価値を物件に付加して販売会社に販売を委託する事業です。営業サポート
から、お金にかかわる経理まで、さまざまなお仕事をお任せします。みんな最初は
未経験、少しずつ吸収して成長していきましょう！

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3年以内

３　事務 88

電子磁気工業　株式会
社
(電気計測器製造業)
1310-103388-5

購買事務
13100-17798

本社業務課にて購買事務を中心に担当して頂きます。
・部品の発注
・受取り、仕分け、棚卸し
・その他見積り作成等
＊パソコン（エクセル等）の一般レベルのスキル

1 大学 不問 3年以内

３　事務 88

電子磁気工業　株式会
社
(電気計測器製造業)
1310-103388-5

営業事務／アシスタ
ント事務（海外営業
部）
13100-19998

海外の企業との受発注業務（注文書作成・請求業務・社内資料作成）と貿易事務業
務（輸出関連資料作成）がメインのお仕事です。
＊専門知識や英語力は無くても大丈夫です。社内教育や外部セミナーで学んでい
ただきます。

1 大学 不問 3年以内
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３　事務 91

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

総合事務員（営業事
務／会計事務）
13010-348498

東証一部タカラレーベングループでの事務のお仕事です。マンション管理事業を
行っている会社の事務職として、以下の業務を担当していただきます。
・マンション管理組合の会計業務、営業事務（専用ソフトへの入力がメインですが営
業マンや管理組合の方と電話でやりとりしながら仕事を進めるため、コミュニケー
ション能力が求められます）
・電話応対　・パソコンデータ入力　・パソコンによる文書作成
・ファイリング　・備品整理等
※本人の希望及び適性により、営業事務又は会計事務に配置いたします。

10 大学卒業（学
部・学科不問）

簿記３級以上
尚可

3年以内

３　事務 100

日東工営　株式会社
(建築工事業)
1308-622750-7

経理職
13080-297498

経理全般。先輩社員の指示のもと、全支店の月次決算や年度決算業務を行いま
す。経験を積んでからは、税務申告や各支店・営業所への経理指導も行っていた
だきます。
将来的には、財務・経理、資産管理業務、リスク管理、内部監査など、本社機能に
おける管理業務のスペシャリストとして活躍していただきます。

３　事務 102

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

事務職
13040-366598

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
約２か月間の新人研修後、適性にあわせて上記いずれかに配属します。
新人研修（ビジネスマナー研修、プログラミング研修等）は全職種共通です。

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 107

ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

企画・事務職
13010-459698

総務・人事・財務といった本社の管理部門でのお仕事です。
書類作成、企画立案などを行います。

2 大学卒（学部学
科不問）

不問 2年以内

３　事務 113

株式会社　リブ・マック
ス
(不動産賃貸業)
1304-658077-0

一般事務（本社管理
部門）
13040-198098

本社管理部門での事務業務となります。
●人事総務部：書類作成、データ入力、電話・メール対応、来客対応など
●経理部：会計ソフトへの入力、エクセルでのデータ集計、資料作成など
●不動産管理部：お客様やお取引先様から電話・メールの問い合わせ対応、デー
タ入力、契約書の作成、ファイリング
●ホテル＆リゾーツ部門：インターネットへの掲載情報の入力作業、各店舗の備品
手配、システム管理、請求書発行など
●新規事業開発部門：データ入力や電話対応、来客対応

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

・ＰＣ基本操作
（入力程度で
可）
・経理部志望の
場合は、日商
簿記２級以上

1年以内

３　事務 115

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1308-648142-8

営業アシスタント
13080-317398

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 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 3年以内

３　事務 116

アコマ医科工業　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1301-100290-2

管理系事務職
13010-539398

◆１９２１年創業の全身麻酔器・人工呼吸器などの医療機器の製造・販売を手掛け
るメーカーです
＊新入社員研修終了後、希望と適性を考慮し下記の部署に配属となります
配属先：「経営企画」「人事・総務」「経理」「薬事申請」

5 大学院・大学各
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

３　事務 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

業務職（警備実務・総
務事務）新宿、上野、
大井、立川
04490-216198

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

14 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

不問 3年以内

３　事務 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

業務職（警備実務・総
務事務）さいたま、越
谷、船橋、横浜
04490-219898

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

2 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

不問 3年以内

３　事務 119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

業務職（警備実務・総
務事務）［宇都宮、小
山、那須塩原］
04490-213998

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊総務事務：ＰＣによる勤怠管理・給与計算、装備品管理、請求書作成、書類管理
等、警備業務の配置管理、社員の募集、採用、指導教育等
※警備実務経験を積んだ後、総務事務の仕事に携わります。
（各業務は、１～２年のローテーションにより習得）

2 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）

3年以内

募集終了
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４　接客・
販売

9

コネクシオ　株式会社
(小売業)
1308-634479-6

接客専任職（東京・埼
玉・千葉・神奈川）
13080-163698

東証一部上場／業界最大手／伊藤忠商事子会社
当社が運営するドコモ、ａｕ、ＳｏｆｔＢａｎｋの店舗での接客・販売業務。
＜仕事内容＞
・商品販売
・各種サービス契約手続き
・アフターサービスの提供等

70 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

22

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

接客・販売職（幹部候
補）（守谷サービスエ
リア）
13080-242798

・高速道路のサービスエリアにおける店舗運営の一式。
・売上、仕入、人員管理、マーケティング等の店舗運営業務をステップアップしなが
ら学んでいきます。

2 大学 普通免許（ＡＴ
可）あれば尚可

3年以内

４　接客・
販売

22

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

接客・販売職（幹部候
補）（高坂サービスエ
リア）
13080-243698

・高速道路のサービスエリアにおける店舗運営の一式。
・売上、仕入、人員管理、マーケティング等の店舗運営業務をステップアップしなが
ら学んでいきます。

2 大学 普通免許（ＡＴ
可）あれば尚可

3年以内

４　接客・
販売

27

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

販売
13080-120098

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

24 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

４　接客・
販売

46

株式会社　東東京イエ
ローハット
(小売業)
1311-623543-2

自動車用品の販売
職・自動車整備技術
職
13110-31598

カー用品のイエローハット店舗にて、販売職は主に用品販売業務。オイル・バッテ
リー・タイヤなどの接客販売、作業受付、レジ業務、商品の受発注、売場管理など
の業務を行っていただきます。
整備技術職は自動車用品の取付作業（カーナビ・ＥＴＣ・カーオーディオなど）や、交
換（オイル・バッテリー・タイヤなど）、自動車の一般整備、車検整備業務などを行っ
ていただきます。

3 大学卒・専修学
校卒・短大卒・
能開校卒・高専
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可・
入社後取得可）

3年以内

４　接客・
販売

67

サラダカフェ　株式会社
(飲食料品小売業)
2706-419940-4

販売職（店舗スタッ
フ）関東
27060-75498

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

5 大学・短大・専
門学校
学部・学科は不
問

クラブ活動をし
ている方又はア
ルバイト経験の
ある方歓迎で
す

3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門４０年続く老
舗カフェ／渋谷
13070-191298

■調理・接客『人間関係（にんげんかんけい）』
・東京渋谷スペイン坂で４０年続く老舗Ｃａｆｅ＆Ｂａｒです。名物のスコーンを始め、サ
ンドウィッチ、パスタ、肉料理など全て手作りです。スペイン坂の顔と言われる、長
年愛されているお店です。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門フレンチレ
ストラン／渋谷
13070-192598

■調理・接客『ＢｉｓｔｒｏｔＧｏｕｒｍａｎｄ（ビストログルマン）』
・東京渋谷スペイン坂にオープン以来、ビギナーからマニアまで楽しんでいただける
フランス料理店です。「本格的なフランス料理を誰でも気軽に食べてもらいたい」を
コンセプトに。渋谷に集まるグルメたちに注目されています。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門オーガニッ
クカフェ／渋谷
13070-193898

■調理・接客『ＢＩＯｃａｆｅ（ビオカフェ）』
・東京渋谷スペイン坂にあるオーガニックカフェです。
「食べてキレニなる」をコンセプトにしたレストランで有機野菜や雑穀、豆乳、スー
パーフードなどの素材を中心に温かみのある料理を作っています。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門和食・割烹
料理／渋谷
13070-194098

■調理・接客『山城屋庄藏（やましろやしょうぞう）』
・京くずし割烹と自社直輸入のワインが魅力のお店です。
「京くずし」とは、伝統的な京料理をベースに世界の時節食材を独創的な組み合わ
せで楽しむ現代の新割烹料理です。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携われます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門和食・炭火
焼き専門店／渋谷
13070-195798

■調理・接客『備中屋長左衛門（びっちゅうやちょうざえもん）』
・鮮魚をメインとした料理は、毎日各地の漁港から仕入れ、その日のお品書を提供
しています。店長は和食懐石出身。和食の基本をイチから丁寧に指導します。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門イタリアンレ
ストラン／渋谷
13070-196698

■調理・接客『ＬａＳＯＦＦＩＴＴＡ（ラ・ソフィッタ）』
・自慢の生パスタは、イタリアの「サレルノ」地方から直接空輸している本格派を扱っ
ています。名物の薄くて大きいミラノピッツァは、イタリア直輸入の石窯を使用。薪で
焼き上げています。自家製の肉料理、イタリアワイナリーから自社で輸入した約８０
種のワインが人気です。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内
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４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門和食・そば
処／渋谷・新宿
13070-197998

■調理・接客『信州屋（しんしゅうや）』
・長野から毎日直送されたそば粉を店内で製麺しております。日本の蕎麦文化の専
門性をそのままに新しいシステムで和食ファストフード店に創り上げました。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

74

クマガイコーポレーショ
ン　株式会社
(飲食店)
1307-103810-9

サービス・キッチン・
管理部門イタリアンレ
ストラン／秋葉原
13070-198398

■調理・接客『ｃｈｉｏｃｃｉｌ＠ｐｉｚｚｅｒｉａ（キオッチョラ・ピッツェリア）』・イタリア直輸入の
石窯で焼き上げたミラノピッツァ、自家製の肉料理、イタリアワイナリーから自社で
直輸入した約８０種のワインです。
・調理、接客の基本から経営まで幅広く学べます。
メニュー開発はもちろん、フェア、イベントの企画運営にも携わって頂きます。

1 大学卒・短大
卒・専門卒

不問 3年以内

４　接客・
販売

98

株式会社　東都観光企
業　総轄本社
(旅館，ホテル)
1309-626717-2

ホテルスタッフ（フロン
ト・レストラン）
13090-141998

・ホテルのフロント・レストラン業務に従事します。
接客がメインとなりますが、経験を積んでいく中で物品の発注・売上集計や宿泊・宴
会プランの企画など、ホテル運営全般に携わっていただきます。

5 短大、専門（２
年制）卒以上
（学部・学科不
問）

不問 5年以内
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ブース
番号
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産業分類

事業所番号

職種名
求人番号
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・資格
既卒者
の応募

５　ＩＣＴ系 2

ＫＳＲ　株式会社
(ソフトウェア業)
2602-301721-3

システムエンジニア
26020-11698

システムエンジニア
●自社パッケージソフト（会計・物流・倉庫・販売管理等）及び、各種システムの設
計・開発・導入
●ネットワーク構築支援サービス
＊入社１ヶ月の研修で、ビジネスマナー・コンプライアンス・情報セキュリティー・コン
ピュータ基礎を丁寧に指導します
＊実際に機器を使用し、システム業務の理解を深めて頂きます
＊請負先のシステムを持ち帰り、自社事業所にて開発して頂きます。

3 大学・短大・専
修卒
※文系・理系は
問いません

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 3

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

システムエンジニア
13080-254498

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

20 大学卒・大学院
卒

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 10

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

システムエンジニア
／プログラマー
13010-154398

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

30 大学院、大学、
短大、専門、高
専各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 10

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

システムエンジニア
／プログラマー（池
袋）
13010-155498

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

6 大学院、大学、
短大、専門、高
専各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 10

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

システムエンジニア
／プログラマー（蒲
田）
13010-157298

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

7 大学院、大学、
短大、専門、高
専各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 15

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
13040-152298

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、業務知識を身につけることができる環境です。
【具体的な仕事の内容】
販売・生産管理・物流・人事などの各種システム開発（例）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
※学部学科不
問

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 16

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
13040-313198

●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。その後、都内または神奈川県内の
客先にて就業となります。

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科は
不問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 25

株式会社　ピコ・ナレッ
ジ　東京支社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-639198-9

プログラマー
13080-200098

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

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 25

株式会社　ピコ・ナレッ
ジ　東京支社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-639198-9

システム運用・ヘルプ
デスク
13080-204398

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

3 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 25

株式会社　ピコ・ナレッ
ジ　東京支社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-639198-9

プログラマー
13080-194898

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

2 大学・短大・専
修学校
情報処理学科
履修

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 29

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
13030-45198

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。
入社後２ケ月程度、外部セミナーにて、基礎からの研修を受講して頂きますので、
未経験の方でもエンジニアのスキルが身につきます。
なお、研修後は、先輩社員の指導の下、業務を経験しながらスキルアップして頂き
ます。スキルに応じた業務から携わって頂きますので、安心してください。

2 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 29

株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

プログラマー
13030-46298

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通りに作成されている
かをテストする業務。
入社後２ケ月程度、外部セミナーにて、基礎からの研修を受講して頂きますので、
未経験の方でもエンジニアのスキルが身につきます。
なお、研修後は、先輩社員の指導の下、業務を経験しながらスキルアップして頂き
ます。スキルに応じた業務から携わって頂きますので、安心してください。

3 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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５　ＩＣＴ系 34

アルファコンピュータ
株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-260356-2

インフラエンジニア
13040-331298

・首都圏大学を中心とした文教分野におけるコンピュータシステムのインフラ設計・
構築
・官公庁、公企業等、公共分野におけるコンピュータシステムのインフラ設計・構築
＜作業＞
１．ＰＣ設定作業（ソフトウェアインストール等）
２．サーバ設定作業
３．ストレージ設定作業
４．ネットワーク設定作業、他

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 36

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
13040-94698

〇システム設計、開発及びコンピューターシステムの運用支援業務
※学部・学科不問
・エクセルやワードの基本的な操作ができれば大丈夫です。
・ＯＪＴ研修や資格支援制度など、入社後の研修や教育制度が充実しているため、
文系の方でもチャレンジしやすく、スムーズに業界を理解できます。
※本人の意向、適性、能力を考慮し担当業務を決定します。
※担当するプロジェクトによっては客先での就業の可能性があります。その場合、
就業時間が変更になることもあります。

10 大学院・高専・
大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 37

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
13010-264798

＊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

５　ＩＣＴ系 42

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
13010-416098

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

５　ＩＣＴ系 53

株式会社　蓬莱組
(一般土木建築工事業)
3301-107530-5

【東京支店】社内シス
テムエンジニア
33010-38698

・クライアントである当社スタッフとたくさんの会話を持つことで要望をヒアリングする
ことからはじめ、少しずつ業務の効率化やシステムの統合を目指します。
・将来的には当社の組織、業務に合わせた社内プログラムの構築と運用管理をお
任せします。
・業務連絡のため、社用車（普通車）を使用します。

1 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）

3年以内

５　ＩＣＴ系 54

株式会社　メディアネッ
トワーク
(ソフトウェア業)
1301-553011-2

システムエンジニア・
プログラマー
13010-436498

◆大手ベンダー内に常駐して大規模プロジェクトの開発をおこなったり、社内で営
業がクライアントから受注したＷｅｂシステムの開発を行います。他にもインフラの提
案、システムの運用も行います。
・システム開発・アプリ開発
・サーバー、ネットワーク構築・システム運用など

4 大学院・大学・
短大・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 不可

５　ＩＣＴ系 57

株式会社　菱友システ
ムズ
(ソフトウェア業)
1304-16131-5

システム開発エンジ
ニア
13040-353998

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

5 大学院、大学、
高専卒（学部学
科不問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 62

日本デジタルデザイン
株式会社
(ソフトウェア業)
1301-505585-3

システムエンジニアプ
ログラマー
13010-404198

インターネット・Ｗｅｂ関連ソフトウェアの開発
業務用パッケージソフトウェアの開発・販売
コンピュータシステム導入に関するコンサルティング
各種業務ソフトウェアの受託販売
入社後３か月は、システムの基礎から研修を実施します。
知識のない方も安心して応募いただけます。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒（学部
学科不問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 64

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
13080-267098

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

25 大学院・大学・
専修学校

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 65

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

システムエンジニア
13070-179698

色々な種類のコンピューター言語やツールを使って様々なシステム、ソフトウェアや
アプリを作るお仕事です。
設計、プログラミング、Ｗｅｂデザイン等色々なジャンルのエンジニアを求めていま
す。
自分の作ったプログラムが動くと感動しますよ！

4 専修学校・高等
専門学校・大
学・大学院

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 70

株式会社　デジックデ
ザイン
(ソフトウェア業)
1309-623736-5

プログラマー
13090-198798

当社はお客様の業務を、迅速・効率化するため、お客様と共に考え、システム構築
を行っています。（主なプロジェクト：鉄道・エアライン向け業務システム、自治体・消
防などの公共システムなど）
※「ＩＴシステム開発＝難しい」と感じるかもしれませんが、社員の半数は文系出身
です。ＩＴ技術者（まずはプログラマー）を目指したい方なら文系・理系を問いませ
ん。※入社時の皆さんは「ＩＴ未経験」からスタート。入社後３ヶ月研修で、ビジネスマ
ナーからＩＴ基礎まで学んだ後、先輩社員に指導を受けつつ、徐々に「＋ＩＴ技術」を
習得、ＳＥへの自己成長を目指します。

5 大学院、大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 70

株式会社　デジックデ
ザイン
(ソフトウェア業)
1309-623736-5

ＳＥ（システムエンジ
ニア）
13090-199698

当社はお客様の業務を、迅速・効率化するため、お客様と共に考え、システム構築
を行っています。（主なプロジェクト：鉄道・エアライン向け業務システム、自治体・消
防などの公共システムなど）
※ＳＥはお客様と対話することにより要望を聞き取り業務を理解し、要望を実現する
システムを作り上げる仕事です。文系の知識が必要な場合もあります文系・理系を
問いません。※入社時の皆さんは「ＩＴ未経験」からスタート。入社後３ヶ月研修で、
ビジネスマナーからＩＴ基礎まで学んだ後、先輩社員に指導を受けつつ、徐々に「＋Ｉ
Ｔ技術」を習得、ＳＥへの自己成長を目指します。

5 大学院、大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内
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５　ＩＣＴ系 71

株式会社　トータルオー
エーシステムズ
(ソフトウェア業)
1308-631603-2

システムエンジニア・
プログラマー
13080-253398

＊システムの開発
（ビジネスソフト・組込みソフト・インフラ構築・セキュリティの構築）
＊ネットワークＤＢの設計・構築・運用
＊ＩＯＴ、ロボット、ＡＩ
＊サーバ及び汎用機等の構築及び保守管理業務

15 大学院・大学 不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 75

株式会社　アドバンスト
ラフィックシステムズ
(ソフトウェア業)
1308-629323-9

システムエンジニアプ
ログラマー
13080-277698

コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発、販売、賃貸、保守、管理、運
用。
当社の支えるシステム
・鉄道関連（販売系）：ＪＲの「みどりの窓口」を支えるシステム、その開発・設計から
安全運用まで幅広く貢献。
・旅行関連（運航系）：時間どおりに安全に新幹線を動かすシステムの開発。
・旅行関連：旅行会社の大規模システムをトータルにサポート。
・一般：トータルなソリューション力を発揮し様々な業種へと裾野を拡大。

30 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問

留学生の場合
・日本語能力Ｎ

１レベル

8年以内

５　ＩＣＴ系 81

株式会社　コスモ・イン
テリジェンス
(ソフトウェア業)
1315-613735-8

システムエンジニア・
プログラマ
13150-32098

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

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

５　ＩＣＴ系 82

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
13080-97598

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

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 5年以内

５　ＩＣＴ系 83

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
13150-12298

・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。 5 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 86

トッパン・フォームズ・オ
ペレーション　株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-20437-0

ＩＴエンジニア
13040-355498

大手金融機関を中心としたシステムデータセンター内で情報システム部門に関わる
仕事をチーム単位で受託しています。
（１）ネットワークサーバーの構築・管理
（２）プログラム開発
（３）システム設計
（４）稼働中システムの操作・監視
入社後２～３週間本社にて研修を行い、本人のスキル・適性を考慮して配属先を決
定します。

10 大学、短大、高
専、専修学校
（学部学科不
問）

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
の基本操作

3年以内

５　ＩＣＴ系 93

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
(ソフトウェア業)
1320-615094-3

プログラマー
13200-16198

◆アプリケーション開発サービス
（１）設計
（２）開発
（３）テスト
Ｊａｖａ、Ｃ、ＶＢ．ｎｅｔなど多種多様な言語でアプリケーションを開発します。
未経験でも２か月間の研修がありますので、安心です。

2 専門学校・短
大・大学・大学
院卒業

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 93

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
(ソフトウェア業)
1320-615094-3

システムエンジニア
13200-17298

◆アプリケーション開発サービス
（１）要求定義（２）設計（３）開発（４）テスト
上流工程からアプリケーション開発に係わることができます。
◆サーバー・インフラストラクチャーサービス
（１）サーバー設計・構築（２）ネットワーク設計・構築（３）システム運用
世の中のシステムを支える基盤を支えます。
未経験でも２か月間の研修、およびメンター制度がありますので、安心です。

2 専門学校・短
大・大学・大学
院卒業

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 94

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
13040-362398

◎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
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 94

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）
13040-363498

◎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。
◎将来のキャリアプランをじっくり考えたい方向けの環境です。

4 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 94

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
13040-364198

◎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。
◎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。

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 95

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
13070-43498

・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 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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５　ＩＣＴ系 96

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
13010-280798

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。

5 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 102

日本電算　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-639894-1

デザイン職
13040-367898

・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
約２か月間の新人研修後、適性にあわせて上記いずれかに配属します。
新人研修（ビジネスマナー研修、プログラミング研修等）は全職種共通です。

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 102

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
13040-368098

＊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
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。
約２か月間の新人研修後、適性にあわせて上記いずれかに配属します。
新人研修（ビジネスマナー研修、プログラミング研修等）は全職種共通です。

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 112

株式会社　ＫＤＤＩエボ
ルバ
(専門サービス業)
1308-432529-9

ＩＴスペシャリスト職
13080-245398

５０００万ユーザを支えるＫＤＤＩグループで培った最大規模×最先端のノウハウを
もってＫＤＤＩグループのサービスや大手企業のお客様のＩＴ戦略を全力でサポートし
ていきます。＜インフラエンジニア（ネットワーク、サーバ）＞＊ネットワークエンジニ
ア業務：繋げるための設計・構築、途切れないように守る運用・保守・監視＊サーバ
エンジニア業務：安定起動させる設計・構築、サービス基盤を守る運用・保守・監視
＜システムエンジニア＞＊プロジェクトマネジャー業務：どのように開発するか検討
し要件定義を作成。プロジェクトを管理。＊プログラマー業務：設計されたシステム
をプログラミング技術でコーティングし、バグがないかテストを実施。

50 大学院、大学、
短大、専修学
校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 114

株式会社　キーマネジ
メントソリューションズ
(ソフトウェア業)
1308-450028-0

ＳＥ（システムエンジ
ニア）　ＰＧ（システム
プログラマー）
13080-303298

システム設計及び開発。ＳＥ：「プログラマーがプログラミングを行うための設計書を
作成する」という職種ではありません。設計書を書くために「仕様の調整」を行い「仕
様を確立させる」部分も含まれます。お客様の「要望」に対して納期や費用などを考
慮し、実現に導くことがＳＥの真の作業です。
ＰＧ：ＳＥが記載する「プログラム設計書」をもとにプログラミングを行う職種です。た
だ単に「設計書」通りにコードを書くだけではなく「設計書」の意味を理解することが
大切です。「仕様の確認」などＳＥとコミュニケーションを取りながら作業を進めま
す。

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５　ＩＣＴ系 115

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1308-648142-8

システム開発エンジ
ニア（開発）
13080-318498

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 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 115

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1308-648142-8

システム開発アシス
タント
13080-319198

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 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

5

株式会社　グッドライフ
ケア東京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

介護職
13010-246598

訪問介護・小規模多機能型居宅介護・グループホーム・リハビリデイサービスにお
ける介護サービスを幅広く習得していただきます。最初は、社内にて介護職員初任
者研修を受講していただきます（約１ヶ月）。介護の技術研修はもちろん、マナー研
修、ご自宅入室時のロールプレイングなど、１つ１つ練習を繰り返し行なえるカリ
キュラムになっています。その後、介護の現場にて経験を積んでいただきます。

5 大学・短大・専
修学校各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

６　介護・
福祉

97

株式会社　やまねメディ
カル
(老人福祉・介護事業)
1301-621350-6

介護職
13010-533598

デイサービスでの介護業務
・高齢者の方の介助
・機能訓練、入浴介助
・レクリエーション
・送迎業務
※就業場所に関しては本人の希望及び適性に応じ決めさせて頂きます。

30 大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不
問）

・普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）＊入社ま
でに取得
・日本語レベル
Ｎ３以上

3年以内

７ 専門職・
その他

6

株式会社　ドリテック
(計量器・測定器等製
造)
1112-614906-7

技術職（商品開発）
11120-9498

市場のニーズを捉え、創造力豊かな発想で当社のオリジナル商品の提案を行うと
ともに、機械的、電気的な諸問題を解決しながら新製品として具現化していきます。
当社の現地法人（海外開発拠点）との連携による開発業務を推進し、海外協力工
場での量産化に向けた技術面でのサポートをして行く仕事です。

2 大学
電気、電子系、
機械系
学科卒業予定
者

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

6

株式会社　ドリテック
(計量器・測定器等製
造)
1112-614906-7

プロダクトデザイナー
11120-10598

生活に便利さを追求し、優れた製品群を形としてデザインするのが当社のプロダク
トデザイナーの役目です。面白さは企画の段階から、業務として携われること。「こ
んなものを造りたい」というアイデアを具現化していきます。独創性豊かな若い創造
力を大いに発揮してください。

2 大学卒
工業デザイン系
学科卒業予定

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

18

ボクソン工業　株式会
社
(はん用機械・同部分品
製造業)
1307-350109-2

サービスエンジニア
13070-180498

生ビールサーバーの設置・修理・組立て
（１）新たに弊社製品を導入される飲食店様への設置
（２）弊社製品ご利用中の飲食店様への訪問修理
（３）生ビール器具の整備・組立て
☆会社の「顔」となる重要なお仕事です。

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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30

株式会社　五光製作所
(輸送用機械器具製造
業)
1307-349516-4

品質保証
13070-281898

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

1 専修学校・高
専・短大・大学・
大学院
機械・電気・電
子工学系優遇

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

31

株式会社　アルファ・オ
イコス
(電気機械器具製造業)
1210-104294-7

製造職
12100-11198

・産業用ヒーター・加熱装置等の製造
・生産管理（工程管理、品質管理、納期管理、原価管理）
・改善活動（生産性向上）
・その他製造関連業務

3 短大卒以上 モノづくりに関
心のある方

3年以内

７ 専門職・
その他

33

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

建築設計
13010-51298

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

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校卒
建築学又はＣＡ
Ｄ履修

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

33

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

建築設備設計（空調
／衛生設備設計）
13010-53898

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

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

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

33

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

建築設備設計（電気
設備設計）
13010-54098

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

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

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

38

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

生産技術／南アルプ
ス市
13040-150498

プラスティック成型金型試作評価、製品測定、量産条件設定
二次加工条件設定等

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得

3年以内

７ 専門職・
その他

38

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

生産管理／南アルプ
ス市
13040-168398

納期管理、生産現場の生産計画立案・実施、材料手配、納入予定調整等 1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得

3年以内

７ 専門職・
その他

38

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

品質管理／南アルプ
ス市
13040-169498

製品検査、生産現場の品質造り込み、品質保証等 1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得

3年以内

７ 専門職・
その他

38

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

製造／南アルプス市
13040-170598

段取り、プラスチック成形条件設定、量産、各種設定等 2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得

3年以内

７ 専門職・
その他

38

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

技術／品川区
13040-172098

プラスティック成型金型試作評価・製品測定・量産条件設定等 1 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

43

原電エンジニアリング
株式会社
(技術サービス業)
1303-624203-6

技術サービス職（原
子力発電所の運転補
助業務等）
13030-83798

◆原子力発電関連の総合エンジニアリング会社です
１．原子力発電所の保守・修繕、放射能管理、化学分析、付帯設備の運転、
燃料取扱業務等　２．原子力発電所建屋のメンテナンス、発電所関連施設の設計・
施工・建築、管理業務等　３．原子力発電所設備の設計・施工、廃止措置業務等
４．ＩＴソリューションに係わる業務（各種システム開発及び保守、ネットワーク運用
等）　５．解析業務（ＰＷＲ，ＢＷＲの両発電所の取替炉心設計、確率論的リスク評
価（ＰＲＡ）、運転訓練／教育シミュレータの開発・保守等）等、他に類を見ない多種
多様の業務を展開しています。

16 大学院・大学・
短大・高専・（学
部学科不問）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

44

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

トンネル工事職員（現
場管理）
13090-61998

◇トンネル工事職員（現場管理）
トンネル施工にともなう施工、安全管理業務
コミュニケーション能力が最も求められます。文系出身者も多数活躍中（職員全体
の５５％）現場所長になり、自分の現場を運営してください！
【キャリアアッププラン】・入社後～トンネル工事の基礎研修（３ヶ月程度）
・１～５年目土木係（担当の適正管理、現場作業習得、安全管理）
・３～１５年目工事長（現場の適正管理、現場作業指導、管理責任者）
・１０～２０年以上所長（現場の適正な経営、部下の育成）

5 大学・短大・高
専・専修学校
（文理・学部学
科不問）

普通自動車免
許

5年以内
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44

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

機械電気設備設置工
（トンネル工事現場・
機械電気職員）
13090-62398

◇トンネル工事現場で使用する重機機械、電気設備の修理・設置の業務
大林組の専属会社として、日本を代表するトンネルを数多く手掛けてきました。
＜工事例＞
新関門トンネル台湾新幹線トンネル
青函トンネルマドリードシールドトンネル
関越トンネルドバイモノレールシールド
アクアトンネル山手トンネル

2 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

45

ＦＸＣ　株式会社
(卸売業)
1303-615794-6

技術職
13030-70198

面接時にこれまで学ばれてきたことや希望する業務内容をヒヤリングの上、配属す
る部署を決定します。
１）セールスエンジニア：ネットワーク機器／光伝送装置／メディアコンバータ等の
導入に関する技術支援、顧客への製品提案活動など
２）テクニカルサポートエンジニア：ネットワーク機器／光伝送装置／メディアコン
バータ等の設定に関する支援及び導入後の技術的サポート等
３）ソフトウェア開発エンジニア：ネットワーク機器等の設計開発
４）ハードウェア／ファームウェア開発エンジニア：ネットワーク機器等の設計・評価

1 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

50

三和ベンダー　株式会
社
(食料・飲料卸売業)
1301-229766-6

アサヒ飲料の自動販
売機プロデュー
サー！
13010-469398

自販機プロデューサーとは、商品の補充や自販機の保守・メンテナンス、また、新
設機の設置提案業務です。
【一日の流れ】
１．営業開始（担当エリアへ）　２．午前の納品終了・定時報告後・昼食
３．午後の納品終了後、支店に帰社　４．車輌へ明日の商品積込・売上処理
週に１日程度、新設機の設置提案業務
★入社後は半年程度、先輩社員が同行指導します。

12 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

51

株式会社　金陽社
(ゴムベルト・工業用ゴ
ム製品等製造業)
1304-617025-8

研究・技術職（ゴム
ロール・ゴムブラン
ケット）
13040-201598

●ゴムロール・ゴムブランケットの研究・開発・技術
＊ゴムロール・ゴムブランケットの国内トップメーカーです。
＊アメリカ・ドイツ・中国・ベトナム・タイに工場があり、海外展開を図っています。
＊印刷、製鉄、製紙等様々な産業に使われるゴム製品を作っている会社です。

4 大学院、大学
（理化学系履
修）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

51

株式会社　金陽社
(ゴムベルト・工業用ゴ
ム製品等製造業)
1304-617025-8

技術職（設計・工務）
13040-210898

●新規設備の設計、導入、既存設備の保守、改良等
＊ゴムロール・ゴムブランケットの国内トップメーカーです。
＊アメリカ・ドイツ・中国・ベトナム・タイに工場があり、外展開を図っています。
＊印刷、製鉄、製紙等様々な産業に使われるゴム製品を作っている化学メーカー
です。

1 大学
（機械系履修）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

53

株式会社　蓬莱組
(一般土木建築工事業)
3301-107530-5

【東京支店】土木施工
管理
33010-34598

・最初はベテラン、先輩社員のもとで、現場管理を中心に施工データ管理、工事積
算等の補助を行っていただきます。
・現場への移動は、軽トラ、軽バンを利用します。
・その後力量に応じて、少しずつ一人で現場監督をお任せします。将来的には十数
億円の現場監督を目指します。

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）

3年以内

７ 専門職・
その他

53

株式会社　蓬莱組
(一般土木建築工事業)
3301-107530-5

【東京支店】推進機械
オペレーション
33010-35898

・最初は工事現場において、推進リーダーのもとで作業補助を行いながら工法機械
の種別等を学んでいただきます。
・現場への移動は、４ｔ車、強力吸引車を利用します。
・その後機械を選んでオペレーションへと進みます。
将来的には全機種を操れ、精度を誇れるオペレーターを目指してください。

1 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）

3年以内

７ 専門職・
その他

55

株式会社　東京洗染機
械製作所
(はん用機械・同部分品
製造業)
1307-652618-1

サービスメンテナンス
職
13070-110098

業務用クリーニング機械、設備の点検、メンテナンス 2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 2年以内

７ 専門職・
その他

55

株式会社　東京洗染機
械製作所
(はん用機械・同部分品
製造業)
1307-652618-1

研究開発・設計職
13070-111798

業務用クリーニング機械の研究、開発及び設計
※ＣＡＤ使用
※電気回路設計

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 2年以内

７ 専門職・
その他

58

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

設計・開発
13090-194298

◇工場・研究所向け精密機器（主に自社製品）の設計開発
過去の時計製造で培った技術力を活かし、「工業用ライト」「高精度電動ドライバー」
「素粒子物理学実験装置（加速器）」などの多種多様な製品の販売を行っていま
す。（ＢｔｏＢ企業）
（製品例）「高精度電動ドライバー」・・・スマートフォン、ハードディスクなどの日常的
に使われている精密機器の組み立てを行います。某大手のスマートフォンの組み
立てに使用されているため、業界でも高い評価を受けています。

3 四大卒以上（機
械もしくは電気
電子系学科卒）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

59

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

設計・製造・施工工程
管理　他
13130-20098

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

2 大学卒（機械、
化学履修者尚
可）

留学生の場合
は、日常会話
以上の日本語
能力を習得され
ている方

２年以内

７ 専門職・
その他

66

ＮＩＣ　株式会社
(通信機械器具・同関連
機械器具製造業)
1314-614779-1

設計・開発
13146-35098

・エレベーター用インターホン、エレベーター監視盤及び関連商品の設計・開発が
主です。
・１ヶ月に１～２回程度エレベーター監視盤の据付工事があります。
・明るい職場・環境づくりのため、従業員全員で清掃等の作業を実施しています。

2 高専、短大、大
学卒
電気・電子の基
礎を履修

不問 3年以内
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号
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既卒者
の応募

７ 専門職・
その他

63

深田パーカライジング
株式会社
(金属被覆・彫刻業，熱
処理業)
1306-1972-3

技術職
13060-78898

○溶融亜鉛めっき（溶けた亜鉛の中に鉄を浸して合金反応をさせる）および電気
めっき（金属の水溶液中に製品を浸して電気を流し析出させる）に関わる業務全般
○入社後まずは、技術職としてめっき作業の技術を学んでいただき、技術習得を目
指します。
○その後、適性により現場管理者・品質管理・開発・営業などの様々なキャリア
ルートの可能性があります。

2 大学院・大学・
短大・高専

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

68

株式会社　アルス
(事業サービス業)
1301-103579-6

デザイナー職
13010-479498

＊クライアント（商業施設・物販店等）に対するプレゼンテーションから実施設計まで
完成後の竣工図及び設計図面の作成
クライアントの要望をデザインに反映し、出店する百貨店の環境やブランドイメージ
などを加味してデザインプランを提案する仕事です。
※入社後、２週間は社内で営業・デザイン知識の研修を行い、物流センター
での現場研修も実施致します。
今回の募集は総合職をめざしておりますので希望や適性を総合的に判断した上で
営業職へのシフトも考えております。

1 大学・短大・専
修学校各卒
学部学科不問
美術系・建築系
学科履修尚可

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
13070-169098

・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 不可

７ 専門職・
その他

79

株式会社　ホームネット
(不動産管理業)
1307-657085-1

施工職
13070-303698

不動産仲介会社（法人）から情報収集を行い、マンションを購入し、リノベーションで
新たな価値を物件に付加して販売会社に販売を委託する事業です。営業職が仕入
れた物件の工事の進捗管理を担います。営業職と相談し、描いた図面で工事業者
の方が工事を行います。完成物件の確認、検査もお任せします。

4 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

80

サンコー・エア・セルテッ
ク　株式会社
(運輸に附帯するサービ
ス業)
1301-225307-6

航空関連技能職
13010-476698

（１）航空機内整備、機体リフレッシュワーク
（２）国際航空貨物取扱、通関関連業務
（３）航空機製造組立（就業場所：名古屋・広島・長野限定）
（４）物流機器整備

30 大学・短大・専
修学校
（１）（２）（３）学
部学科不問
（４）は電気の
基礎知識を有し
ていれば尚可

（１）～（３）
普通自動車免
許あれば尚可
（ＡＴ限定可）
（４）
普通自動車免
許必須（ＡＴ限
定可）

3年以内

７ 専門職・
その他

88

電子磁気工業　株式会
社
(電気計測器製造業)
1310-103388-5

技術職（磁気関連装
置の開発、設計）
13100-18698

ＥＶモーター・ＨＥＶモーター・ロボットモーター向けの着磁装置の開発・製造を行い
ます。
自分で考えた装置を一から造る、とてもやりがいのある仕事です。
幅広い仕事を担当する為、もの造りの知識を深くもったエンジニアとして成長する事
ができます！

3 大学・院卒以上
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

89

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

サービスエンジニア
（技術職）
13130-33498

「産業用印刷機」の搬入・設置、搬出、修理、メンテナンス
具体的には、お客様からお問い合わせをいただいたところに訪問し、印刷機の修理
やメンテナンスなどをしていきます。
入社後、半年～１年は岐阜工場にて研修をおこない、どのように製品が作られてい
るのかを組立ラインに入って学びます。その後、各営業所に配属されます。
初めは先輩と同行し、技術や知識を身につけていき、徐々に経験を積んでいって、
ある程度できるようになってから独り立ちをします。
※お客様の訪問に社有車を使用します。

1 大学卒
※出身学科（文
系・理系）は不
問です。

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７ 専門職・
その他

90

株式会社　グローリア
(不動産管理業)
1307-323991-7

設計・施工管理職
13070-214598

（１）自社併設の一級建築士事務所によるマンション大規模修繕コンサルティング。
マンションの長期修繕計画に基づき、建物の資産価値を維持する総合的なサポー
トを行う。
・クライアントとの打合せ・建物調査・施工箇所、グレード等決定
・施工会社選定・施工監理・施工後サポート等
（２）自社ブランド収益物件、バーミープレイスの企画・設計・施工監理。
・建築予定地の調査・コンセプトの構築、基本設計・施工会社の選定
・施工監理（各種検査）等を行う。

2 大卒以上
建築系学科

不問 2年以内

７ 専門職・
その他

100

日東工営　株式会社
(建築工事業)
1308-622750-7

技術職（設計・積算）
13080-294698

主にＣＡＤによる設計図面の作成、見積書作成などの設計、積算業務全般をお任
せします。入社後は先輩の指示のもと設計、積算に関する知識を習得し、各建築
物、構造物に合わせた設計スキル、積算方法を身に付けていきます。
工場や倉庫、流通センター、共同住宅、複合ビルまで多様な案件があります。　　＊
エリア限定職あり

5 大学、短大、専
修学校

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

100

日東工営　株式会社
(建築工事業)
1308-622750-7

技術職（施工管理）
13080-296398

各種建築現場における施工管理をお任せします。
安全管理、工程管理、品質管理、原価管理がお仕事です。これら４つを常に念頭に
置き、協力施工会社の手配や作業員の指示、予算作成、品質チェックなどに努め
てください。
最初は現場代理人（所長）や先輩のもとで仕事をし、３年くらいで小さな現場施工管
理をお任せします。＊エリア限定職あり

7 大学、短大、専
修学校

不問 3年以内

７ 専門職・
その他

107

ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

倉庫管理（全国型）
13010-460498

倉庫管理：当社の物流センター内でお得意先様の商品を店舗別に仕分、出荷する
作業やセンター内で働くパートや派遣スタッフへの業務指導及び指示等のお仕事
です。
※配送業務（ドライバー職）の募集ではありません。

5 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
※マイカー通勤
の場合

2年以内

７ 専門職・
その他

107

ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

倉庫管理（勤務地限
定型）
13010-466798

倉庫管理：当社の物流センター内でお得意先様の商品を店舗別に仕分、出荷する
作業やセンター内で働くパートや派遣スタッフへの業務指導及び指示等のお仕事
です。
※配送業務（ドライバー職）の募集ではありません。

5 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
※マイカー通勤
の場合

2年以内
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ブース
番号
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事業所番号
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求人番号
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既卒者
の応募

７ 専門職・
その他

111

セントラル警備保障　株
式会社
(警備業)
1308-402246-3

警務職（機械警備）
13080-313098

各施設のセキュリティーシステムにアラームが出た際、緊急出動し対応する業務で
す。
機械警備機器及び監視システムによって集められたセキュリティー情報が指令セン
ターへ集められ、そこからパトロール員に指令がされ出動、警備対象施設へ駈け付
け対応します。
機械警備業務には、パトロール員と指令員の２つの業務があります。

10 大学院卒、大
学卒・短大卒・
高専卒・専修学
校卒

普通自動車免
許（オートマ可）

3年以内

７ 専門職・
その他

111

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）
13080-310298

商業施設、オフィスビル、ホテル、テレビ局をはじめ現金や商品を扱う銀行、高級ブ
ランドショップさらに秘密保持が必要な工場、研究所など多岐にわたります。
求められるのは微細な異常を発見する能力、状況に即応する行動力。そのために
迅速かつ適切に対応できるよう、日ごろからの訓練は欠かすことが出来ません。ま
た、来訪するお客様の対応やご案内することも大切なサービスの一環です。

20 大学院卒、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

111

セントラル警備保障　株
式会社
(警備業)
1308-402246-3

警務職（運輸警備）
13080-311598

売上金の回収など、現金輸送を行うのが運輸警備です。
主な業務はＡＴＭやＣＤへの現金の補填業務や、店舗等の売上金の回収、精査、ま
た金融機関への入金など、ＧＰＳを駆使し、二人一組で正確に迅速に行っていきま
す。

10 大学院卒、大
学卒・短大卒・
高専卒・専修学
校卒

普通自動車免
許（オートマ可）

3年以内

７ 専門職・
その他

111

セントラル警備保障　株
式会社
(警備業)
1308-402246-3

技術職
13080-314798

個人邸やオフィスビルに取り付けるさまざまなセキュリティーシステムの設計・提
案、またメンテナンス業務を行うのが技術部門です。
主な業務は営業スタッフとともにお客様専用の警備システムを設計・提案する設計
業務と既設のシステムが安定的に正しく作動するよう点検するメンテナンス業務で
す。
・ＪＲ東日本のサービスロボット研究開発に参加
・画像解析に力を入れ、画像解析に特化したセンターを設立
・伊勢志摩サミットでは水中ソナーを活用した警備を実施

5 大学院卒、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

116

アコマ医科工業　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1301-100290-2

技術職（医療機器製
造販売）
13010-537698

◆１９２１年創業の全身麻酔器・人工呼吸器などの医療機器の製造・販売を手掛け
るメーカーです
大宮工場内にある「製造・組立・資材購買・商品管理・品質保証・ＩＳＯ」等々の技術
系セクションへの配属となります
専門知識の有無を問わず、「ものづくり」に興味のある方であれば一からじっくり指
導いたします

5 大学院・大学・
専修学校各卒
※理系学部学
科専攻
（業務を遂行す
るための基礎
知識を有する
方）

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

116

アコマ医科工業　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1301-100290-2

システム開発職（医
療機器製造販売）
13010-538998

◆１９２１年創業の全身麻酔器・人工呼吸器などの医療機器の製造・販売を手掛け
るメーカーです
大宮工場内にある「ソフトウェア設計、開発」に携わる技術部門への配属となります

5 大学院・大学・
専修学校各卒
（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

119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

警備職（警備実務・社
員教育）［宇都宮、小
山、那須塩原］
04490-214398

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊社員教育：教育者、統括管理者等として、各種の資格（各種警備業務資格、警備
員指導教育責任者資格）を取得後、警備実務をやりながら、ＯＪＴトレーナー、社内
教育での講師、警備現場の統括管理に携わります。

5 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）

3年以内

７ 専門職・
その他

119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

警備職（警備実務・社
員教育）新宿、上野、
大井、立川
04490-217298

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊社員教育：教育者、統括管理者等として、各種の資格（各種警備業務資格、警備
員指導教育責任者資格）を取得後、警備実務をやりながら、ＯＪＴトレーナー、社内
教育での講師、警備現場の統括管理に携わります。

43 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

119

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0449-911462-1

警備職（警備実務・社
員教育）さいたま、越
谷、船橋、横浜
04490-220698

＊警備実務：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、イベント警備、等
＊社員教育：教育者、統括管理者等として、各種の資格（各種警備業務資格、警備
員指導教育責任者資格）を取得後、警備実務をやりながら、ＯＪＴトレーナー、社内
教育での講師、警備現場の統括管理に携わります。

3 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校

不問 3年以内
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ブース ユースエール 事業所名 産業分類 事業所番号

1 株式会社　フォーラムジャパン 労働者派遣業 1301-535043-9

2 ＫＳＲ　株式会社 ソフトウェア業 2602-301721-3

3 ＳＥＴソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 1308-117613-3

4 株式会社　東光 卸売業 1304-250903-1

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

6 株式会社　ドリテック 計量器・測定器等製造 1112-614906-7

7 アルフレッサメディカルサービス　株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 1301-651924-3

8 株式会社　東京リーガルマインド 専修学校，各種学校 1308-619367-7

9 コネクシオ　株式会社 小売業 1308-634479-6

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

11 ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社 自動車・同附属品製造業 1304-25910-0

12 株式会社　ＬａｉｎＺ ソフトウェア業 1301-624989-1

13 三州野安　株式会社 陶磁器・同関連製品製造業 2311-330441-5

14 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン 1317-615648-9

15 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

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

17 江戸川木材工業　株式会社 建築材料卸売業 1313-103616-9

18 ボクソン工業　株式会社 はん用機械・同部分品製造業 1307-350109-2

19 株式会社　ヒューテックノオリン 冷蔵倉庫業 1308-638095-0

20 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 1306-203906-4

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

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

23 株式会社　銘林 建築材料卸売業 1313-108102-0

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

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

26 中央運輸　株式会社 一般貨物自動車運送業 1302-304449-9

27 株式会社　オカダヤ 織物・衣服・身の回り品小売業 1308-102955-1

28 ナスラック　株式会社 建築材料卸売業 2302-621658-2

29 株式会社　セル ソフトウェア業 1303-208114-5

30 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 1307-349516-4

31 株式会社　アルファ・オイコス 電気機械器具製造業 1210-104294-7

32 株式会社　ちよだ鮨 すし店 1302-412557-5

33 株式会社　エイ・アンド・エス・システム 土木建築サービス業 1301-561862-9

34 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 1304-260356-2

35 株式会社　福島屋 各種商品小売業 1316-4171-4

36 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

37 株式会社　アイネット ソフトウェア業 1301-549978-4

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

39 臼杵運送　株式会社 一般貨物自動車運送業 4401-911689-2

40 株式会社　イチネンＴＤリース 自動車賃貸業 1304-4388-0

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

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

43 原電エンジニアリング　株式会社 技術サービス業 1303-624203-6

44 吉田直土木　株式会社 土木工事業 1309-302743-0

45 ＦＸＣ　株式会社 卸売業 1303-615794-6

46 株式会社　東東京イエローハット 小売業 1311-623543-2

47 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 1304-14977-5

48 株式会社シービーエス 建物サービス業 1304-621138-3

49 大和鋼帯　株式会社 金属製品製造業 1301-219525-0

50 三和ベンダー　株式会社 食料・飲料卸売業 1301-229766-6

51 株式会社　金陽社 ゴムベルト・工業用ゴム製品等製造業 1304-617025-8

52 マツモト産業　株式会社 産業機械器具卸売業 2703-6415-9

53 株式会社　蓬莱組 一般土木建築工事業 3301-107530-5

54 株式会社　メディアネットワーク ソフトウェア業 1301-553011-2

55 株式会社　東京洗染機械製作所 はん用機械・同部分品製造業 1307-652618-1

56 共和化工　株式会社 設備工事業 1304-249627-0

57 株式会社　菱友システムズ ソフトウェア業 1304-16131-5

58 ハヤシレピック　株式会社 電子応用装置製造業 1309-101069-3

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

60 セントレード証券　株式会社 金融商品取引業 1301-583282-3
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61 斉田電機産業　株式会社 電気機械器具卸売業 1304-215749-4

62 日本デジタルデザイン　株式会社 ソフトウェア業 1301-505585-3

63 ★ 深田パーカライジング　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 1306-1972-3

64 ★ 株式会社　アクト ソフトウェア業 1308-415650-5

65 ★ 株式会社　キャンドゥコンセプト 情報処理・提供サービス業 1307-114360-1

66 ★ ＮＩＣ　株式会社 通信機械器具・同関連機械器具製造業 1314-614779-1

67 サラダカフェ　株式会社 飲食料品小売業 2706-419940-4

68 株式会社　アルス 事業サービス業 1301-103579-6

69 株式会社　ワキュウトレーディング　東京事務所 食料・飲料卸売業 1309-937371-4

70 株式会社　デジックデザイン ソフトウェア業 1309-623736-5

71 株式会社　トータルオーエーシステムズ ソフトウェア業 1308-631603-2

72 株式会社　サン電子 電気機械器具卸売業 1301-508912-5

73 斎長物産　株式会社 建築材料卸売業 1301-503384-0

74 クマガイコーポレーション　株式会社 飲食店 1307-103810-9

75 株式会社　アドバンストラフィックシステムズ ソフトウェア業 1308-629323-9

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

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

78 株式会社　パーパスエコテック 職別工事業 1301-637190-7

79 株式会社　ホームネット 不動産管理業 1307-657085-1

80 サンコー・エア・セルテック　株式会社 運輸に附帯するサービス業 1301-225307-6

81 ★ 株式会社　コスモ・インテリジェンス ソフトウェア業 1315-613735-8

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

83 ★ 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

84 ★ 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

85 株式会社　メトロ ソフトウェア業 1304-253930-5

86 トッパン・フォームズ・オペレーション　株式会社 情報処理・提供サービス業 1304-20437-0

87 英雄海運　株式会社 沿海海運業 1301-537616-3

88 電子磁気工業　株式会社 電気計測器製造業 1310-103388-5

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

90 株式会社　グローリア 不動産管理業 1307-323991-7

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

92 株式会社　英國屋 男子服小売業 1301-583575-0

93 ★ ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業 1320-615094-3

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

95 ★ 株式会社　ライズテック ソフトウェア業 1307-645539-8

96 ★ 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

97 株式会社　やまねメディカル 老人福祉・介護事業 1301-621350-6

98 株式会社　東都観光企業　総轄本社 旅館，ホテル 1309-626717-2

99 八洲ファシリティサービス　株式会社 専門サービス業 1311-312698-3

100 日東工営　株式会社 建築工事業 1308-622750-7

101 株式会社　チヨダ 靴・履物小売業 1308-300742-2

102 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 1304-639894-1

103 東都興業　株式会社 金属製品製造業 1302-311666-7

104 株式会社　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 1308-620301-6

105 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

106 ブルーチップ　株式会社 事業サービス業 1301-626182-0

107 ピップ物流　株式会社 こん包業 1301-526168-9

108 株式会社　タカノスマイル 産業機械器具卸売業 1313-410679-0

109 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 1301-206967-0

110 渡辺パイプ　株式会社 建築材料卸売業 1301-637853-0

111 セントラル警備保障　株式会社 警備業 1308-402246-3

112 株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 専門サービス業 1308-432529-9

113 株式会社　リブ・マックス 不動産賃貸業 1304-658077-0

114 株式会社　キーマネジメントソリューションズ ソフトウェア業 1308-450028-0

115 株式会社　ウェブスター ソフトウェア業 1308-648142-8

116 アコマ医科工業　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 1301-100290-2

117 大和産業　株式会社 卸売業 1304-649288-2

118 朝日容器工業　株式会社 再生資源卸売業 1312-202152-3

119 東洋ワークセキュリティ　株式会社 警備業 0449-911462-1

120 株式会社　銀座ルノアール 喫茶店 1308-415882-3
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