
会場

令和元年８月１日（木）、２日（金）　13：30～16：30　

（受付時間13:00～15:30）

対象者

参加企業 ５０社予定（１日２５社×２日間　企業入替制）

東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

※求人の詳細は最寄りのハローワークで確認いただけます。

2019/7/24更新

問合せ先

小田急第一生命ビル　「出会いのフロア」
東京都新宿区西新宿２－７－１　小田急第一生命ビル　21階

開催日

令和２年３月大学院・大学・短大・高専・専修学校等の卒業予
定者および既卒者（卒業後概ね３年以内の方）

東京新卒応援ハローワーク 

合同就職面接会 

参加企業・求人一覧表 

（８月） 
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参加日
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
共立信用組合
中小企業等金融業
1306-3362-2

創立以来６０年以上経過し、強固な経営体質を築き、健全経営に徹し、地域
社会との共存共栄を旨とした中小・小規模企業及び地域住民の為の金融機
関。

2
ニシオ株式会社
衣服卸売業
2701-45166-9

創業以来、時代の変革に対応し、海外に合弁会社を保有する等、
安定成長を遂げている。常に、業界上位にランクされている。

3
株式会社ＧＥＥＸ
ソフトウェア業
1307-644153-8

最新技術を駆使したＷｅｂシステム開発、モバイルアプリ開発、クラウドシス
テム構築等、最先端の技術でシステム開発をしております。

4 ユ
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。

5
ＴＯＴＯエムテック　株式会社
建築材料卸売業
1308-439197-1

創業以来水廻り商品を中心に扱ってきた住宅建材総合商社。ＴＯＴＯグルー
プでありながら、メーカーの枠にとらわれず多種多様な商材を取扱い多様化
するお客様のニーズに的確にお応えしていきます

6
株式会社　コバヤシ
建築材料卸売業
1304-249368-0

◆黒字経営：不況に強い経営体質である。◆人が大事：人の成長が存在価
値を上げる◆安定成長：時代の先を見た経営方針の的確性◆強い：自己努
力の出未る強い社員、会社を作る。

7 ユ
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。

8
株式会社　タクミナ
一般産業用機械・装置製造業
2701-617494-8

産業界では必要不可欠な製品となっているポンプの専門メーカー。製品提
供を行っている業界は幅広く、化学分、環境・水処理分野、食品・医療・バイ
オ分野などあらゆる産業をカバーしています。

9 ユ
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。

10
株式会社　レインボーオプチカル研究所
他に分類されない卸売業
1301-210451-1

日本で初めて製造販売認可を得たコンタクトレンズメーカーとして、高品質
な遠近両用コンタクトレンズの開発・商品化を進め、全国の大学病院等、各
医療機関からも高い信頼を得ている。

11 ユ
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（ほうろう鉄器を除く）
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。

12
株式会社　ニッシンイクス
建築材料卸売業
3507-614323-5

企業目標は「社員の幸福」と「社会への奉仕」です。
社員一人一人が働くことの喜びを実現できる「働き甲斐」のある会社づくりを
目指しています。

13
株式会社　ステンレスワン
鉄鋼製品卸売業
1301-579726-9

出資比率がメタルワン６６．６％、日鉄ステンレス３３．４％の会社です。日鉄
ステンレス製ステンレス鋼をメタルワンより仕入れ、加工し住宅機器・自動車
関連メーカー等に納入しています。

14
東通産業株式会社
産業機械器具卸売業
1304-6307-7

創業６０年以上。培ってきた顧客とのリレーションが当社の強みの１つで近
年、業績がさらに上がっている。従業員のアットホームな雰囲気が売りで、
平均勤続年数約１５年。年間休日１２０日超え。

15
ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
1303-617168-5

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

16
ハート　株式会社
紙製品製造業
2701-34628-7

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

17
株式会社　教映社　東京支店
他に分類されない事業サービス業
1313-924719-4

映像音響機器のリース・販売の総合商社です。

18
セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

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

19
株式会社　アロワーズ
建築リフォーム工事業
1308-449031-9

設立から１７年で多くの企業から支持をされています。紹介や反響がメイン
のため、飛び込み営業はありません。平均年齢も３０歳と若く、のびのびと
活躍できる自由な社風です。

20
株式会社　データ・テック
電気計測器製造業
1306-202934-3

当社は車の事故を防ぐ安全と環境に「やさしい運転商品」ドライブレコーダー
（「セイフティレコーダ」）の開発、製造、販売をしています。

21 ユ
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」

22
葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

時代が求める食品流通業界の一翼を担う、人を活かす職場環境作りを目指
し、「自分磨きと成長」をテーマに社会人としての活かし方・活かされ方を学
ぶ独自の人材育成を最優先に考えております。

23 ユ
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）】

24
株式会社　中央社
他に分類されない卸売業
1309-404036-6

雑誌とコミックに独自の強みを持っています。
本に興味のある方、読者と本との出会いを橋渡ししたい方などが力を発揮し
やすい環境を整えております。

25 ユ
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！☆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☆

8月1日
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参加日
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　トリードアート
老人福祉・介護事業
1311-315085-6

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

2
日本ロジテム株式会社
一般貨物自動車運送業
1304-14833-4

当社は創業７４年の物流会社で食品、アパレル、雑貨等の大手メーカー様
とお取引があります。また私たちが関わるすべてから信頼されることが大切
だと考え、今後も成長を目指します。

3
丸宇木材市売　株式会社
建築材料卸売業
1313-203346-8

地球環境貢献のための「木材利用」を様々な角度から提案しています。

4 ユ
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。

5
株式会社　サクラ
建築材料卸売業
1301-501163-7

当社は設立昭和５６年以来、国内最大手鉄鋼メーカーの協力会社として顧
客のために「安全・安心・信頼」を重視し、あらゆるサービスに応えながら安
定した事業経営を営んでおります。

6
株式会社田中歯科器械店
その他の機械器具卸売業
1301-221407-7

大正１２年創業以来順調に業績を伸ばし、景気、不景気に極端に左右され
ず、比較的安定した業界と言える。

7 ユ
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。

8
株式会社　ソラマス・ソフトウェア・サービス
ソフトウェア業
1308-629829-6

高い技術力を武器にサブシステムインテグレーターとして、顧客との共存・
発展を目指しています。
業務の大半はエンドユーザーから直接受注しています。

9 ユ
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

10
株式会社　アデランス
その他の織物・衣服・身の回り品小売業
1308-617210-9

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

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

アプリ開発、インフラ、運用／サポートとＳＩ全般を幅広く手がけています。社
員と会社が一体感を持ち、働き甲斐のある会社を目指しています。社風は
風通しがよく、意見が通りやすいです。

12
株式会社　リオネットセンター城南
他に分類されない小売業
1304-254960-3

補聴器専門店

13
鈴茂器工　株式会社
生活関連産業用機械製造業
1309-431121-3

「米飯主食文化を世界へ」をモットーに、寿司ロボット等の開発・製造・販売
を行っております。独自の技術開発力をべースに様々なライスアイデア商品
を市場に提供しておリます。

14
株式会社　ハート介護サービス　中野
老人福祉・介護事業
1308-930395-2

若い職員が多く、産休、育休、介護休業の実績あり。
働き易い環境です。

15
パーパス　株式会社
暖房・調理等装置，配管工事用附属品製造業
2210-628-7

当社は『人や生活、環境に優しい』をテーマにお客様に安全と安心、快適を
提供することを企業方針とし、ガス給湯器をはじめ、多彩な商品で事業展開
をしています。

16
株式会社　京橋千疋屋
野菜・果実小売業
1302-406599-5

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

17
株式会社　ベルチャイルド
ソフトウェア業
2702-432847-8

弊社は高度な技術と豊富な経験をいかした技術集団です。設立以来、常に
業績を伸ばし続け、これからさらに企業として大きくしていく時期にあります。

18
日本紙運輸倉庫　株式会社
倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）
1302-408653-9

”常によりよいサービスを！”をモットーにお客様のニーズを的確にとらえ、
お客様にご満足頂ける物流サービスを堤供しています。

19
株式会社トゥモロー・ネット
情報処理・提供サービス業
1301-652229-1

２００５年に設立し、ソフトウェアやサーバーといったＩＴシステムの提供を行
う。販売・組立・アフターフォローまで一貫して自社で行える強みが競合他社
との差別化をはかっている。

20
栄和建物管理　株式会社
建物サービス業
1304-7941-3

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

21 ユ
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

22
第一港運　株式会社
港湾運送業
1313-100557-0

物流業の使命である迅速・安全・確実をモットーに顧客のニーズに充分応え
る事の出来る社内組織と養任体制を構築し継続的改善を目指しておりま
す。

23 ユ
株式会社　アバールデータ
電気計測器製造業
1319-3562-5

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

24
毎味水産　株式会社
水産食料品製造業
2312-350647-8

会社創立以来、着実に業績を伸ばし、安定成長を遂げております。東京築
地に営業所を構え、ＴＶショッピング等による販売にも力を入れています。

25 ユ

オートマックス　株式会社
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器
具・理化学機械器
1309-401640-9

お客様が世界の自動車工業のトップメーカー！自動車の試験装置業界で
トップクラスのシェアと技術力を誇る当社で是非活躍してください。受注は好
調で、収支基板は安定している。

8月2日
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求人一覧（職種別）

参加日 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

2 ニシオ株式会社 衣服卸売業 営業総合職 27010-149598 1 2年

5 ＴＯＴＯエムテック　株式会社 建築材料卸売業 総合職（営業） 13080-143298 15 3年

12 株式会社　ニッシンイクス 建築材料卸売業 総合職 35070-18498 2 3年

24 株式会社　中央社 他に分類されない卸売業
総合職（仕入業務・営業業務・管理業
務・物流業務）

13090-188898 3 3年

25
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

1 共立信用組合 中小企業等金融業 営業 13060-144998 10 3年

6 株式会社　コバヤシ 建築材料卸売業 営業 13040-284198 2 3年

8 株式会社　タクミナ 一般産業用機械・装置製造業 営業（高精密工業用ポンプ） 27010-202198 3 3年

10
株式会社　レインボーオプチカル研
究所

他に分類されない卸売業 メーカー提案営業 13010-45098 4 3年

13 株式会社　ステンレスワン 鉄鋼製品卸売業 営業 13010-609698 1 3年

14 東通産業株式会社 産業機械器具卸売業 既存顧客へのルート営業 13040-125398 2 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

営業／台東区・大阪市淀川区 13030-81898 3 3年

16 ハート　株式会社 紙製品製造業 営業 27010-213098 10 3年

17 株式会社　教映社　東京支店
他に分類されない事業サービス
業

営業 13130-181298 2 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 営業 13010-339998 10 3年

19 株式会社　アロワーズ 建築リフォーム工事業 営業 13080-391998 2 3年

20 株式会社　データ・テック 電気計測器製造業 営業職 13060-136998 2 3年

1 共立信用組合 中小企業等金融業 金融事務 13060-143698 5 3年

6 株式会社　コバヤシ 建築材料卸売業 営業事務 13040-285298 2 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

管理事務／台東区、埼玉県八潮市、
大阪市淀川区

13030-78398 1 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

工場事務／埼玉県八潮市・滋賀県甲
賀市・茨城県稲敷市

13030-79498 3 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 総務人事 13010-340298 3 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 営業事務 13010-341598 3 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 経理事務 13010-343098 3 3年

22 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 一般事務職 13100-37198 1 1年

22 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 事務職（経理総務部・人事部） 13100-38298 2 1年

4　接客・
販売

20 株式会社　データ・テック 電気計測器製造業 お客様サポート 13060-134798 1 3年

3 株式会社ＧＥＥＸ ソフトウェア業 システムエンジニア（プログラマー 13070-172498 2 3年

4 株式会社　ティエスイー ソフトウェア業 運用エンジニア 13040-362398 3 3年

4 株式会社　ティエスイー ソフトウェア業
開発エンジニア
（プログラマー）

13040-363498 4 3年

4 株式会社　ティエスイー ソフトウェア業
インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジ
ニア

13040-364198 3 3年

7 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

9
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

14 東通産業株式会社 産業機械器具卸売業 映像・ＩＣＴシステム技術者 13040-126498 2 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 社内ＳＥ 13010-344798 1 3年

20 株式会社　データ・テック 電気計測器製造業 ソフトウェアエンジニア 13060-135698 2 3年

21 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

23 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

８/１
（木）

1 総合職

２　営業

3　事務

5　ＩＣＴ系
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求人一覧（職種別）

参加日 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

11 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（ほ
うろう鉄器を除く）

技術職 13060-78898 2 3年

14 東通産業株式会社 産業機械器具卸売業 ＣＡＤオペレーター 13040-406798 2 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

施工管理／埼玉県八潮市・大阪市淀
川区

13030-76698 3 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

研究開発／埼玉県八潮市 13030-77998 3 3年

15 ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）

設計／埼玉県八潮市・大阪市淀川区 13030-80598 2 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 商品開発 13010-342898 1 3年

18 セフテック　株式会社 他に分類されない小売業 デザイナー 13010-345698 1 3年

22 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 技術職（フォークリフトオペレーター） 13100-36498 7 3年

８/１
（木）

7　専門
職・その他
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求人一覧（職種別）

参加日 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

2 日本ロジテム株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13040-445298 20 3年

3 丸宇木材市売　株式会社 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-59198 5 3年

10 株式会社　アデランス
その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

事務系総合職 13080-150298 15 3年

14
株式会社　ハート介護サービス　中
野

老人福祉・介護事業 総合職 13080-363898 2 10年

20 栄和建物管理　株式会社 建物サービス業 総合職 13040-415798 2 3年

22 第一港運　株式会社 港湾運送業 総合職（事務系） 13130-186698 5 5年

5 株式会社　サクラ 建築材料卸売業 営業（建材事業部） 13010-844998 1 3年

6 株式会社田中歯科器械店 その他の機械器具卸売業 営業 13010-744598 2 3年

13 鈴茂器工　株式会社 生活関連産業用機械製造業 営業職 13090-275598 2 2年

15 パーパス　株式会社
暖房・調理等装置，配管工事用
附属品製造業

住宅設備関連機器（ガス給湯器）の
ルート営業

22100-96698 1 3年

19 株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業 営業（ＰＣ機器） 13010-334598 2 3年

23 株式会社　アバールデータ 電気計測器製造業 営業職 13190-30798 1 3年

24 毎味水産　株式会社 水産食料品製造業
営業（量販店・ＴＶショッピング・ネット
通販など）

23120-20798 2 3年

1 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 事務庶務 13110-18098 1 3年

1 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 事務系職員 13110-19798 1 3年

13 鈴茂器工　株式会社 生活関連産業用機械製造業 経営企画職 13090-292598 1 2年

18 日本紙運輸倉庫　株式会社 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 物流業務に関する事務／関東 13010-670298 5 3年

10 株式会社　アデランス
その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

カウンセラー（反響営業） 13080-152898 4 3年

10 株式会社　アデランス
その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

販売職 13080-153098 10 3年

12 株式会社　リオネットセンター城南 他に分類されない小売業 メンテナンス・販売・営業 13040-325098 2 3年

16 株式会社　京橋千疋屋 野菜・果実小売業 店舗スタッフ（販売・接客・調理） 13010-696298 8 3年

4 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

7 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

8
株式会社　ソラマス・ソフトウェア・
サービス

ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー 13080-299298 5 3年

9 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 Ｗｅｂシステム開発 13150-40098 5 3年

9 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

11 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業
プログラマー

13200-16198 2 3年

11 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業
システムエンジニア

13200-17298 2 3年

15 パーパス　株式会社
暖房・調理等装置，配管工事用
附属品製造業

システムエンジニア・プログラマ 22100-95798 1 3年

19 株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア 13010-680898 2 3年

23 株式会社　アバールデータ 電気計測器製造業 ソフトウェアエンジニア 13190-9998 2 3年

1 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 支援介護職員 13110-20398 3 5年

1 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 生活相談員（候補） 13110-21498 2 5年

13 鈴茂器工　株式会社 生活関連産業用機械製造業 技術職／埼玉県比企郡川島町 13090-274298 4 2年

13 鈴茂器工　株式会社 生活関連産業用機械製造業 技術サービス職 13090-276898 3 2年

17 株式会社　ベルチャイルド ソフトウェア業 システムエンジニア 27020-289298 11 3年

21 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

25 オートマックス　株式会社
計量器・測定器・分析機器・試験
機・測量機械器具・理化学機械
器

自動車駆動系部品の試験装置の設
計（機械・制御・ソフト）

13090-256498 2 3年

1 総合職

８/２
（金）

6　介護・
福祉職

7　専門
職・その他

２　営業

4　接客・
販売

5　ＩＣＴ系

3　事務
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東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会（８月・出会いのフロア）　求人概要（職種別）

職種区
分

参加
日

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 8/1 2

ニシオ株式会社
衣服卸売業
2701-45166-9

営業総合職
27010-149598

・ハンカチ等の繊維製品を中心とした商品を固定得意先へ販売する。
（新規開拓もあります。）
・得意先への商品企画・提案を行い、商品企画の段階から物づくりに
参加できます。　
・幅広い営業活動（海外出張他）が出来ます。

1 大学卒 普通自動車免
許あれば尚可
（ＡＴ限定可）

2年

1 総合職 8/1 5

ＴＯＴＯエムテック　株式会社
建築材料卸売業
1308-439197-1

総合職（営業）
13080-143298

ハウスメーカーやリフォーム店、工務店に対し、水廻り機器（トイレ、キッチン、ユニットバス
等）を中心に、住宅に関する設備機器の販売、施工を行います。求める人財○積極的で自
ら行動ができる人。　活力にとんだ意欲的な方を求めます。得意先はもちろんのこと、社内で
も、明るい態度がコミュニケーションの形成に欠かせません。○想像力を持って変化に積極
的に取り組める人。仕事はマニュアル通りに進まないことが多くあります。その時にいかに基
本線を外さずに変化できるか、が大事となります。“一を聞いて十を知る”これこそが理想の
人材です。

15 大学院
大学

普通自動車免
許あれば尚可
建築系資格あ
れば尚可

3年

1 総合職 8/1 12

株式会社　ニッシンイクス
建築材料卸売業
3507-614323-5

総合職
35070-18498

＊各種無垢フローリング材、壁材、ドア材、塗料をはじめとする住宅・店舗・商業施設用の建
材を設計事務所やビルダー・工務店に対して商品の紹介をして、物件の仕様に組み込んで
いただく提案から、納品手配までの一連の業務です。

2 大学院、大学 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年

1 総合職 8/1 24

株式会社　中央社
他に分類されない卸売業
1309-404036-6

総合職（仕入業務・営
業業務・管理業務・物
流業務）
13090-188898

＊営業部門：取引先書店の売上を伸ばす為、様々な提案を実施するコンサルティング営業
＊仕入部門：出版社と仕入部数の交渉、決定及び全国の取引先書店への配本
＊管理部門：総務、経理、情報システム等の管理部門
＊物流部門：本の発送を担う物流業務
☆ご本人の希望と適性により配属部署を決定いたします。

3 大学（学部・学
科不問）

不問 3年

1 総合職 8/1 25

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＞
■ゲームエンジニア：ゲームソフト開発
■システムエンジニア：Ｗｅｂシステム開発
■インフラエンジニア：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。
☆「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

15 能開校
専修学校
高専
短大
大学
大学院

不問 5年

２　営業 8/1 1

共立信用組合
中小企業等金融業
1306-3362-2

営業
13060-144998

○取引先を訪問し、集金業務・融資相談受付業務
○顧客情報収集・管理
○新規開拓等

10 ・大学卒 ・普通自動車
運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

２　営業 8/1 6

株式会社　コバヤシ
建築材料卸売業
1304-249368-0

営業
13040-284198

◆ルートセールス営業
見積作成やご提案資料作成もあります。
担当のお客様に商材をお届けしながら商談もします。

2 大学（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

２　営業 8/1 8

株式会社　タクミナ
一般産業用機械・装置製造
業
2701-617494-8

営業（高精密工業用
ポンプ）
27010-202198

※高精密工業用ポンプや装置等のルート営業（商社等）直販営業（工場等）です。（飛び込
み営業はありません）
※お客様の環境負荷削減や省エネ要望、対薬液耐性等々、機械メーカー営業でしか味わえ
ない現場への提案から問題解決という貢献が目に見え、実感できる仕事です。
※東証２部上場の安定企業で社員定着率も高く、長期的な視点でキャリアアップを図ること
ができます。
※文系の方も理系の方も活躍出来るお仕事です。

3 大学院、大学 普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年

２　営業 8/1 10

株式会社　レインボーオプチ
カル研究所
他に分類されない卸売業
1301-210451-1

メーカー提案営業
13010-45098

メーカー提案営業（自社製品レインボーコンタクトレンズを中心とした提案営業）
１、総合病院・大学病院・眼科専門医・特約代理店・大手コンタクト小売専門店・眼鏡店といっ
た既存取引先への計画的巡回訪問を行います。
２、処方施設のスタッフ・ドクターに対し、商品説明から製品の性能を最大限に発揮するため
の処方検査技術までのフォロー、メンテナンスと情報交　換、勉強会等を通じ、当社および商
品に対する信頼の醸成・強化と販売促進を図ります。論理的な思考に加え、正確に情報を
伝えるコミュニケーション能力が要求されます。

4 大学院・大学・
短大・専修学
校
各卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ
可）
あれば尚可

3年

２　営業 8/1 13

株式会社　ステンレスワン
鉄鋼製品卸売業
1301-579726-9

営業
13010-609698

１）自動車・電気機器・キッチン・建築材料など、ステンレス鋼を材料として使用する需要家が
お客様です。
２）お客様のご要望に合わせ鉄鋼メーカーからステンレス鋼を仕入れ、自社の千葉工場で切
断加工したものをお客様に納入します。需要家とメーカーのコーディネーターです。
３）受注、仕入、加工指図、納期管理、売上、入出金、与信管理など重要な業務を担当しても
らいます。

1 大学卒（学部
学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）

3年

２　営業 8/1 14

東通産業株式会社
産業機械器具卸売業
1304-6307-7

既存顧客へのルート
営業
13040-125398

仕事内容としては、以下のとおりです。☆万全な社内・メーカーのバックアップ体制を基に、
既存の顧客をルート営業します。お客様に１ｏｎ１の提案をすることで、お客様の要望を上回
る驚きと喜びを感じて頂くのがソリューション営業です。☆各大手メーカーの電気機器とＩＴ技
術を融合した音響・映像関連システムを提案して頂きます。自分次第で何通りもの提案がで
きる、とてもやりがいのある仕事です。家電の新製品をチェックするのが好きな方や人と話す
のが好きな方にもぴったりの仕事です。年間休日も１２７日ととても多く、プライベートを充実
させたい方にもぴったりです。転居を伴う転勤はほとんどありません。

2 大学院卒、大
学卒、短大卒
学部・学科不
問

普通自動車運
転免許
（ＡＴ可）

3年

２　営業 8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

営業／台東区・大阪
市淀川区
13030-81898

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

3 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

２　営業 8/1 16

ハート　株式会社
紙製品製造業
2701-34628-7

営業
27010-213098

営業職（ルートセールス）
印刷会社、広告代理店などの既存得意先を中心に当社製品（名刺用紙・封筒・はがき等）の
提案・販売・納品までを担当して頂きます。
また得意先のご要望に添ったオーダーメイド品にも携わって頂きます。

10 大学院、大学
卒

普通自動車免
許（Ａ・Ｔ限定
可）※入社ま
でに取得

3年

２　営業 8/1 17

株式会社　教映社　東京支店
他に分類されない事業サービ
ス業
1313-924719-4

営業
13130-181298

・イベント会場、企業への映像機器の貸出運営等
・ＩＣＴ機器、業務用映像音響機器の販売、システムソリューションの提案等

2 大学・短大卒 普通自動車運
転免許（ＡＴ
可）
（入社時まで
の所得で可）

3年
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２　営業 8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

営業
13010-339998

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

10 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ不可）

3年

２　営業 8/1 19

株式会社　アロワーズ
建築リフォーム工事業
1308-449031-9

営業
13080-391998

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

2 大学院大学短
大高専
専修学校能開
校

不問 3年

２　営業 8/1 20

株式会社　データ・テック
電気計測器製造業
1306-202934-3

営業職
13060-136998

○交通事故を減らし、燃費を改善する目的のデジタルタコメーターやドライブレコーダー、各
種センサー類を販売します。
○お客様は物流企業、自動車メーカーや保険会社などで、ご要望にマッチした提案を行って
いきます。
○既存ユーザーのサポートで浮かび上がった結果をもとに、営業が新商品を　企画したり、
市場開拓を行うケースも多々あります。
○オリジナル製品を作っている会社だからこその醍醐味です。

2 ・大学院卒・大
学卒・高専卒・
専修学校卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ
可）あれば尚
可

3年

3　事務 8/1 1

共立信用組合
中小企業等金融業
1306-3362-2

金融事務
13060-143698

○窓口応対（入出金・振込・公共料金収納・各種届出等の受付）
○後方事務（入出金・新規作成、解約等オペレーション等）
○電話応対

5 ・専修学校卒
・短大卒
・大学卒

不問 3年

3　事務 8/1 6

株式会社　コバヤシ
建築材料卸売業
1304-249368-0

営業事務
13040-285298

商品受発注業務及び営業サポートです。
ＰＣ入力、電話対応、ファイリング、
見積作成・資料作成、ご来店のお客様対応など

2 大学・短大（学
部学科不問）

不問 3年

3　事務 8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

管理事務／台東区、
埼玉県八潮市、大阪
市淀川区
13030-78398

伝票入力、販売資料作成　・受注入力、帳票出力
ファイリング、受注入力　・請求書類作成
電話応対、お茶出し　・与信、債権管理
カタログ送付・営業補佐
※主にエクセル、ワードを使用します。

1 大学（学部・学
科不問）

不問 3年

3　事務 8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

工場事務／埼玉県八
潮市・滋賀県甲賀市・
茨城県稲敷市
13030-79498

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

3 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

3　事務 8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

総務人事
13010-340298

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

3 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

3　事務 8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

営業事務
13010-341598

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

3 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

3　事務 8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

経理事務
13010-343098

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

3 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

3　事務 8/1 22

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

一般事務職
13100-37198

出勤管理（出勤日数入力等）や給与計算業務、その他諸資料作成等
・アルバイト給与計算業務（日払い・週払い・月払い）・データベースソフトにデータ入力（パソ
コンデータ入力業務）・給与支給業務（現金を扱う）・パソコン操作業務　エクセル・ワードを使
用し、簡単な表・文書の作成・電話受付業務　アルバイト採用（受付多数）営業所からの業務
連絡や得意先からの電話対応

1 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

不問 1年

3　事務 8/1 22

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

事務職（経理総務部・
人事部）
13100-38298

各部署の仕事内容
＊経理総務部
・入出金管理、収支管理、経費精算、決済、決算業務・給与計算業務、勤怠管理、年末調整
業務・各社内文書等作成
＊人事部
・採用活動業務、教育研修、人事評価（考課）・給与や賞与査定・退職業務（退職手続等）・
福利厚生、庶務業務　入社後、適性及び希望を考慮して配属いたします。

2 大学（学部・学
科不問）

不問 1年

4　接客・
販売

8/1 20

株式会社　データ・テック
電気計測器製造業
1306-202934-3

お客様サポート
13060-134798

○電話やメールなどを通して、各種製品の販売後のアフターフォローを担当することで、製
品の適切な運用・活用を支援します。
○実に売り上げの７５％が既存ユーザー（リピーター）ですのでお客様サポト業務を通じての
ユーザー満足度向上が私どもの重要な使命となっています。
○お客様先で、勉強会やセミナーなどを開催して、製品デモンストレーションを行うこともあり
ます。

1 ・大学院卒・大
学卒・高専卒・
専修学校卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ
可）あれば尚
可

3年

5　ＩＣＴ系 8/1 3

株式会社ＧＥＥＸ
ソフトウェア業
1307-644153-8

システムエンジニア
（プログラマー
13070-172498

・システム開発業務
・インフラ設計構築業務
・入社後は社内、社外研修にて勉強して頂きます。その後先輩社員とともにプロジェクトに参
画しシステムの設計、コーティング、テストなど幅広く対応して頂きます。

2 大学院、大
学、短大、
専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年
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5　ＩＣＴ系 8/1 4

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。◎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。【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

3 大学院、大
学、短大、高
専、
専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 4

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Ｊａ
ｖａ・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。【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

4 大学院、大
学、短大、高
専、
専修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 4

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。◎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。【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

3 大学院、大
学、短大、高
専
専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 7

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！
☆「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

4 専修学校
高等専門学校
大学
大学院

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 9

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。
※「若者雇用促進法」に基づくユースエール認定企業

5 大学院・大学・
短大・専修学
校
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 14

東通産業株式会社
産業機械器具卸売業
1304-6307-7

映像・ＩＣＴシステム技
術者
13040-126498

仕事内容としては、以下のとおりです。☆学校向けのＰＣ教室、企業向けのビデオ会議シス
テムなど、提案から構築・　サポートまで一貫して携わることができる仕事です。技術的なこ
とから、実　際のお客様のことまで、幅広くかかわることで、若いうちから経験する事が出来
ます。☆ＡＶシステムの設計・施工、トレーニングやアフターフォロー等も行います。専門的な
スキルを身に付けたい人にもピッタリのお仕事です。大企業では経験できない仕事を、若い
うちから広く深くかかわる事ができるのが魅力です。年間休日も１２７日ととても多く、プライ
ベートを充実させたい方にもぴったりです。転居を伴う転勤はほとんどありません。

2 大学院卒、大
学卒、高専
卒、専修学校
卒

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

社内ＳＥ
13010-344798

社内システムの開発・変更・追加、社内ネットワークの保守・管理、社内システムの問合せ対
応など。
当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の国土づく
りに貢献してまいりました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交通インフラに向け
たソーラー発電式の保安機材の提供も展開。また、イベントにおける誘導灯、熱中症対策
グッズやＡＥＤなど作業に従事する人の健康を守る機材なども幅広く取り扱い、トータルに現
場の安全を守るサービスを展開しております。

1 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/1 20

株式会社　データ・テック
電気計測器製造業
1306-202934-3

ソフトウェアエンジニ
ア
13060-135698

○自社製品を制御する組込みソフトウェアを軸に、ネットワークソフトウェ　ア、スマホやＷｅｂ
向けのアプリケーションまで、幅広いジャンルのソフトウェア開発に臨みます。
○情報系学部出身者、ハードに近い知識を持つ方が主な対象ですが、本人の　やる気次第
では文系理系を問わずにチャンスを提供しています。

2 ・大学院卒・大
学卒・高専卒・
専修学校卒

プログラム経
験、普通自動
車運転免許
（ＡＴ可）あれ
ばなお可。

3年

5　ＩＣＴ系 8/1 21

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。◆スキル等に応じて、先輩
社員がいる社内外プロジェクトからＯＪＴスタートにする等、無理なくステップアップできます。
社内勉強会も開催しています。「若年者雇用促進法ユースエール認定企業」

5 大学院・大学・
短大・専修学
校
各卒
（学部学科不
問）

不問 5年

5　ＩＣＴ系 8/1 23

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

☆医療や流通など、社会に役立つシステムの開発を行います。
☆しっかりと研修を行いますので、学部は問いません。☆また、研修後は先輩について仕事
を覚えてもらい、いずれはエンドユーザー（システムを実際に使うお客様）と関わり提案業務
にも携われます。
※立川市ワークライフバランス推進事業所認定
※若者雇用促進法に基づく『ユースエール認定企業（平成２８年年１１月より毎年認定更
新）』

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

7　専門
職・その
他

8/1 11

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
（ほうろう鉄器を除く）
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。
【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】企業ＰＲシートあり

2 大学院
大学
短大
高専

不問 3年

7　専門
職・その
他

8/1 14

東通産業株式会社
産業機械器具卸売業
1304-6307-7

ＣＡＤオペレーター
13040-406798

◎クライアントへ提供するソリューション（提案からメンテナンスまで）を実　現するために、Ａ
ｕｔｏ　ＣＡＤを用いて、平面図、配線図、系統図、設置　図などの作図を行って頂きます。
◎Ａｕｔｏ　ＣＡＤが使えれば特に経験がなくても問題ありません。
　先輩社員がフォローして少しずつ仕事をお願いします。

2 大学院卒、大
学卒、高専
卒、専修学校
卒

ＡｕｔｏＣＡＤの
使用経験

3年

7　専門
職・その
他

8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

施工管理／埼玉県八
潮市・大阪市淀川区
13030-76698

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

3 大学（学部・学
科不問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7　専門
職・その
他

8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

研究開発／埼玉県八
潮市
13030-77998

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

3 大学院・大学
（理系学部）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年
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職種区
分
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日

ブース
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求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

7　専門
職・その
他

8/1 15

ナカ工業　株式会社
建設用・建築用金属製品製
造業（製缶板金業を含む）
1303-617168-5

設計／埼玉県八潮
市・大阪市淀川区
13030-80598

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

2 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7　専門
職・その
他

8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

商品開発
13010-342898

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

1 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ不可）

3年

7　専門
職・その
他

8/1 18

セフテック　株式会社
他に分類されない小売業
1301-100755-5

デザイナー
13010-345698

営業所からの依頼の工事看板やイラスト完成予想図、商品チラシ、総合カタログをＰＣソフト
（イラストレーター及びフォトショップ）を使用し作成する、また弊社ＨＰ、ＷＥＢカタログの更新
管理等を行う。
当社は昭和２７年の創業以来、一環して工事用保安用品の専門商社として我国の国土づく
りに貢献してまいりました。現在は工事現場のみならず、高速道路など交通インフラに向け
たソーラー発電式の保安機材の提供も展開。

1 大学院・大学
卒
（学部・学科不
問）

不問 3年

7　専門
職・その
他

8/1 22

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

技術職（フォークリフト
オペレーター）
13100-36498

※　倉庫管理及び配送センターの業務
将来の幹部候補生として、現場の仕事を学んで頂きます。本社で教育訓練後、配属されま
す。※　冷凍倉庫管理大手水産会社・冷凍冷蔵庫会社・大手スーパーからの依頼で冷凍倉
庫の管理及びフォークリフトを運転操作して入出庫を一貫して行う作業。※　教育訓練・仕事
の基本・ビジネスマナー・社会人としての基本・フォークリフト運転実技研修・自己成長プログ
ラム

7 大学・能開校
（学部・学科不
問）

不問 3年

10 / 14 ページ



東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会（８月・出会いのフロア）　求人概要（職種別）

職種区
分

参加
日

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 8/2 2

日本ロジテム株式会社
一般貨物自動車運送業
1304-14833-4

総合職
13040-445298

将来的に会社経営に関わる幹部候補としてキャリアを積んでいただきます。１）物流管理：物
流拠点において、時代の流れとともに需要が変わるロジスティスクの現場を仲間と作り上げ
る仕事です。２）本部営業：お客様企業に対して、物流に関する「企画提案・コンサルティング
からアフターフォローまで」を行います。３）情報システム構築：物流現場で培ったノウハウを
システムに変えるスペシャリストです。４）海外駐在：現地法人の運営、物流マネジメント業務
や営業、ローカルスタッフの指導及び管理を行います。

20 大学卒・大学
院卒
（学部学科不
問）

（留学生の場
合）◆日本語能
力検定Ｎ２レベ
ル以上◆ベトナ
ム・タイ・ミャン
マー・カンボジ
ア語のいずれ
かネイティブレ
ベル

3年

1 総合職 8/2 3

丸宇木材市売　株式会社
建築材料卸売業
1313-203346-8

総合職（営業）
13130-59198

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

5 大学、短大、
専修学校卒

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 8/2 10

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

事務系総合職
13080-150298

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

15 大学院大学短
大高専専修学
校

不問 3年

1 総合職 8/2 14

株式会社　ハート介護サービ
ス　中野
老人福祉・介護事業
1308-930395-2

総合職
13080-363898

＊施設でなく訪問介護のお仕事です。（夜勤なし）
・１年目：先輩が同行指導の上、ご利用者様の介助。データ作成補佐など。
・２年目：訪問介護計画書等のデータ作成と介護員の手配とスケジュール管理など。
・３年目以降：サービス提供責任者（以後「サ責」と表記）のリーダーとして３年ごとの法律改
正対応、他支店との合同サ責会議の立案計画など。
＊新人研修、専門的な研修、若手の会（勉強会）。　☆第二新卒者も大歓迎。☆資格取得費
用は事業所負担します。

2 大学短期大学
卒業
（学部学科不
問）

不問 10年

1 総合職 8/2 20

栄和建物管理　株式会社
建物サービス業
1304-7941-3

総合職
13040-415798

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

2 大学
（学部学科不
問）

不問 3年

1 総合職 8/2 22

第一港運　株式会社
港湾運送業
1313-100557-0

総合職（事務系）
13130-186698

当社は東京港で日本の物流を支えて７０年、ベテラン社員の経験、知識を若い社員が継承
しつつ、さらなる発展を目指し海外にも積極的に進出しています。貨物の輸出入、通関、輸
送など物流に関する業務全て行う当社ではどの部署でも若い社員が活躍しています。主な
業務としてコンテナターミナル事業では外航船の入出港に関する申請書の作成やコンテナ
の搬出入の手続きなど。国際物流事業では、輸出入や税関に関する申請書の作成などとな
ります。＊各種届出に社用車を使用します。＊ヘルメットをかぶって現場に行く事もありま
す。

5 大学院、大
学、短大、高
専、専修学校
卒

普通自動車運
転免許
（ＡＴ可）

5年

２　営業 8/2 5

株式会社　サクラ
建築材料卸売業
1301-501163-7

営業（建材事業部）
13010-844998

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

1 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

不問 3年

２　営業 8/2 6

株式会社田中歯科器械店
その他の機械器具卸売業
1301-221407-7

営業
13010-744598

既存のお客様（歯科医院等）を中心としたルートセールスを担当していただきます。
（主な業務内容）
歯科医療用機械、器具、材料、医薬品、医学書等の営業

2 大学卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

２　営業 8/2 13

鈴茂器工　株式会社
生活関連産業用機械製造業
1309-431121-3

営業職
13090-275598

・国内の回転寿司、スーパー等の外食産業のお店を中心に、寿司ロボット等の　提案営業 2 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）

2年

２　営業 8/2 15

パーパス　株式会社
暖房・調理等装置，配管工事
用附属品製造業
2210-628-7

住宅設備関連機器
（ガス給湯器）のルー
ト営業
22100-96698

当社東京オフィスにおいて、都市ガス会社やＬＰガス会社、住宅設備関連会社等の現在顧
客へ「エコジョーズ」を始めとする自社製品のルートセールスに係る業務を担当していただき
ます。
・既存顧客への新商品のご紹介や提案に関すること。
・見積書、請求書等の作成に関すること。
・クライアントと同行し、設備現場の視察に関すること。
・新規顧客開拓に関すること。＊移動は社有車を使用します。

1 大卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

3年

２　営業 8/2 19

株式会社トゥモロー・ネット
情報処理・提供サービス業
1301-652229-1

営業（ＰＣ機器）
13010-334598

◆法人営業・ルート営業（飛込み営業なし）です。
入社後は、先輩が持つ既存の取引企業を引き継ぎ、お客様から必要とされる商品を販売し
ます。商談から受注まで１ヶ月～１年。商品の金額も数千円単位の部品から、数億円のシス
テムまで様々です。商品の特性上、また取引のある企業へのフォローが中心なので、ノルマ
は定めておりません。ソフトウェアやサーバーといったＩＴシステムの提供を行う当社は、販
売・組み立て・アフターフォローまで一貫して手掛けられることでお客様に喜ばれています。
日常の営業活動は公共交通機関を利用します。

2 大学・短大各
卒（学部学科
不問）既卒者
の応募：可（た
だし職歴があ
る場合は履歴
書に記載下さ
い）

不問 3年

２　営業 8/2 23

株式会社　アバールデータ
電気計測器製造業
1319-3562-5

営業職
13190-30798

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

1 大学院・大学・
短大・高専・
専修・能開校
卒業
（履修科目不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）

外国人応募者
の場合、日本
語の読み書き
ができること。

3年

２　営業 8/2 24

毎味水産　株式会社
水産食料品製造業
2312-350647-8

営業（量販店・ＴＶ
ショッピング・ネット通
販など）
23120-20798

・量販店への水産加工品のルートセールス
・スーパーなどへ特売企画の提案、見積書作成
・全国の水産物を使用したレシピ作成、料理開発
・ＴＶショッピング等の準備及び補助
・本社工場へ加工依頼、在庫管理、納品、確認
・輸入通関手続（乙仲との連絡）

2 大学・短大・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）

3年

3　事務 8/2 1

株式会社　トリードアート
老人福祉・介護事業
1311-315085-6

事務庶務
13110-18098

☆電話応対・来客対応・食材のチェック等
☆職員・スタッフのサポート業務等、庶務全般
☆弊社は昭和５９年に創業し、高齢者福祉施設を長年安定して運営している会社です。若い
人も熟年の人も、チームワークを大切に、いきいきと働いています。

1 大学、短大 不問 3年
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職種区
分

参加
日

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

3　事務 8/2 1

株式会社　トリードアート
老人福祉・介護事業
1311-315085-6

事務系職員
13110-19798

＊高齢者「希望」グループホーム・デイサービス・ショートステイ・小規模多機能・居宅介護支
援事業を運営している会社です。
・ＰＣ入力、請求書作成、電話対応などの事務系業務
・月中は高齢者福祉に関係する事業所へ、挨拶回りや資料配布などを行います。
・弊社は昭和５９年に創業し高齢者福祉施設を長年安定して運営している会社です。若い人
も熟年の人も。チームワークを大切に、いきいきと働いています。

1 大学、短大 不問 3年

3　事務 8/2 13

鈴茂器工　株式会社
生活関連産業用機械製造業
1309-431121-3

経営企画職
13090-292598

・経営戦略の企画・立案・推進、業績の管理・分析ＩＲ活動（投資家対応等）、子会社管理等。 1 大学院卒、大
学卒
（学部学科不
問）

不問 2年

3　事務 8/2 18

日本紙運輸倉庫　株式会社
倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）
1302-408653-9

物流業務に関する事
務／関東
13010-670298

国内、輸出及び輸入業務に関する事務
・社内連絡
・電話対応
・現場（倉庫内）におけるコンテナ貨物の立ち合い
・手仕舞書類作成　物流サービスに関する様々な事務
※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。

5 大卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

4　接客・
販売

8/2 10

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

カウンセラー（反響営
業）
13080-152898

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

4 大学院大学短
大高専専修学
校

不問 3年

4　接客・
販売

8/2 10

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

販売職
13080-153098

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

10 大学院大学短
大高専専修学
校

不問 3年

4　接客・
販売

8/2 12

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

メンテナンス・販売・
営業
13040-325098

●補聴器の販売と修理、その他付随する業務
●日常生活用具の販売
・初年度は店頭販売およびメンテナンス業務になります。
・お客様とのコミュニケーションが大事となります。
・病院紹介、口込み等が売上構成の過半数以上にになりますので、将来的には病院とのコ
ミュニケーションも取り活動してもらいます。

2 大学、短大、
高専、専修学
校
（学部・学科不
問）

不問 3年

4　接客・
販売

8/2 16

株式会社　京橋千疋屋
野菜・果実小売業
1302-406599-5

店舗スタッフ（販売・
接客・調理）
13010-696298

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

8 高等学校卒業
後２年以上の
修学
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 4

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
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

3 能開校
専修学校
高専
短大
大学
大学院

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 7

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）
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」「企業ＰＲシートあり」

25 大学院・大学・
専修学校

不問 5年

5　ＩＣＴ系 8/2 8

株式会社　ソラマス・ソフトウェ
ア・サービス
ソフトウェア業
1308-629829-6

システムエンジニア・
プログラマー
13080-299298

業務システムの企画、立案、設計、開発から、導入後の運用、保守、改善提案まで手掛けて
おります。大手エンドユーザーから直接受注を頂いているため、システム開発の最上流工程
から関わっていきます。
研修後、まずはプログラマーとして開発チームに加わり、経験を積んで頂きます。弊社が得
意としている分野は、保険、金融、製造です。専門的な業務知識を身に付け、いずれは顧客
へシステム提案したり、プロジェクトを推進するシステムエンジニアへとステップアップできま
す。

5 大学院、大
学、短大、高
専、専修

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 9

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

Ｗｅｂシステム開発
13150-40098

Ｗｅｂシステム開発
・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。
※若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」

5 大学院・大学・
短大・専修・能
開
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 9

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。
※若年雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」

5 大学院・大学・
短大・専修・能
開
各卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 11

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

5　ＩＣＴ系 8/2 11

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
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職種区
分

参加
日

ブース
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・資格
既卒者
の応募

5　ＩＣＴ系 8/2 15

パーパス　株式会社
暖房・調理等装置，配管工事
用附属品製造業
2210-628-7

システムエンジニア・
プログラマ
22100-95798

本社東京オフィス（文京区飯塚）において、エネルギー業界向け販売管理システムや会員サ
イト、ホームページの構築とクラウド提供に係る業務を担当していただきます。
＊エネルギー業界向けシステムではトップシェア（導入実績約４０００社）
他社への常駐はなく、企画、設計、開発、運用の全て自社内製で携わって頂　きます。
開発言語は、Ｊａｖａ、Ｃ＃、ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ、ｉｏｓ、Ａｎｄｒｏｉｄ

1 大学院卒、大
学卒
（学部学科不
問）

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 19

株式会社トゥモロー・ネット
情報処理・提供サービス業
1301-652229-1

システムエンジニア
13010-680898

１．ヒアリング：受注先から必要な機能について聴き取りを行います。２．提案、要件定義：必
要な機能についてソリューションの機能の提案を行い、必要な内容を決めていきます。３．設
計：必要な内容に沿って、製造・営業と相談しながら構築するハード・ソフトとの設定を決めま
す。４．構築：設計した内容で製造で組立てられたハードにソフトをインストールし、設定を行
います。５．導入、リリース：お客様の設置場所にハードを設置し、環境に合わせて最終的な
設定を行います。お客様のテストが終了して、確認が取れたらリリースとなり、お客様が正式
に使用するようになります。６．保守

2 大学・短大各卒※下
記何れかの学科専
攻、もしくは同等の知
識を有すること＜情
報処理・情報工学・機
械工学・電子工学・電
気工学・コンピュータ
システム＞

不問 3年

5　ＩＣＴ系 8/2 23

株式会社　アバールデータ
電気計測器製造業
1319-3562-5

ソフトウェアエンジニ
ア
13190-9998

＊産業用コンピュータ、組み込みモジュール、通信関連機器、画像処理装置、計測制御装
置等の企画・開発・設計・製造・販売。
・ソフトウェアエンジニア：Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ及びリアルタイムＯＳ、その他の各種開発／設
計　（システム設計、アプリケーション、デバイスドライバー、ＯＳ移植等）
【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

2 大学院・大学・
短大・高専・
専修・能開校
卒業
（理工系卒尚
可）

外国人応募者
の場合、日本
語の
読み書きがで
きること。

3年

6　介護・
福祉職

8/2 1

株式会社　トリードアート
老人福祉・介護事業
1311-315085-6

支援介護職員
13110-20398

・高齢者施設において、入居者・利用者一人一人、個別に係りながら施設での生活をサポー
トする支援介護職のお仕事です。
・弊社は昭和５９年に創業し高齢者福祉施設を長年安定して運営している会社です。若い人
も熟年の人も。チームワークを大切に、いきいきと働いています。
★入職前の研修実習あります。

3 大学院・大学
短大・高専
専修学校

不問 5年

6　介護・
福祉職

8/2 1

株式会社　トリードアート
老人福祉・介護事業
1311-315085-6

生活相談員（候補）
13110-21498

・高齢者施設において、入居者・利用者一人一人、個別に係わりながら施設での生活をサ
ポートするお仕事です。
・ご家族からの相談対応や入居受け入れ準備。入居者・利用者からの生活相談援助。施設
の環境整備。協力機関への連絡業務もあります。
・弊社は昭和５９年に創業し高齢者福祉施設を長年安定して運営している会社です。若い人
も熟年の人も。チームワークを大切に、いきいきと働いています。
★入職前の研修実習あります。

2 大学院・大学
短大・高専
専修学校

不問 5年

7　専門
職・その
他

8/2 13

鈴茂器工　株式会社
生活関連産業用機械製造業
1309-431121-3

技術職／埼玉県比企
郡川島町
13090-274298

・寿司ロボット等の米飯加工機械の開発
（３ＤＣＡＤを使った機械設計および制御設計）
・基礎実験、試作から量産まで評価試験を含め、ものづくりの全工程が業務範囲になりま
す。
・取扱説明書等の関係資料の作成等

4 大学院・大学・
高専・専門卒
（工学部／機
械工学、電
気・電子工学
系）

不問 2年

7　専門
職・その
他

8/2 13

鈴茂器工　株式会社
生活関連産業用機械製造業
1309-431121-3

技術サービス職
13090-276898

◇国内・国外の回転寿司、スーパー等の外食産業のお店を中心に、機械の納品・試運転お
よびアフターメンテナンス

3 大学卒
（機械工学、
電気・電子工
学系）

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）

2年

7　専門
職・その
他

8/2 17

株式会社　ベルチャイルド
ソフトウェア業
2702-432847-8

システムエンジニア
27020-289298

システムエンジニア（ＳＥ）
保険・製造・物流などの企業システムに携わる業務です。最初は、先輩の指導のもと、テスト
や開発、運用の補助作業を担っていただきます。各自の経験・適性に応じて業務対象・内容
をアサインしますので、未経験の方も、専門的に勉強されて来た方も、開発・設計・企画へと
エンジニアのキャリア・パスを進むことが出来ます。
企業活動の中枢を支える仕事ですので、プロフェッショナルな技術力と深い達成感を得るこ
とが出来ます。

11 大学院・大学
短大・高専
専修学校

不問 3年

7　専門
職・その
他

8/2 21

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。
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

2 高専、短大、
大学卒
電気・電子の
基礎を履修

不問 3年

7　専門
職・その
他

8/2 25

オートマックス　株式会社
計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具・理化
学機械器
1309-401640-9

自動車駆動系部品の
試験装置の設計（機
械・制御・ソフト）
13090-256498

【トータルで関われる面白さ】自動車の駆動系用途部品に関する、耐久・性能実証試験装置
の機械設計を手がけてください。～具体的には～仕様打合わせ～設計～製造～校正・調整
～取説・資料作成～出荷～フォロー【実感できる確かな手応え】手がけるのは、全てがオー
ダーメイド品。自ら描いた機構・図面を自分の手で触り調整でき、それが試験装置としてお
客様先で稼働している様子を目にする際は、大きな喜びを得られます。【入社後の流れ】・入
社後３ヶ月は社内教育を実施します。・その後は、当社福島工場や客先に先輩社員同行の
上、現場経験を積んで頂きます。

2 大学院・大学・
高専卒業見込
み（機械工
学、電気・電
子工学または
制御工学）

普通自動車運
転免許／ＡＴ
限定可

3年
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東京新卒応援ハローワーク　　合同就職面接会（８月１・２日）参加企業一覧

参加日 ブース ユース
エール 事業所名 産業分類 事業所番号

1 共立信用組合 中小企業等金融業 1306-3362-2

2 ニシオ株式会社 衣服卸売業 2701-45166-9

3 株式会社ＧＥＥＸ ソフトウェア業 1307-644153-8

4 ★ 株式会社　ティエスイー ソフトウェア業 1304-255582-9

5 ＴＯＴＯエムテック　株式会社 建築材料卸売業 1308-439197-1

6 株式会社　コバヤシ 建築材料卸売業 1304-249368-0

7 ★ 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

8 株式会社　タクミナ 一般産業用機械・装置製造業 2701-617494-8

9 ★ 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

10 株式会社　レインボーオプチカル研究所 他に分類されない卸売業 1301-210451-1

11 ★ 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（ほうろう鉄器を除く） 1306-1972-3

12 株式会社　ニッシンイクス 建築材料卸売業 3507-614323-5

13 株式会社　ステンレスワン 鉄鋼製品卸売業 1301-579726-9

14 東通産業株式会社 産業機械器具卸売業 1304-6307-7

15 ナカ工業　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む） 1303-617168-5

16 ハート　株式会社 紙製品製造業 2701-34628-7

17 株式会社　教映社　東京支店 他に分類されない事業サービス業 1313-924719-4

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

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

20 株式会社　データ・テック 電気計測器製造業 1306-202934-3

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

22 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 1310-5106-6

23 ★ 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

24 株式会社　中央社 他に分類されない卸売業 1309-404036-6

25 ★ 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

1 株式会社　トリードアート 老人福祉・介護事業 1311-315085-6

2 日本ロジテム株式会社 一般貨物自動車運送業 1304-14833-4

3 丸宇木材市売　株式会社 建築材料卸売業 1313-203346-8

4 ★ 株式会社　ライズテック ソフトウェア業 1307-645539-8

5 株式会社　サクラ 建築材料卸売業 1301-501163-7

6 株式会社田中歯科器械店 その他の機械器具卸売業 1301-221407-7

7 ★ 株式会社　アクト ソフトウェア業 1308-415650-5

8 株式会社　ソラマス・ソフトウェア・サービス ソフトウェア業 1308-629829-6

9 ★ 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

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

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

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

13 鈴茂器工　株式会社 生活関連産業用機械製造業 1309-431121-3

14 株式会社　ハート介護サービス　中野 老人福祉・介護事業 1308-930395-2

15 パーパス　株式会社 暖房・調理等装置，配管工事用附属品製造業 2210-628-7

16 株式会社　京橋千疋屋 野菜・果実小売業 1302-406599-5

17 株式会社　ベルチャイルド ソフトウェア業 2702-432847-8

18 日本紙運輸倉庫　株式会社 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 1302-408653-9

19 株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業 1301-652229-1

20 栄和建物管理　株式会社 建物サービス業 1304-7941-3

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

22 第一港運　株式会社 港湾運送業 1313-100557-0

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

24 毎味水産　株式会社 水産食料品製造業 2312-350647-8

25 ★ オートマックス　株式会社 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器1309-401640-9

8/1
（木）

８/２
（金）
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