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１２０社予定

東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

開催日

２０２０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）

新宿ＮＳビル　「ＮＳイベントホール」
東京都新宿区西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル　地下１階

令和元年９月４日（水）　13：30～16：30　

（受付時間13:00～15:30）

第２回 新規大卒者等 

合同就職面接会 

参加企業・求人一覧表 



第２回　新規大卒者等合同就職面接会（９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　オカダヤ
(その他の織物・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。

2
株式会社　スズヤス
(鉄鋼製品卸売業)
1302-416514-2

関東地区を中心に、８営業拠点と６工場を持ち、各地域に密着して、鋼材を
加工して需要家に販売しています。

3
牧村　株式会社
(繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）)
1302-300728-2

ファッション業界のソフト分野を担う繊維専問商社として素材提案からＯＥＭ
生産までグローバルな事業を展開しています。

4
株式会社　シスコン
(ソフトウェア業)
1303-12383-6

業務システムは銀行、生・損保険、証券、製造、物流、財務／経理、人事／
給与等業務のオープン系、Ｗｅｂ系システムの設計・開発

5
社会福祉法人　池上長寿園　（経営本部）
(老人福祉・介護事業)
1306-6945-4

大田区指定管理者としての施設運営。
法人独自としての総合的な高齢者事業の展開。

6
株式会社　デュエル
(その他の専門サービス業)
1304-263891-7

当社独特のノウハウを活かしたモデリング・設計、実践的な教育等、各業務
において、お客様から高い評価を得ています。
取引先は自動車メーカー、家電メーカーなど。

7
ロジスネクスト東京　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1306-207193-7

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

8
三興塗料　株式会社
(化学製品卸売業)
1309-208239-3

板橋区で育まれて創業５２年を迎えた「塗料・防水材・塗装用具」の専門商
社です。平成２９年度「いたばし働きがいのある会社賞」を受賞いたしまし
た。（板橋区産業振興公社ＨＰ記載）

9
株式会社　コンテック
(管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事
業サービス業)
1304-650651-8

建設プロジェクトの様々な場面で役に立つ、建設技術者派遣と建築工事・設
計業が一体となった新しい「複合建設業」を目指しています。

10
株式会社　キーワードマーケティング
(広告制作業)
1301-635333-5

研究・教育事業を通じて蓄積されたノウハウにより未経験の方でもスキルを
身につけることができます。スタッフは若い世代が多く、アットホームで働き
やすい環境です。

11
株式会社　東　光
(他に分類されない卸売業)
1304-250903-1

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

12
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

13
株式会社　ヤマノホールディングス
(呉服・服地・寝具小売業)
1307-348162-6

当社は美容家「山野愛子」が創業した企業で、女性の『美』に関わる様々な
事業を多岐に渡り展開しています。何よりお客様とのコミュニケーションを大
切にし、事業のシェアを伸ばしています。

14
アクアコンピュータサービス　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-446937-3

大手コンピュータ開発会社をはじめ、金融・保険・証券などの中枢企業での
経験を元に、プロフェッショナルな人材を育成し、ユーザーから信頼をいただ
いています。

15
山宗化学　株式会社
(有機化学工業製品製造業)
1302-402690-1

１９５０年の創業以来、建築・土木分野に関連する建設材料の開発、販売を
中核として成長してきました。感動できる人間を育て、お客様とともに社員が
喜びを体感できる会社作りを目指しています。

16
株式会社　コシダテック
(産業機械器具卸売業)
1304-665-8

自動車関連機器・半導体・情報通信機器をメインに取扱っている技術商社
です。商品の開発段階から大手メーカーとかかわり、最先端テクノロジーを
駆使した商品を提供しています。

17
ヨシモトポール　株式会社
(建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）)
1301-211836-9

当社は「まちづくりのパートナー」として、皆様の生活に携わる様々な「柱」を
製造・販売するメーカーです。群馬県と滋賀県に自社工場を設け日本全国
に確かな製品とサービスを提供しています。

18
旭エシコ　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1303-213480-2

工場のオートメーション「ＦＡ」製造ラインの機械や設備に組み込む様々な機
械・制御部品を販売していきます。

19
千代田工販　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1302-403173-0

・常に市場や顧客ニーズに対応する形で事業領域を拡大。技術商社として
紫外線応用機器や自動車部品の自社開発等メーカー的機能も備える。営
業拠点国内２８ヶ所、海外３ヶ所

20
日産部品中央販売　株式会社
(自動車卸売業)
1306-215902-1

日産自動車のアフターサービス部門として、日産純正部品の円滑な供給を
担っている会社です。

21
太陽鉱油　株式会社
(燃料小売業)
1301-574801-3

運送会社向けに軽油を供給しており、取引会社数は１７，０００社を超え、
日々拡大を続けています。

22
株式会社　キャリアシステムズ
(ソフトウェア業)
1304-659001-8

新たな一歩を踏み出してみませんか？技術職社員を第一に考える弊社で
は多種多様な内容の業務から自身に合った仕事の選択が可能です。弊社
だからこそのキャリアチェンジ・スキルアップが可能です

23
日立物流コラボネクスト　株式会社
(倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）)
1313-614590-0

（株）資生堂の物流子会社として培ったノウハウと、日立物流グループの総
合力を活用し、化粧品・ヘルスケア商品の物流を得意として業界屈指の
サービスを提供しています。

24
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。
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25
株式会社　ハーモニープロダクツ
(身の回り品卸売業)
1303-204531-3

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

26
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。

27
東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ　株式会社
(機械器具小売業（自動車，自転車を除く）)
1303-621301-3

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

28
株式会社　ヨシダ
(産業機械器具卸売業)
1303-4504-0

歯科医療機器、材料等の開発・販売はもとより歯科医院の開業・経営をも
コーディネイトする歯科医療の総合商社

29
三協工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

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

30
株式会社　グッドコムアセット
(建物売買業，土地売買業)
1308-452993-2

東証一部に上場している会社です。
勤務成績等により、随時、昇給・昇進できる環境でお仕事していただけま
す。

31
株式会社　ソクハイ
(その他の運輸に附帯するサービス業)
1304-251882-6

昭和５７年創業以来、常に業界をリードするリーディングカンパニーであり、
配送員の登録数３００名、売り上げシェアもトップを続け首都圏を中心に成
長中である。

32
東洋ワークセキュリティ　株式会社
(警備業)
0401-617544-1

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。

33
システム開発　株式会社　首都圏事業所
(情報処理・提供サービス業)
1303-623988-9

企画～リリースまでの一気通貫した仕事の中で、創る楽しさ、成長できる楽
しさ、成果が見える楽しさ、新しいことにチャレンジできる楽しさが実感できる
会社です。

34
日本インシュレーション　株式会社
(その他の職別工事業)
2703-7937-8

けい酸カルシウム系の耐火・断熱材の販売・施工が主力。平成６年、北勢・
岐阜両工場が、ＩＳＯ９００２に基づく品質システム審査登録事業場として我
が国建材業界初の承認を得た。

35
株式会社　三興
(電気工事業)
1304-248042-7

計測・監視・制御システムに携わる計装エンジニアを一から育成する（県知
事認定）職業訓練機関を設置している。各種資格取得のサポートも行ってい
る。社是は「融和」。創業７０年。

36
株式会社　アビット
(情報処理・提供サービス業)
1301-230644-0

１９７０年創立の独立系ＩＴサービス会社です。安定した経営基盤で安心して
働けます。当社の目標は、お客様に満足して頂けるＩＴサービスを提供し、お
客様と共生する事です。

37
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４．７５ヵ月（前年度実績）支給】
地域に密着した運営・サービスが強みです。

38
株式会社ビー・エス・アール
(情報処理・提供サービス業)
1301-663985-7

社長と直接、意見交換ができる風通しの良い会社です。お客様から高い評
価をいただいている経験豊富な社員が多数おります。創業以来「お客様と
共に成長していく企業」を目指しています。

39
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。

40
アールアイ・ソフトウェア　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-446112-3

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

41
東京エレク総業　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1310-615819-5

未経験でスタートしている社員が殆どです。アットホームで上司との距離も
近く、お互いにフォローし合いながら仕事をしています。ミツワグループとし
てパナソニック製品の販売量は、日本一です。

42
株式会社　ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

社員の平均年齢が３０歳。若いメンバー構成ですが、皆責任感を持って役割
を全うし、会社を盛り立てる、チームワークを大切にする企業です。他社に
は負けない９段階の社会保障制度あり。

43
株式会社　ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

「真心」を贈るをモットーに、お客様の様々なニーズにお応えできます。社内
の人間関係がよく、先輩や上司に相談しやすい環境です。また、有給休暇を
取得しやすく、プライベートも充実できます。

44
株式会社　ミラクルソリューション
(情報処理・提供サービス業)
1307-358257-7

「世界最高の技術者集団」を目指し、顧客、技術者、社員、社員の家族、社
会全体に貢献することを当社のビジョンとしています。

45
株式会社　ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

小ロット、高品位印刷を得意とし、製版、印刷、製本迄の一貫生産を行う総
合印刷会社です。

46
株式会社　ＮＤＴ
(産業機械器具卸売業)
1301-666949-1

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

47
トシン電機　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1308-615096-9

業界トップクラスのシェアーを持つ住宅関連総合商社。グループ全体で首都
圏に１１１箇所の営業所を配し、地域に密着した営業体制で堅実に成長。中
でも当社は同グループ内の中核会社

48
アンドール　株式会社
(ソフトウェア業)
1307-653898-3

東証ＪＡＳＤＡＱ上場（４６４０）企業。ＣＡＤ関連のプロダクツ事業、ｅ－ビジネ
ス事業をはじめ生産、設計、製造の各分野におけるエンジニアリングサービ
スを提供する技術プロ集団。
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49
株式会社　エム・シー・サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

分譲マンション中心の管理会社
（２０１９年４月１日管理実績：５３７棟１８，９６０戸）ＩＳＯ９００１：２００８年版認
証取得済

50
宮園輸入車販売　株式会社
(自動車小売業)
1308-617219-3

メルセデスベンツ車の販売に都内５店の体制。ベンツ販売では、都内有数
の広大なショールームを擁し、所沢サービス工場では最新の設備によって
稼働しています。

51
株式会社　フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

すべての人に感動を与えてやまない社会の実現を目指し、正義・飛躍・楽し
み・出会いを大切にする会社です。若い会社ですが、技術者を適材適所の
常駐先へ紹介できる実力を有しています。

52
株式会社　東京めいらく　東京本部
(畜産食料品製造業)
1309-915339-1

「褐色の恋人・スジャータ」でお馴染のめいらくグループです。生産直販とロ
ングライフ技術で安全・安心な商品を全国にお届けしております。

53
プログレス・テクノロジーズ　株式会社
(他に分類されない事業サービス業)
1313-622897-5

自社製品・サービスの事業化を柱に機械、電気電子、組込ソフトの
設計開発専門会社として成長。社員のアイデアを事業化する経営ヴ
ィジョンからフラットな社風を実現しています。

54
株式会社　日本オフィスオートメーション
(他に分類されない事業サービス業)
1313-408132-9

創業以来、ＯＡ機器のレンタル事業を主軸に業績を拡大して参りました。一
昨年より海外現地法人（タイ）を展開中で今後も海外事業を拡充しつつ、他
業種とのアライアンス等発展を目指します。

55
新川電機　株式会社
(電気機械器具卸売業)
3401-2284-9

計測・制御・情報の分野で、最新の技術を取り入れ、最適なシステム機器を
提案する技術商社。コンサルティング、ソフ卜ウェア開発、メンテナンスま
でー貫して手がける技術力を誇る。

56
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。

57
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。派１３－３０８５６７

58
共信コミュニケーションズ　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1304-621254-1

高い技術と実績を持つ「放送業務用ＡＶ機器」の専門商社。あらゆるシステ
ムの企画から設計・施工・メンテナンスまでを手掛けています。※退職金は
月々前払い退職金として支給します。

59
マエダ薬品商事　株式会社
(医薬品・化粧品小売業)
1401-401886-2

創業７０年の老舗企業

60
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。

61
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。

62
共和化工　株式会社
(その他の設備工事業)
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。

63 ★
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。

64 ★
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」

65 ★
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。

66 ★
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☆

67
株式会社　ＧＩテクノス
(ソフトウェア業)
1309-409296-4

新技術の習得にも積極的。安定して長く働ける環境です。

68
株式会社　システム創造開発
(ソフトウェア業)
1301-666074-0

一般社員から管理職（社長を含め）までの距離感が近く、意見を言いやすい
会社です。※現在の社長は新卒採用（専門卒）の生え抜き社員です。努力
次第で上位職を目指せる会社です。

69
総合システム情報　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-639090-9

当社は、設立以来、ソフトウェアの開発を手掛けててまいりました。信頼を得
て大手取引先様より安定した受注を受けています。

70
ホクト・エンジニアリング　株式会社
(土木建築サービス業)
1311-306492-3

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

71
株式会社　シイエスシイ
(ソフトウェア業)
1301-545043-3

創業以来一貫してＩＢＭＳｙｓｔｅｍｉ（ＡＳ／４００）上で稼働する流通業様向け
販売管理システムに特化し、豊富な業界知識を活かしてソリューションを提
供し続けています。

72
技　研　株式会社
(工業用プラスチック製品製造業)
1309-203839-3

主な製品はスポイラー、バイザー、タイヤカバー等で、カーメーカーまたは傘
下の用品会社に納めています。（全自動車メーカー取扱）
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73
須田産業　株式会社
(プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業)
2202-3976-7

当社のプラスチック包装フィルムは企画デザイン・写真製版・印刷・ラミネー
ト・スリット・製袋等最新設備を有した工場で生産、その製品は品質に優れ
各種業界に販売、益々躍進の途上にあります

74
ＰＣＩソリューションズ　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-660334-5

１．平成２４年に設立した新しい会社です。２．平成２８年にＰＣＩグループとし
て東証１部に上場いたしました。３．平成３０年１月に移転したてのきれいな
オフィスです。

75
株式会社　ディーシステム
(情報処理・提供サービス業)
1304-261954-8

大手企業向けに、業務ノウハウ（主に製薬、化学、製造）を軸に、システム開
発・構築、システム運用（ＳＡＰ及び情報系）、アウトソーシング、ヘルプデス
クを提供する情報処理サービス会社です。

76
町田印刷　株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

総合印刷業として、創業７０年の歴史に驕らずに最新印刷技術の研究、特
にプリプレス、ポストプレスのＩＴ化に感性を集中、ハード、ソフ卜面で高い評
価を頂いております。

77
株式会社　パーパスエコテック
(その他の職別工事業)
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。

78
高俊興業　株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

当社のこだわりは【人で勝負できる】会社作り。その“人間力”と、高い選別
の“技術力”が強みです！「うちがやらねば誰がやる」をモットーに社員全員
で頑張っています！

79
株式会社　管理バンク
(建物サービス業)
1301-651743-5

賃貸マンション・アパートの管理運営をメインに事業展開しています。管理物
件の大家さん・入居者さんのニーズを把握して、頼りになる物件管理、快適
で住みよい住環境づくりを提供しています。

80
日東工営　株式会社
(建築工事業（木造建築工事業を除く）)
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。

81 ★
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。

82 ★
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。

83 ★
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

84 ★
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

85
株式会社　ジャパンクイックサービス
(貨物軽自動車運送業)
1311-614999-6

「お客様第一義」を基本理念に「クイック桃太郎便」として、多くのお客様に御
愛顧頂いています。ＥＣ、ネットスーパー、印刷物、お花、ＰＣ関連、精密機
器等々多種多様の配送を行っています。

86
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。

87
京急開発　株式会社
(不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）)
1306-3468-7

当社は京浜急行電鉄グループの一員として、羽田空港から至近の「平和
島」を拠点に、８０年続く企業です。福利厚生・社内制度が非常に充実してお
り、働きやすい環境となっています。

88
株式会社　木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

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

89
株式会社　ヤグチ
(食料・飲料卸売業)
1304-4788-2

仕入先は「味の素（株）」「エバラ食品（株）」など１０００メーカーを有し、販売
先は全国３０００社に昇る食品問屋です。（エンドユーザーは大手外食産業）

90
ミニメイド・サービス　株式会社
(家事サービス業)
1307-620030-4

創業３０年以上の家事代行サービスのパイアオニアとして躍進中。首都圏を
中心に全国にＦＣ展開中。家事が大好きなメンバーがいきいきと働く明るい
職場です。２０１７年ワークバランス受賞

91
越野建設　株式会社
(一般土木建築工事業)
1310-3561-4

創業明治４５年。楽器対応型賃貸国内シェアＮｏ１《音楽マンション》や《結晶
化コンクリート》の開発など次の１００年に向けてさらなる進化を続けていま
す。

92
株式会社　Ａ１テック
(ソフトウェア業)
1307-357394-7

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

93
東日本三菱自動車販売　株式会社
(自動車小売業)
1307-350796-2

三菱自動車の販売会社で東京、神奈川、埼玉、山梨、長野、茨城、福島、新
潟、栃木の９都県に１０２店舗を持つ会社

94 ★
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。

95 ★
オートマックス　株式会社
(精密機械器具製造業)
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。

96
ヴィップシステム　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-235619-9

社員全員が自律的、能動的に動くことで新しい状況を生み出す「全員経営
者」という精神を浸透させています。全員が価値ある存在として活動すること
で、強い組織を形成しています。
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97
新和環境　株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-423642-6

建物のライフサイクル全体に係わる環境ビジネスを手がける会社です。多
分野にわたり部門が有ります。一般建築の意匠設計事務所もあります。

98
株式会社　東京鋲兼
(ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業)
1312-106199-4

当社は創業以来、工業用精密ネジ類の専門商社として歩んで来ました。超
高精密な特殊ネジ類の開発製造に成功し、高い評価を獲得しています。工
業用ロボットの輸出入も行い業容は多彩です。

99
田辺薬局　株式会社
(医薬品・化粧品小売業)
1301-579516-7

首都圏ドミナント展開を行っており、教育がしやすい、店舗相互で協力しや
すいなど、社員にとって働きやすい環境を創ることにも結び付いています。

100
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。派１３－３０８７４９

101
株式会社　キロニー
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
1304-630624-0

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

102
ＦＸＣ　株式会社
(他に分類されない卸売業)
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。

103
コーワソニア　株式会社
(その他の金属製品製造業)
1005-100024-3

商品は代理店を通して全国に出荷し、確かな製品への信頼と実績により業
界シェアも拡大しています。また、常にお客様に喜んでいただける物作りと
サービスを目指しています。

104
東京薬品　株式会社
(医薬品・化粧品等卸売業)
1309-419760-7

ジェネリック医薬品の取扱量・取扱金額で日本最大級の規模を誇ります。
「愛し愛され信頼される企業」を理念に迅速できめ細やかなサービスの提供
とジェネリック医薬品の安定供給に努めています。

105
ストーリーテラー　株式会社
(著述・芸術家業)
2701-430777-1

当社は今年１０月に操業８６年を迎えます。歴史のある会社ですが常に新し
い企画を発案・実行しチャレンジし続けている企業です。２０代３０代の活発
な若者が多く活躍しています。

106
ＡＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　株式会社
(電子デバイス製造業)
1304-639908-1

創業８０年を超える、各種センサの開発・製造では我が国有数の企業です。
中国工場をはじめとして、世界中に販路を拡げ活力あるグローバル企業を
目指しています。

107
株式会社　システムトラスト研究所
(ソフトウェア業)
1304-620596-1

★日本郵政グループ企業★設立以来、直接契約と社員育成に重点を置き、
高度な業務知識と技術力をベースに、多くのお客様から高い評価と信頼を
獲得。着実な企業成長を目指しています。

108
プラウドライフ　株式会社
(老人福祉・介護事業)
1401-627578-2

高齢化社会に貢献すべく有料老人ホームを展開し躍進している会社です。

109
藤川伝導機　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1303-9597-7

東日本エリアを網羅する事業所ネットワークを中心に、迅速な商品提供を実
現する地域密着型の事業展開。
自由な社風で活気があり、成長している会社です。

110
日立空調関東　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1309-304410-4

事業所は、東京都練馬区（２ケ所）・江東区・八王子市・茨城県ひたちなか
市・守谷市・栃木県宇都宮市・佐野市・群馬県高崎市・神奈川県横浜市の９
ケ所があります。

111
株式会社　丸和通運
(一般貨物自動車運送業)
1311-200376-7

通運・区域・倉庫業を兼営し、お客様は旭硝子株・江崎グリコ株・合同酒精
株・雪印乳業株・王子製紙株・中越パルプ工業株・三井化学株等で経営安
定。

112
八幡電気産業　株式会社
(通信機械器具・同関連機械器具製造業)
1304-621463-0

電車内の放送分野で日本一の会社、電車内自動放送又、発車チャイム、非
常通報システム、電車の指令所と無線システムなど電車内に関する放送全
てに関する設計、製造を行う開発型の企業です。

113
新光電気工業　株式会社
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

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

114
日本テクノクラーツ　株式会社
(ソフトウェア業)
1301-580765-6

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

115
株式会社　アイズ
(他に分類されない事業サービス業)
1301-573751-0

弊社は「お客様」と「従業員」の両方の立場になってヒアリングを重視し、常
に徹底したコミュニケーションを図る事により最適な卜ライアングル形成を目
指しております。

116
東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院
(病院)
1308-200056-4

地域の中枢病院として”誠実”を理念とし、患者サービス・医療技術の向上
に努める総合病院です。

117
木村情報技術　株式会社
(インターネット附随サービス業)
4101-106704-0

お陰様で１０年連続売上前年比約１２０％以上成長中。Ｗｅｂ講習会運営・ス
トリーミング配信やＡＩ（人工知能）を活用したシステム等様々なサービスを医
療業界から一般企業に広げ展開しています

118
株式会社　ｎＣＳ
(老人福祉・介護事業)
1309-617883-5

社会問題をビジネスで解決する！少子高齢化対策に向けて根本的な課題
の解決を目指し業界で初めてリハビリに特化したデイサービスを展開したパ
イオニア的存在です！

119
築地魚市場　株式会社
(農畜産物・水産物卸売業)
1313-628475-7

東京都中央卸売市場豊洲市場の中にあり、全国各地から集まる水産物を
セリによって販売する会社です。

120
日本空輸　株式会社
(航空運送業)
1301-661055-3

航空貨物運送事業、一般物流事業、旅客観光事業を通して、「価値創造
パートナー」として顧客及び社会に貢献していくことが私たちの使命です。
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1 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

2 株式会社スズヤス 鉄鋼製品卸売業 総合職（営業） 13010-668698 15 3年以内

3 牧村株式会社 繊維品卸売業 営業職 13010-938898 4 不可

4 株式会社シスコン ソフトウェア業 プログラマー
システムエンジニア 13030-52498 10 3年以内

総合職／福祉職（相談員） 13060-65398 5 3年以内

総合職／福祉職（介護職員） 13060-66498 9 3年以内

一般職／福祉職 13060-67198 5 3年以内

6 株式会社デュエル その他の専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-329398 2 3年以内

7 ロジスネクスト東京株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 13060-106198 10 3年以内

営業職 13090-117998 2 3年以内

営業事務 13090-118398 2 3年以内

9 株式会社コンテック 管理，補助的経済活動を行う事業所 建設技術者（施工管理・設計・積算等） 13040-202898 5 5年以内

10 株式会社キーワードマーケティング 広告制作業 総合職（インターネット広告代理業） 13010-679198 6 3年以内

11 株式会社東光 他に分類されない卸売業 営業 13040-306298 2 3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

13 株式会社ヤマノホールディングス 呉服・服地・寝具小売業 和装宝飾事業本部総合職（店長候補・幹部候補） 13070-279498 15 3年以内

事務職 13080-68698 1 5年以内

システムエンジニア・プログラマ 13080-66098 4 5年以内

営業／東京 13010-443398 2 5年以内

営業（化成品） 13010-445198 2 5年以内

技術提案営業／営業推進室 13010-449098 2 5年以内

16 株式会社コシダテック 産業機械器具卸売業 総合職（営業・管理・技術） 13040-595798 3 3年以内

17 ヨシモトポール株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職（適性に応じて下記職種に配属） 13010-735298 4 3年以内

18 旭エシコ株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13030-178098 2 3年以内

19 千代田工販株式会社 電気機械器具卸売業 営業職（電気機械品） 13010-590298 4 3年以内

訪問営業（ルートセールス） 13060-126098 5 3年以内

営業事務（店頭営業） 13060-127798 5 3年以内

21 太陽鉱油株式会社 燃料小売業 総合職（店舗管理職・法人営業職） 13010-548398 10 3年以内

営業職 13040-669398 1 3年以内

事務職 13040-668998 1 3年以内

情報系技術職 13040-667698 10 3年以内

23 日立物流コラボネクスト株式会社 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 総合職 13130-152998 12 3年以内

事務職 13010-248098 2 3年以内

訪問看護師 13010-678498 3 3年以内

介護職 13010-246598 5 3年以内

一般事務 13030-191598 2 3年以内

企画 13030-192898 2 3年以内

輸入事務 13030-190298 2 3年以内

販売職／新宿区・豊島区・中央区 13030-189998 5 3年以内

自社ＷＥＢサイトの運営及びＰＲ 13030-193098 2 3年以内

26 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

27 東京ガスＮｅｘｔｏｎｅ株式会社 機械器具小売業 ガス機器の点検・取付・修理・提案など 13030-42998 4 3年以内

28 株式会社ヨシダ 産業機械器具卸売業 営業（歯科医療機器・材料などの提案販売） 13030-161798 20 2年以内

営業 13040-409398 2 3年以内

技術エンジニア 13040-413898 2 3年以内

製造（環境プラント装置等） 13040-412598 2 3年以内

プラントエンジニア 13040-411298 2 3年以内

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-126198 3 3年以内

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-127298 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-125498 2 3年以内

不動産事業（開発・販売） 13080-128598 2 3年以内

コンサルティング営業職 13080-129898 5 3年以内

管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-124398 3 3年以内

総合職／受注 13040-117398 3 不可

総合職／配送 13040-115698 3 不可

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

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

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

33 システム開発株式会社首都圏事業所 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマー（正社員） 13030-50998 4 3年以内

販売職 27030-257598 2 3年以内

施工管理職／京浜・千葉・鹿島・倉敷・新潟 27030-253398 5 3年以内

施工管理職／東京・中部 27030-255198 3 3年以内

35 株式会社三興 電気工事業 プラントエンジニアリング（計装エンジニアリング） 13040-303398 3 5年以内

ＩＴ事務アシスタント 13010-721798 2 1年以内

ＩＴ事務／アプリケーション運用サポート 13010-254598 2 1年以内

システムエンジニア・プログラマー 13010-722698 2 1年以内

5 社会福祉法人池上長寿園（経営本部） 老人福祉・介護事業

8 三興塗料株式会社 化学製品卸売業

12 セントラル警備保障株式会社 警備業

14 アクアコンピュータサービス株式会社 ソフトウェア業

15 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業

20 日産部品中央販売株式会社 自動車卸売業

36 株式会社アビット 情報処理・提供サービス業

22 株式会社キャリアシステムズ ソフトウェア業

24 株式会社グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業

25 株式会社ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業

30 株式会社グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業

31 株式会社ソクハイ
その他の運輸に附帯する
サービス業

29 三協工業株式会社 その他の設備工事業

32 東洋ワークセキュリティ株式会社 警備業

34 日本インシュレーション株式会社 その他の職別工事業
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37 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

プログラマー・システムエンジニア 13010-300598 5 3年以内

システム運用技術者 13010-301898 3 3年以内

39 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

40 アールアイ・ソフトウェア株式会社 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13080-132398 30 3年以内

41 東京エレク総業株式会社 電気機械器具卸売業 営業職【得意先へのルート営業及び配送】 13100-12198 3 3年以内

テストエンジニア 13010-362998 5 5年以内

インフラエンジニア 13010-363398 10 5年以内

システムエンジニア／プログラマ 13010-364498 20 5年以内

サービスエンジニア／インストラクター 13010-368898 5 5年以内

43 株式会社ハリカ 各種商品卸売業 接客・販売（弊社契約ホテル内ギフトサロン） 13090-295798 2 3年以内

営業 13070-108198 5 5年以内

開発エンジニア 13070-106398 5 5年以内

サーバ・ネットワーク／エンジニア 13070-107498 5 5年以内

印刷営業 13010-243498 2 3年以内

総務経理事務 13010-245298 1 3年以内

営業事務 13010-244198 2 3年以内

46 株式会社ＮＤＴ 産業機械器具卸売業 海外営業 13010-239898 3 3年以内

47 トシン電機株式会社 電気機械器具卸売業 営業（ルートセールス）・商品管理 13080-490398 20 3年以内

システムエンジニアプログラマ 13070-322498 5 3年以内

機械設計エンジニア 13070-323198 5 3年以内

回路設計エンジニア 13070-325598 5 3年以内

マンションフロント営業職 13060-80998 3 3年以内

セールスエンジニア 13060-79098 2 3年以内

50 宮園輸入車販売株式会社 自動車小売業 営業 13080-360198 5 3年以内

エンジニアアシスタント 13080-113798 4 3年以内

営業事務 13080-114698 4 3年以内

プログラマー 13080-117498 4 3年以内

システム運用エンジニア 13080-115998 4 3年以内

52 株式会社東京めいらく東京本部 畜産食料品製造業 営業職／東京都江東区他 13090-25098 25 2年以内

53 プログレス・テクノロジーズ株式会社 他に分類されない事業サービス業 情報処理技術者 13130-190598 2 3年以内

レンタル営業スタッフ（東京・江戸川区） 13130-73398 2 3年以内

営業事務スタッフ（東京・江戸川区） 13130-71698 3 3年以内

ネットワークエンジニア（東京・江戸川区） 13130-64998 2 3年以内

電気通信工事スタッフ（東京・江戸川区） 13130-68298 2 3年以内

ＯＡ機器サービスエンジニア（東京・江戸川区） 13130-76298 2 3年以内

セットアップエンジニア（東京・江戸川区） 13130-80998 7 3年以内

セットアップエンジニア（東京・八王子市） 13130-81398 1 3年以内

55 新川電機株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業系・技術系） 34010-518998 5 3年以内

技術総合職 13080-74798 10 4年以内

事務スタッフ 13080-486598 1 不可

ＯＡ事務、ＰＭＯ支援、ＳＥサポート【研修制度充実】 13040-312498 3 3年以内

システムエンジニア 13040-313198 3 3年以内

58 共信コミュニケーションズ株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13040-683798 2 1年以内

営業 14010-263798 5 3年以内

販売 14010-261898 5 3年以内

営業 22010-216498 10 3年以内

事務職 22010-215398 2 3年以内

61 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

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

63 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

64 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

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

運用エンジニア 13040-362398 3 3年以内

66 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

67 株式会社ＧＩテクノス ソフトウェア業 ＳＥ・ＰＧ・ネットワークエンジニア・スマートフォン技術者 13090-317798 15 3年以内

68 株式会社システム創造開発 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ（社内業務中心） 13010-555998 2 3年以内

69 総合システム情報株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ、ＰＧ 13080-323698 10 1年以内

70 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業 建設コンサルタント業（発注者支援業務等） 13110-8598 4 3年以内

71 株式会社シイエスシイ ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマー 13010-423098 3 3年以内

営業（自動車用エアロパーツルートセールス） 13090-302398 1 3年以内

開発（自動車用エアロパーツの設計）生産技術 13090-303498 4 3年以内

73 須田産業株式会社 プラスチックフィルム・シート製造業 営業（東京営業所） 22020-350698 1 3年以内

74 ＰＣＩソリューションズ株式会社 ソフトウェア業 ソフトウエア開発 13040-438598 50 3年以内

75 株式会社ディーシステム 情報処理・提供サービス業 ＩＴ運用サービス技術者 13040-283498 6 3年以内

営業職 13010-861398 2 1年以内

一般事務職・工程管理事務職 13010-857598 2 1年以内

印刷オペレーター／埼玉熊谷 13010-859098 2 1年以内

印刷オペレーター／埼玉戸田 13010-860998 2 1年以内

49 株式会社エム・シー・サービス 不動産管理業

51 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業

54 株式会社日本オフィスオートメーション
他に分類されない事業サービ
ス業

48 アンドール株式会社 ソフトウェア業

45 株式会社ミニカラー 印刷業

44 株式会社ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業

42 株式会社ウイズ・ワン ソフトウェア業

38 株式会社ビー・エス・アール 情報処理・提供サービス業

57 株式会社ハンセン 情報処理・提供サービス業

59 マエダ薬品商事株式会社 医薬品・化粧品小売業

56 株式会社ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業

60 太陽建機レンタル株式会社 各種物品賃貸業

65 株式会社ティエスイー ソフトウェア業

72 技研株式会社
工業用プラスチック製品製造
業

76 町田印刷株式会社 印刷業
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住宅設備機器の営業 13010-527098 5 3年以内

営業事務 13010-1121998 2 3年以内

営業職 13080-491498 2 3年以内

技術職 13080-492198 2 3年以内

79 株式会社管理バンク 建物サービス業 総合職（事務職） 13010-299698 3 3年以内

営業職 13080-293798 4 3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

81 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

82 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

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

Ｗｅｂシステム開発 13150-40098 5 3年以内

システムエンジニア・プログラマ 13150-12298 5 3年以内

85 株式会社ジャパンクイックサービス 貨物軽自動車運送業 総合職 13110-38498 5 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

87 京急開発株式会社 不動産賃貸業 総合職 13060-182598 5 不可

経理・総務 13060-95098 1 3年以内

事務職 13060-94898 2 3年以内

現場施工職 13060-96798 4 3年以内

施工管理職 13060-97698 2 3年以内

総合職（営業職） 13040-133398 8 3年以内

システムエンジニア 13040-132998 2 3年以内

一般事務・営業サポート 13040-130798 3 3年以内

90 ミニメイド・サービス株式会社 家事サービス業 社員教育管理・業務管理（総合職） 13070-344098 2 3年以内

企画営業 13100-34998 2 3年以内

建築施工管理および意匠設計 13100-35398 5 3年以内

管理部門総合職（人事） 13070-463298 1 3年以内

管理部門総合職（経理） 13070-20598 1 3年以内

システムエンジニア 13070-19498 8 3年以内

93 東日本三菱自動車販売株式会社 自動車小売業 店舗事務職（ショップスタッフ） 13070-383298 3 3年以内

94 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

95 オートマックス株式会社 精密機械器具製造業 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年以内

開発エンジニア 13040-300798 5 5年以内

インフラエンジニア 13040-311398 5 5年以内

営業職 13080-503398 3 3年以内

事務職 13080-506298 3 3年以内

工場管理職 13080-504498 3 3年以内

現場管理職 13080-505198 3 3年以内

98 株式会社東京鋲兼 ボルト・ナット・小ねじ等製造業 総合職 13120-98398 4 3年以内

99 田辺薬局株式会社 医薬品・化粧品小売業 薬局事務 13010-905898 5 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

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

デザイン職 13040-367898 3 3年以内

101 株式会社キロニー 家具・建具・じゅう器等卸売業 ルート営業 13040-111598 2 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

企画営業 13030-71298 1 3年以内

事務 13030-69398 1 3年以内

技術職 13030-70198 1 3年以内

郵便ポストの販売営業 10050-162598 1 3年以内

郵便ポストの開発 10050-161298 1 3年以内

営業 13090-347598 2 3年以内

事務 13090-346298 1 3年以内

105 ストーリーテラー株式会社 著述・芸術家業 撮影スタッフ、スタジオスタッフ、営業企画部員 27010-241398 7 3年以内

106 ＡＩＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社 電子デバイス製造業 営業 13040-164098 2 3年以内

107 株式会社システムトラスト研究所 ソフトウェア業 プログラマー（システムエンジニア候補） 13040-670198 4 3年以内

総合職（一般職） 14010-21498 3 3年以内

総合職（一般職）/神奈川県内各施設 14010-13498 10 3年以内

総合職（営業職）／東京・埼玉 13030-146698 3 5年以内

総合職（営業職）／神奈川県 13030-147998 1 5年以内

総合職（営業職）／群馬・長野・静岡 13030-149498 3 5年以内

総合職（営業職）／大阪・名古屋・仙台 13030-150598 3 5年以内

営業 13090-355598 3 1年以内

施工管理 13090-356898 3 1年以内

111 株式会社丸和通運 一般貨物自動車運送業 エリア総合職／一般職 13110-42798 3 3年以内

112 八幡電気産業株式会社 通信機械器具製造業 事務職／本社・大森工場 13040-695498 2 不可

営業職（国内・海外） 27020-89098 3 5年以内

営業事務職 27020-90998 1 3年以内

77 株式会社パーパスエコテック その他の職別工事業

97 新和環境株式会社 産業廃棄物処理業

一般土木建築工事業越野建設株式会社91

ソフトウェア業株式会社Ａ１テック92

88 株式会社木村工業 一般土木建築工事業

89 株式会社ヤグチ 食料・飲料卸売業

96 ヴィップシステム株式会社 ソフトウェア業

80 日東工営株式会社
建築工事業（木造建築工事
業を除く）

84 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

86 株式会社テヅカ 産業機械器具卸売業

104 東京薬品株式会社 医薬品・化粧品等卸売業

113 新光電気工業株式会社 電線・ケーブル製造業

産業機械器具卸売業日立空調関東株式会社110

102 ＦＸＣ株式会社 他に分類されない卸売業

103 コーワソニア株式会社 その他の金属製品製造業

108 プラウドライフ株式会社 老人福祉・介護事業

100 日本電算株式会社 ソフトウェア業

産業機械器具卸売業藤川伝導機株式会社109

78 高俊興業株式会社 産業廃棄物処理業
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第２回　新規大卒者等合同就職面接会（９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

プログラマー 13010-1024698 10 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-1026398 10 3年以内

営業企画 13010-862498 6 3年以内

システムエンジニア 13010-863198 6 3年以内

ネットワークエンジニア・カスタマーエンジニア 13010-865598 6 3年以内

エンジニア（電気・機械装置） 13010-864298 6 3年以内

116 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 病院 事務員（総合職） 13080-568098 2 3年以内

営業・企画職（東京支店） 41010-114598 1 3年以内

システム関連業務全般（東京支店） 41010-112198 1 3年以内

イベント・スタジオ運営職（東京支店） 41010-113298 1 3年以内

118 株式会社ｎＣＳ 老人福祉・介護事業 総合職／千川 13090-316098 2 3年以内

営業職 13130-155198 8 3年以内

事務職 13130-154498 2 3年以内

120 日本空輸株式会社 航空運送業 総合職（営業） 13010-946898 6 3年以内

117 木村情報技術株式会社 インターネット附随サービス業

119 築地魚市場株式会社 農畜産物・水産物卸売業

114 日本テクノクラーツ株式会社 ソフトウェア業

115 株式会社アイズ
他に分類されない事業サービ
ス業

10 / 35 ページ



第２回新規大卒者等合同就職面接会（９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

2 株式会社スズヤス 鉄鉱製品卸売業 総合職（営業） 13010-668698 15 3年以内

総合職／福祉職（相談員） 13060-65398 5 3年以内

総合職／福祉職（介護職員） 13060-66498 9 3年以内

10 株式会社キーワードマーケティング 広告制作業 総合職（インターネット広告代理業） 13010-679198 6 3年以内

13 株式会社ヤマノホールディングス 呉服・服地・寝具小売業 和装宝飾事業本部総合職（店長候補・幹部候補） 13070-279498 15 3年以内

16 株式会社コシダテック 産業機械器具卸売業 総合職（営業・管理・技術） 13040-595798 3 3年以内

17 ヨシモトポール株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職（適性に応じて下記職種に配属） 13010-735298 4 3年以内

21 太陽鉱油株式会社 燃料小売業 総合職（店舗管理職・法人営業職） 13010-548398 10 3年以内

23 日立物流コラボネクスト株式会社 倉庫業 総合職 13130-152998 12 3年以内

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-126198 3 3年以内

不動産事業（開発・販売）総合職 13080-127298 2 3年以内

総合職／受注 13040-117398 3 不可

総合職／配送 13040-115698 3 不可

32 東洋ワークセキュリティ株式会社 警備業 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

37 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

55 新川電機株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業系・技術系） 34010-518998 5 3年以内

56 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

61 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

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

66 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

79 株式会社管理バンク 建物サービス業 総合職（事務職） 13010-299698 3 3年以内

85 株式会社ジャパンクイックサービス 貨物軽自動車運送業 総合職 13110-38498 5 3年以内

86 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

87 京急開発株式会社 不動産賃貸業 総合職 13060-182598 5 不可

89 株式会社ヤグチ 食料・飲料卸売業 総合職（営業職） 13040-133398 8 3年以内

90 ミニメイド・サービス株式会社 家事サービス業 社員教育管理・業務管理（総合職） 13070-344098 2 3年以内

管理部門総合職（人事） 13070-463298 1 3年以内

管理部門総合職（経理） 13070-20598 1 3年以内

98 株式会社東京鋲兼 ボルト・ナット・小ねじ等製造業 総合職 13120-98398 4 3年以内

100 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

総合職（一般職） 14010-21498 3 3年以内

総合職（一般職）/神奈川県内各施設 14010-13498 10 3年以内

総合職（営業職）／東京・埼玉 13030-146698 3 5年以内

総合職（営業職）／神奈川県 13030-147998 1 5年以内

総合職（営業職）／群馬・長野・静岡 13030-149498 3 5年以内

総合職（営業職）／大阪・名古屋・仙台 13030-150598 3 5年以内

111 株式会社丸和通運 一般貨物自動車運送業 エリア総合職／一般職 13110-42798 3 3年以内

116 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 病院 事務員（総合職） 13080-568098 2 3年以内

118 株式会社ｎＣＳ 老人福祉・介護事業 総合職／千川 13090-316098 2 3年以内

120 日本空輸株式会社 航空運送業 総合職（営業） 13010-946898 6 3年以内

3 牧村株式会社 繊維品卸売業 営業職 13010-938898 4 不可

7 ロジスネクスト東京株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 13060-106198 10 3年以内

8 三興塗料株式会社 化学製品卸売業 営業職 13090-117998 2 3年以内

11 株式会社東光 他に分類されない卸売業 営業 13040-306298 2 3年以内

営業／東京 13010-443398 2 5年以内

営業（化成品） 13010-445198 2 5年以内

技術提案営業／営業推進室 13010-449098 2 5年以内

18 旭エシコ株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13030-178098 2 3年以内

19 千代田工販株式会社 電気機械器具卸売業 営業職（電気機械品） 13010-590298 4 3年以内

20 日産部品中央販売株式会社 自動車卸売業 訪問営業（ルートセールス） 13060-126098 5 3年以内

22 株式会社キャリアシステムズ ソフトウェア業 営業職 13040-669398 1 3年以内

28 株式会社ヨシダ 産業機械器具卸売業 営業（歯科医療機器・材料などの提案販売） 13030-161798 20 2年以内

29 三協工業株式会社 その他の設備工事業 営業 13040-409398 2 3年以内

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-125498 2 3年以内

不動産事業（開発・販売） 13080-128598 2 3年以内

コンサルティング営業職 13080-129898 5 3年以内

41 東京エレク総業株式会社 電気機械器具卸売業 営業職【得意先へのルート営業及び配送】 13100-12198 3 3年以内

44 株式会社ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業 営業 13070-108198 5 5年以内

45 株式会社ミニカラー 印刷業 印刷営業 13010-243498 2 3年以内

46 株式会社ＮＤＴ 産業機械器具卸売業 海外営業 13010-239898 3 3年以内

47 トシン電機株式会社 電気機械器具卸売業 営業（ルートセールス）・商品管理 13080-490398 20 3年以内

49 株式会社エム・シー・サービス 不動産管理業 マンションフロント営業職 13060-80998 3 3年以内

プラウドライフ株式会社 老人福祉・介護事業

30 株式会社グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業

老人福祉・介護事業

株式会社ソクハイ その他の運輸に附帯するサービス業31

30 株式会社グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業

社会福祉法人池上長寿園（経営本部）

109 藤川伝導機株式会社 産業機械器具卸売業

15 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業

92 株式会社Ａ１テック ソフトウェア業

１　総合職

２　営業

5

108
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９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

50 宮園輸入車販売株式会社 自動車小売業 営業 13080-360198 5 3年以内

52 株式会社東京めいらく東京本部 畜産食料品製造業 営業職／東京都江東区他 13090-25098 25 2年以内

54 株式会社日本オフィスオートメーション 他に分類されない事業サービス業 レンタル営業スタッフ（東京・江戸川区） 13130-73398 2 3年以内

58 共信コミュニケーションズ株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13040-683798 2 1年以内

59 マエダ薬品商事株式会社 医薬品・化粧品小売業 営業 14010-263798 5 3年以内

60 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

72 技研株式会社 工業用プラスチック製品製造業 営業（自動車用エアロパーツルートセールス） 13090-302398 1 3年以内

73 須田産業株式会社 プラスチックフィルム製造業 営業（東京営業所） 22020-350698 1 3年以内

76 町田印刷株式会社 印刷業 営業職 13010-861398 2 1年以内

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

78 高俊興業株式会社 産業廃棄物処理業 営業職 13080-491498 2 3年以内

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

91 越野建設株式会社 一般土木建築工事業 企画営業 13100-34998 2 3年以内

97 新和環境株式会社 産業廃棄物処理業 営業職 13080-503398 3 3年以内

100 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

101 株式会社キロニー 家具・建具・じゅう器等卸売業 ルート営業 13040-111598 2 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

企画営業 13030-71298 1 3年以内

103 コーワソニア株式会社 その他の金属製品製造業 郵便ポストの販売営業 10050-162598 1 3年以内

104 東京薬品株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 営業 13090-347598 2 3年以内

106 ＡＩＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社 電子デバイス製造業 営業 13040-164098 2 3年以内

110 日立空調関東株式会社 産業機械器具卸売業 営業 13090-355598 3 1年以内

113 新光電気工業株式会社 電線・ケーブル製造業 営業職（国内・海外） 27020-89098 3 5年以内

115 株式会社アイズ 他に分類されない事業サービス業 営業企画 13010-862498 6 3年以内

117 木村情報技術株式会社 インターネット附随サービス業 営業・企画職（東京支店） 41010-114598 1 3年以内

119 築地魚市場株式会社 農畜産物・水産物卸売業 営業職 13130-155198 8 3年以内

8 三興塗料株式会社 化学製品卸売業 営業事務 13090-118398 2 3年以内

14 アクアコンピュータサービス株式会社 ソフトウェア業 事務職 13080-68698 1 5年以内

20 日産部品中央販売株式会社 自動車卸売業 営業事務（店頭営業） 13060-127798 5 3年以内

22 株式会社キャリアシステムズ ソフトウェア業 事務職 13040-668998 1 3年以内

24 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

一般事務 13030-191598 2 3年以内

企画 13030-192898 2 3年以内

輸入事務 13030-190298 2 3年以内

30 株式会社グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-124398 3 3年以内

32 東洋ワークセキュリティ株式会社 警備業 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

ＩＴ事務アシスタント 13010-721798 2 1年以内

ＩＴ事務／アプリケーション運用サポート 13010-254598 2 1年以内

45 株式会社ミニカラー 印刷業 総務経理事務 13010-245298 1 3年以内

45 株式会社ミニカラー 印刷業 営業事務 13010-244198 2 3年以内

エンジニアアシスタント 13080-113798 4 3年以内

営業事務 13080-114698 4 3年以内

54 株式会社日本オフィスオートメーション 他に分類されない事業サービス業 営業事務スタッフ（東京・江戸川区） 13130-71698 3 3年以内

56 株式会社ワイ・ケイ・ジー 建物サービス業 事務スタッフ 13080-486598 1 不可

57 株式会社ハンセン 情報処理・提供サービス業 ＯＡ事務、ＰＭＯ支援、ＳＥサポート【研修制度充実】 13040-312498 3 3年以内

60 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

76 町田印刷株式会社 印刷業 一般事務職・工程管理事務職 13010-857598 2 1年以内

77 株式会社　パーパスエコテック その他の職別工事業 営業事務 13010-1121998 2 3年以内

86 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

経理・総務 13060-95098 1 3年以内

事務職 13060-94898 2 3年以内

89 株式会社ヤグチ 食料・飲料卸売業 一般事務・営業サポート 13040-130798 3 3年以内

93 東日本三菱自動車販売株式会社 自動車小売業 店舗事務職（ショップスタッフ） 13070-383298 3 3年以内

97 新和環境株式会社 産業廃棄物処理業 事務職 13080-506298 3 3年以内

99 田辺薬局株式会社 医薬品・化粧品小売業 薬局事務 13010-905898 5 3年以内

100 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

102 ＦＸＣ株式会社 他に分類されない卸売業 事務 13030-69398 1 3年以内

104 東京薬品株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 事務 13090-346298 1 3年以内

112 八幡電気産業株式会社 通信機械器具製造業 事務職／本社・大森工場 13040-695498 2 不可

113 新光電気工業株式会社 電線・ケーブル製造業 営業事務職 27020-90998 1 3年以内

119 築地魚市場株式会社 農畜産物・水産物卸売業 事務職 13130-154498 2 3年以内

51 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業

88 株式会社木村工業 一般土木建築工事業

株式会社アビット 情報処理・提供サービス業

102 ＦＸＣ株式会社 他に分類されない卸売業

25 株式会社ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業

２　営業

３　事務

36
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９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

1 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

25 株式会社ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 販売職／新宿区・豊島区・中央区 13030-189998 5 3年以内

34 日本インシュレーション株式会社 その他の職別工事業 販売職 27030-257598 2 3年以内

43 株式会社ハリカ 各種商品卸売業 接客・販売（弊社契約ホテル内ギフトサロン） 13090-295798 2 3年以内

59 マエダ薬品商事株式会社 医薬品・化粧品小売業 販売 14010-261898 5 3年以内

4 株式会社シスコン ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13030-52498 10 3年以内

6 株式会社デュエル その他の専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-329398 2 3年以内

14 アクアコンピュータサービス株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13080-66098 4 5年以内

22 株式会社キャリアシステムズ ソフトウェア業 情報系技術職 13040-667698 10 3年以内

25 株式会社ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 自社ＷＥＢサイトの運営及びＰＲ 13030-193098 2 3年以内

26 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

33 システム開発株式会社首都圏事業所 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマー（正社員） 13030-50998 4 3年以内

36 株式会社アビット 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア・プログラマー 13010-722698 2 1年以内

プログラマー・システムエンジニア 13010-300598 5 3年以内

システム運用技術者 13010-301898 3 3年以内

39 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

40 アールアイ・ソフトウェア株式会社 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13080-132398 30 3年以内

テストエンジニア 13010-362998 5 5年以内

インフラエンジニア 13010-363398 10 5年以内

システムエンジニア／プログラマ 13010-364498 20 5年以内

サービスエンジニア／インストラクター 13010-368898 5 5年以内

開発エンジニア 13070-106398 5 5年以内

サーバ・ネットワーク／エンジニア 13070-107498 5 5年以内

システムエンジニアプログラマ 13070-322498 5 3年以内

機械設計エンジニア 13070-323198 5 3年以内

回路設計エンジニア 13070-325598 5 3年以内

プログラマー 13080-117498 4 3年以内

システム運用エンジニア 13080-115998 4 3年以内

53 プログレス・テクノロジーズ株式会社 他に分類されない事業サービス業 情報処理技術者 13130-190598 2 3年以内

54 株式会社日本オフィスオートメーション 他に分類されない事業サービス業 ネットワークエンジニア（東京・江戸川区） 13130-64998 2 3年以内

57 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

63 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

64 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

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

運用エンジニア 13040-362398 3 3年以内

67 株式会社ＧＩテクノス ソフトウェア業 ＳＥ・ＰＧ・ネットワークエンジニア・スマートフォン技術者 13090-317798 15 3年以内

68 株式会社システム創造開発 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ（社内業務中心） 13010-555998 2 3年以内

69 総合システム情報株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ、ＰＧ 13080-323698 10 1年以内

71 株式会社シイエスシイ ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマー 13010-423098 3 3年以内

74 ＰＣＩソリューションズ株式会社 ソフトウェア業 ソフトウエア開発 13040-438598 50 3年以内

75 株式会社ディーシステム 情報処理・提供サービス業 ＩＴ運用サービス技術者 13040-283498 6 3年以内

81 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

Ｗｅｂシステム開発 13150-40098 5 3年以内

システムエンジニア・プログラマ 13150-12298 5 3年以内

89 株式会社ヤグチ 食料・飲料卸売業 システムエンジニア 13040-132998 2 3年以内

92 株式会社Ａ１テック ソフトウェア業 システムエンジニア 13070-19498 8 3年以内

94 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

開発エンジニア 13040-300798 5 5年以内

インフラエンジニア 13040-311398 5 5年以内

100 日本電算株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ・システムマネージャー 13040-368098 20 3年以内

102 ＦＸＣ株式会社 他に分類されない卸売業 技術職 13030-70198 1 3年以内

107 株式会社システムトラスト研究所 ソフトウェア業 プログラマー（システムエンジニア候補） 13040-670198 4 3年以内

プログラマー 13010-1024698 10 3年以内

ネットワークエンジニア 13010-1026398 10 3年以内

システムエンジニア 13010-863198 6 3年以内

ネットワークエンジニア・カスタマーエンジニア 13010-865598 6 3年以内

117 木村情報技術株式会社 インターネット附随サービス業 システム関連業務全般（東京支店） 41010-112198 1 3年以内

株式会社アイズ 他に分類されない事業サービス業

96 ヴィップシステム株式会社 ソフトウェア業

114 日本テクノクラーツ株式会社 ソフトウェア業

株式会社ティエスイー ソフトウェア業

84 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

48 アンドール株式会社 ソフトウェア業

51 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業

株式会社ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業

株式会社ビー・エス・アール 情報処理・提供サービス業

株式会社ウイズ・ワン ソフトウェア業

４　接客・販売

42

65

115

38

５　ＩＣＴ系

44
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９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

5 社会福祉法人池上長寿園（経営本部） 老人福祉・介護事業 一般職／福祉職 13060-67198 5 3年以内

訪問看護師 13010-678498 3 3年以内

介護職 13010-246598 5 3年以内

9 株式会社コンテック 管理，補助的経済活動を行う事業所 建設技術者（施工管理・設計・積算等） 13040-202898 5 5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

27 東京ガスＮｅｘｔｏｎｅ株式会社 機械器具小売業 ガス機器の点検・取付・修理・提案など 13030-42998 4 3年以内

技術エンジニア 13040-413898 2 3年以内

製造（環境プラント装置等） 13040-412598 2 3年以内

プラントエンジニア 13040-411298 2 3年以内

32 東洋ワークセキュリティ株式会社 警備業 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

施工管理職／京浜・千葉・鹿島・倉敷・新潟 27030-253398 5 3年以内

施工管理職／東京・中部 27030-255198 3 3年以内

35 株式会社三興 電気工事業 プラントエンジニアリング（計装エンジニアリング） 13040-303398 3 5年以内

49 株式会社エム・シー・サービス 不動産管理業 セールスエンジニア 13060-79098 2 3年以内

電気通信工事スタッフ（東京・江戸川区） 13130-68298 2 3年以内

ＯＡ機器サービスエンジニア（東京・江戸川区） 13130-76298 2 3年以内

セットアップエンジニア（東京・江戸川区） 13130-80998 7 3年以内

セットアップエンジニア（東京・八王子市） 13130-81398 1 3年以内

70 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業 建設コンサルタント業（発注者支援業務等） 13110-8598 4 3年以内

72 技研株式会社 工業用プラスチック製品製造業 開発（自動車用エアロパーツの設計）生産技術 13090-303498 4 3年以内

印刷オペレーター／埼玉熊谷 13010-859098 2 1年以内

印刷オペレーター／埼玉戸田 13010-860998 2 1年以内

78 高俊興業株式会社 産業廃棄物処理業 技術職 13080-492198 2 3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

82 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

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

現場施工職 13060-96798 4 3年以内

施工管理職 13060-97698 2 3年以内

91 越野建設株式会社 一般土木建築工事業 建築施工管理および意匠設計 13100-35398 5 3年以内

95 オートマックス株式会社 精密機械器具製造業 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年以内

工場管理職 13080-504498 3 3年以内

現場管理職 13080-505198 3 3年以内

100 日本電算株式会社 ソフトウェア業 デザイン職 13040-367898 3 3年以内

103 コーワソニア株式会社 その他の金属製品製造業 郵便ポストの開発 10050-161298 1 3年以内

105 ストーリーテラー株式会社 著述・芸術家業 撮影スタッフ、スタジオスタッフ、営業企画部員 27010-241398 7 3年以内

110 日立空調関東株式会社 産業機械器具卸売業 施工管理 13090-356898 3 1年以内

115 株式会社アイズ 他に分類されない事業サービス業 エンジニア（電気・機械装置） 13010-864298 6 3年以内

117 木村情報技術株式会社 インターネット附随サービス業 イベント・スタジオ運営職（東京支店） 41010-113298 1 3年以内

株式会社木村工業 一般土木建築工事業

97 新和環境株式会社 産業廃棄物処理業

76 町田印刷株式会社 印刷業

80 日東工営株式会社 建築工事業

日本インシュレーション株式会社 その他の職別工事業

54 株式会社日本オフィスオートメーション 他に分類されない事業サービス業

12 セントラル警備保障株式会社 警備業

29 三協工業株式会社 その他の設備工事業

24 株式会社グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業
６　介護・福祉

７　専門職・
その他

34

88
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第２回新規大卒者等合同就職面接会（９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 2

株式会社スズヤス
(鉄鋼製品卸売業)
1302-416514-2

総合職（営業）
13010-668698

・営業は、大手自動車部品メーカーやＯＡ機器メーカー、建材加工会社などを主要
顧客とし、お客様の所に訪問し、会話を通じた営業活動を行って頂きます。・販売品
種は鋼材（主に鋼板）です。尚、異動・転勤は有りますので予めご了承下さい。※就
業場所従業員数は本社の人員です。

15 大学院・大学卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

１総合職 5

社会福祉法人池上長寿
園（経営本部）
(老人福祉・介護事業)
1306-6945-4

総合職／福祉職（相
談員）
13060-65398

●特別養護老人ホーム、地域包括支援センターにおける相談援助業務。●施設の
ご利用者やご家族、地域の方々の日常生活などに関するさまざまな相談援助業務
や諸手続き・地域ネットワークづくりなど。※総合職は、一定の期間を経験後、法人
内事業所において高い専門性を発揮するスタッフ職及び施設長等のマネジメント職
へ昇任するコースへのチャレンジが可能です。

5 ・大学卒・短大
卒

　
・社会福祉士資
格取得見込
・社会福祉士
（２０２０年４月１
日において
有資格の方）

3年以内

１総合職 5

社会福祉法人池上長寿
園（経営本部）
(老人福祉・介護事業)
1306-6945-4

総合職／福祉職（介
護職員）
13060-66498

●特別養護老人ホームにおいて、高齢者の食事・入浴・排泄などの生活援助や、
華道・書道などのクラブ活動・諸行事をとおしての社会的援助サービスを提供す
る。●総合職は、介護職員以外にも生活相談員、社会福祉士、介護支援専門員等
の高い専門性を発揮するスタッフ職及び施設長等のマネジメント職へ昇任するコー
スへのチャレンジが可能です。

9 ・大学卒・短大
卒

不問 3年以内

１総合職 10

株式会社キーワード
マーケティング
(広告制作業)
1301-635333-5

総合職（インターネッ
ト広告代理業）
13010-679198

クライアントのインターネット広告・ＳＮＳ広告の運用全般■営業業務■運用業務
【具体的には】・取引先企業様に対するヒアリング／提案・顧客分析・広告戦略立案
・キーワード作成・広告文作成・効果測定・レポート作成・報告など

6 大学院、大学、
短大卒（学部学
科不問）

不問 3年以内

１総合職 13

株式会社ヤマノホール
ディングス
(呉服・服地・寝具小売
業)
1307-348162-6

和装宝飾事業本部総
合職（店長候補・幹部
候補）
13070-279498

当社は美容のパイオニア「山野愛子」の思想に基づいて男女問わず日常生活をよ
り豊かなものへ追求しています。様々な事業部がありますが、こちらは「和装宝飾
事業本部」の募集になります。選考が進んでいく中で「和装」店舗か「宝飾」店舗か
の希望をお聞きします。◇業務内容１．店頭での各種商品の接客・販売２．各種ア
フターケアの承り３．各種イベントの企画・運営

15 ２０２０年３月専
修学校、短期
大学、大学、又
は大学院卒業
見込み

不問 3年以内

１総合職 16

株式会社コシダテック
(産業機械器具卸売業)
1304-665-8

総合職（営業・管理・
技術）
13040-595798

総合職●社内ＳＥ：社内および業務システムの企画・設計・開発・運用保守等●営
業（ルート営業）：【自動車機器】『三菱電機』製、自動車機器を各種カーメーカー、
ディーラー、量販店、特約店等に拡販、納入。【半導体】『三菱電機』『ルネサスエレ
クトロニクス』製半導体機器の国内外メーカー向けに拡販、納入。【モバイル】キャリ
ア（ドコモ、ａｕ、ソフトバンク）のショップ向けモバイル機器の納入や運営支援。●技
術（半導体ＳＥ，ＦＡＥ）：【半導体技術】半導体の拡販を技術面で支えるＳＥやＦＡＥ
（技術営業）業務。●管理：【経理】財務、経理全般に関わり、将来的には会社決済
にも携わります。【営業事務】営業に関わる業務に幅広く携わる。

3 大学卒　以上 【営業職】普通
自動車運転免
許（ＡТ限定
可）

3年以内

１総合職 17

ヨシモトポール株式会
社
(建設用・建築用金属製
品製造業（製缶板金業
を含む）)
1301-211836-9

総合職（適性に応じ
て下記職種に配属）
13010-735298

１）【営業部門】（企画・提案）・取引先の需要を聞き取りそれに合致する製品や技術
を提案するなど、エンジニアの要素も大切となる職種です。２）【技術部門】（設計開
発）・お客様からの依頼をもとに、装柱物・設置条件などを考慮し、製品の強度計
算・図面作成を行います。そして、設計した製品の構造確試験まで一連の業務を担
当します。３）【管理部門】（社内ＳＥ）・グループ会社を含む社内インフラ維持・管理
と、業務システムの改良・新規導入を担当します。

4 高専・大学・大
学院・専門学校
卒（学部学科不
問）理工系履修
者、尚可

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
（必須）

3年以内

１総合職 21

太陽鉱油株式会社
(燃料小売業)
1301-574801-3

総合職（店舗管理職・
法人営業職）
13010-548398

弊社は東日本最大級、そして日本有数のＳＳ運営会社です。一般のガソリンスタン
ドとは違い、店舗管理及び法人営業を学び、キャリアを積んでいきます。法人営業
業務では、毎月数億円の売上管理をして頂きます。◇店舗管理：＊サービスステー
ションの売上管理＊お客様へのアテンド業務＊車両への給油業務＊サービスス
テーション内のクレンリネス業務＊スタッフの育成・管理◇法人営業：＊既存顧客の
売上管理・新規法人営業・マーケティング管理※就業場所の人数は平均人数を記
載

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

１総合職 23

日立物流コラボネクスト
株式会社
(倉庫業（冷蔵倉庫業を
除く）)
1313-614590-0

総合職
13130-152998

【センター運営部門】化粧品メーカーの物流センター・商品センターを運営する部
門。全国に広がる化粧品店舗網に対して、翌日配送を可能としています。商品の保
管から発送までの作業をコントロールする部門です。【営業部門】化粧品メーカーか
らの物流に関する要望に応えるだけではなく、物流のプロとしての改善提案をする
ことによりｗｉｎ－ｗｉｎの関係を構築する部門です。【管理部門】総務、経理のほかコ
ンプライアンスや安全など従業員が働きやすい環境を整備する部門です。【設備・Ｉ
Ｔ部門】物流センター・商品センターには自動倉庫や自動補充機、ＰＣ搭載のピッキ
ングカードなどの物流設備が導入されており、それら設備の保守管理を行う部門。

12 大学卒 不問 3年以内

１総合職 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

管理部門総合職（総
務・人事／経営企画
／経理）
13080-126198

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です総
務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務人事諸
制度等の人事業務。経営企画：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する
業務、各種規定に関する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務経理：税金処理
に関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関する業務※社内研修や外
部研修が充実しているので知識がない方でも安心です。

3 不問 不問 3年以内

１総合職 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）総合職
13080-127298

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です開
発：土地の仕入れ、物件の開発・調査法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取
り住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理メディア戦略：物件パン
フレット作成、物件ホームページに関する業務※社内研修や外部研修が充実して
いるので、知識がない方でも安心です

2 不問 不問 3年以内

１総合職 31

株式会社ソクハイ
(その他の運輸に附帯
するサービス業)
1304-251882-6

総合職／受注
13040-117398

□受注コールセンター事業お客様との最初の窓口となりバイク便の注文を受け、最
適なサービスを案内する事業□総務・経理・営業※本人の希望を考慮して配属は
決定致します。

3 大学院卒・大学
卒・短大卒高専
卒・専修卒

0 不可
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１総合職 31

株式会社ソクハイ
(その他の運輸に附帯
するサービス業)
1304-251882-6

総合職／配送
13040-115698

□緊急配送サービス業自動二輪・自転車などを使用しての書類・小荷物の全国緊
急配送□特定信書便事業信書の集荷・搬送

3 大学院卒・大学
卒・短大卒高専
卒・専修卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
普通自動二輪
免許（ＡＴ限定
可）原付免許
※いずれか

不可

１総合職 32

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0401-617544-1

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 不問 不問 3年以内

１総合職 37

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。＜具体的なお仕事内容＞・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・・・当社直営「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 55

新川電機株式会社
(電気機械器具卸売業)
3401-2284-9

総合職（営業系・技術
系）
34010-518998

＜セールスエンジニア＞精密機器の販売、生産設備などの顧客のプラントの設
計、提案営業など＜システムエンジニア＞プラント設備の管理システムの設計、プ
ログラミング保守対応など＜カスタマーサポートエンジニア＞プラント設備の保守メ
ンテナンス、異常時の対応など

5 大学院、大学 不問 3年以内

１総合職 56

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】理系出身者
もいるが、経
済・商学部・仏
文科・英文科・
体育学部など
の文系が６０％

不問 4年以内

１総合職 61

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 62

共和化工株式会社
(その他の設備工事業)
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。※配属先は採用面接、入社後面談を以て決定します。

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 66

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」「企業ＰＲシートあり」

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 79

株式会社管理バンク
(建物サービス業)
1301-651743-5

総合職（事務職）
13010-299698

主な業務内容は、書類作成、来客対応、業務用品管理です。代表的な１日の流れ
として出社朝礼、メール・ＦＡＸ等確認※月に１～３回程度管理物件訪問あり午前入
居者様・取引企業様の電話対応、賃貸物件契約書に関わる資料作成及びデータ
入力休憩昼食午後入居者様・取引企業様の電話対応賃貸物件の募集、お申込
み、ご入居、家賃収納、入居中の修繕、退去等に関わる業務です。管理業務は
各々分担して行います。

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校　卒（学部・
学科不問）

不問 3年以内

１総合職 85

株式会社ジャパンクイッ
クサービス
(貨物軽自動車運送業)
1311-614999-6

総合職
13110-38498

総合的な判断を要する基幹業務を担い、幹部候補生として本社と５営業所間の異
動のある職種。人事異動は本人希望を勘案して決定。【営業コース】お客様とコミュ
ニケーションを図り、抱えている経営課題・業務課題を把握し解決する仕事。【配車
コース】お客様のご要望に応じてドライバーの配送コースを決定。安全な運行管理
と同時にドライバーの生活を支えている仕事。【物流管理コース】物流センターの運
営全般を担当し、配送管理・在庫管理・収支管理等の総合マネジメントを行う仕事。
【管理事務コース】営業所では電話対応や請求処理、物流データの送付などの事
務的な業務全般を他コースと連携し、担当する仕事。

5 大学卒大学院
卒

普通自動車（Ａ
Ｔ限定可）入社
までに取得可
能な方

3年以内

１総合職 86

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。＊本社研
修３ヵ月後、就業場所を決定します。（本配属前ヒアリング実施）

3 　　大学院・大
学・短大　（学
部・学科不問）

　普通自動車
運転免許　　（Ａ
Ｔ限定可）　内
定後入社まで
に取得でも可

不可

１総合職 87

京急開発株式会社
(不動産賃貸業（貸家
業，貸間業を除く）)
1306-3468-7

総合職
13060-182598

●商業施設やオフィスビル等の賃貸●レジャー施設の管理・運営●ボートレース土
地建物の賃貸・管理●総務・人事・経理等の事務●就業場所は入社後、本人の適
性により決定させていただきます。

5 ・大学卒 不問 不可
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１総合職 89

株式会社ヤグチ
(食料・飲料卸売業)
1304-4788-2

総合職（営業職）
13040-133398

【法人営業】営業車（乗用車）でのルートセールスが基本となり、エンドディーラー様
（エンドユーザーである外食企業や飲食店に商品を卸す業者）に、商品情報や市場
の動向をふまえて商品提案を行う提案型営業です。取扱商品は業務用食品・酒類
及び関連資材となります。＊飛び込み営業や電話での勧誘等は行いません。

8 大卒（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 90

ミニメイド・サービス株
式会社
(家事サービス業)
1307-620030-4

社員教育管理・業務
管理（総合職）
13070-344098

１家事代行サービススタッフの育成と教育指導２スタッフの勤怠及びスケジュール
管理３フランチャイズ店のサポート業務先輩がサポートしますので安心して業務を
覚えられます。

2 大学卒 不問 3年以内

１総合職 92

株式会社Ａ１テック
(ソフトウェア業)
1307-357394-7

管理部門総合職（人
事）
13070-463298

管理部門業務（人事、業務、総務、経理、法務ｅｔｃ．全般）入社当初は、経理等のス
タッフとして従事いただき、将来は管理部門のリーダーとなっていただきます。「業
務内容」採用：会社説明会の企画・運営、面接日の調整、内定者フォロー、採用計
画の立案、人材関連会社との折衝など人事・労務：評価関連、出勤簿の確認、スト
レスチェック

1 大学卒 不問 3年以内

１総合職 92

株式会社Ａ１テック
(ソフトウェア業)
1307-357394-7

管理部門総合職（経
理）
13070-20598

管理部門業務（経理、業務、総務、人事、法務ｅｔｃ．全般）入社当初は、経理等のス
タッフとして従事いただき、将来は管理部門のリーダーとなっていただきます。「業
務内容」経理：現預金出納、仕訳処理、月次および年次決算処理、法人税等の税
務申告およびその他所得税等の納税、給与計算、社会保険事務手続き等。

1 大学卒 Ｅｘｃｅｌ操作がで
きればなお可
簿記の知識を
有している方な
お可

3年以内

１総合職 98

株式会社東京鋲兼
(ボルト・ナット・リベット・
小ねじ・木ねじ等製造
業)
1312-106199-4

総合職
13120-98398

営業部門：ルート営業中心。また、これに伴う出荷準備、納品業務。伝票作成、ＰＣ
入力、電話対応等。資材部門：製品の受注、手配、納期管理伝票作成、ＰＣ入力、
商品検査等。

4 不問 入社時までに
普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

１総合職 100

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 108

プラウドライフ株式会社
(老人福祉・介護事業)
1401-627578-2

総合職（一般職）
14010-21498

ソニー・ライフケア株式会社１００％資本の有料老人ホームの運営等を行っている
会社です。運営する「はなことば」シリーズは全国で２６拠点、１３２４室を数え、どの
拠点でもご好評をいただいております。ご入社頂いてから一定期間は介護の専門
家として、各拠点にてご入居頂いているお客様に対する生活支援やレクリエーショ
ンの企画・運営・身体介護業務等を行っていただきます。介護の専門家としてのス
キルを身につけて頂いた後は、ご本人の適性に合わせた部署へのジョブローテー
ションもあります。（本社等）入社時研修から始まる充実した教育制度によって、お
ひとりおひとりに合わせた成長過程を描く事ができます。

3 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

１総合職 108

プラウドライフ株式会社
(老人福祉・介護事業)
1401-627578-2

総合職（一般職）/神
奈川県内各施設
14010-13498

ソニー・ライフケア株式会社１００％資本の有料老人ホームの運営等を行っている
会社です。運営する「はなことば」シリーズは全国で２６拠点、１３２４室を数え、どの
拠点でもご好評をいただいております。ご入社頂いてから一定期間は介護の専門
家として、各拠点にてご入居頂いているお客様に対する生活支援やレクリエーショ
ンの企画・運営・身体介護業務等を行っていただきます。介護の専門家としてのス
キルを身につけて頂いた後は、ご本人の適性に合わせた部署へのジョブローテー
ションもあります。（本社等）入社時研修から始まる充実した教育制度によって、お
ひとりおひとりに合わせた成長過程を描く事ができます。

10 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

１総合職 109

藤川伝導機株式会社
(産業機械器具卸売業)
1303-9597-7

総合職（営業職）／東
京・埼玉
13030-146698

・ルート営業主要取引先を訪問し、工業用品、ＦＡ伝導機器のＰＲ及び販売業務を
担当していただきます。・営業活動は社有車を使用します。・入社後は教育（ＯＪＴ）
及びメーカー講習会等の参加により育成致します。・賞与４か月（２年目以降）

3 大学・短大・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

１総合職 109

藤川伝導機株式会社
(産業機械器具卸売業)
1303-9597-7

総合職（営業職）／神
奈川県
13030-147998

・ルート営業主要取引先を訪問し、工業用品、ＦＡ伝導機器のＰＲ及び販売業務を
担当していただきます。・営業活動は社有車を使用します。・入社後は教育（ＯＪＴ）
及びメーカー講習会等の参加により育成致します。・賞与４か月（２年目以降）

1 大学・短大・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

１総合職 109

藤川伝導機株式会社
(産業機械器具卸売業)
1303-9597-7

総合職（営業職）／群
馬・長野・静岡
13030-149498

・ルート営業主要取引先を訪問し、工業用品、ＦＡ伝導機器のＰＲ及び販売業務を
担当していただきます。・営業活動は社有車を使用します。・入社後は教育（ＯＪＴ）
及びメーカー講習会等の参加により育成致します。・賞与４か月（２年目以降）

3 大学・短大・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

１総合職 109

藤川伝導機株式会社
(産業機械器具卸売業)
1303-9597-7

総合職（営業職）／大
阪・名古屋・仙台
13030-150598

・ルート営業主要取引先を訪問し、工業用品、ＦＡ伝導機器のＰＲ及び販売業務を
担当していただきます。・営業活動は社有車を使用します。・入社後は教育（ＯＪＴ）
及びメーカー講習会等の参加により育成致します。・賞与４か月（２年目以降）

3 大学・短大・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内
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１総合職 111

株式会社丸和通運
(一般貨物自動車運送
業)
1311-200376-7

エリア総合職／一般
職
13110-42798

・貨物管理業務・営業企画に従事し、原則として首都圏勤務とする。・鉄道へのコン
テナ管理・自社の配車管理・データ入力、請求書作成など

3 大学、短大、専
修学校

不問 3年以内

１総合職 116

東京医療生活協同組合
新渡戸記念中野総合病
院
(病院)
1308-200056-4

事務員（総合職）
13080-568098

病院の事務業務全般総務課、経理課、医事課、用度課、施設課のいずれかに配属 2 ４年制大学卒 不問 3年以内

１総合職 118

株式会社ｎＣＳ
(老人福祉・介護事業)
1309-617883-5

総合職／千川
13090-316098

いつまでも健康でありたいと願うシニアに運動やリハビリサービスを提供し、一生涯
現役の伴走者を担って頂きます！介護予防を目的とした運動生理学に基づくプロ
グラムを提供するインストラクターやリハビリスタッフを経験後、プログラムを提供す
るスペシャリストになるもよし。ご利用者の目的達成の為に状況をヒアリング・アセ
スメント・相談業務を行い効果的なリハビリプログラムを計画する生活相談員や経
営を担う施設長や所長へと挑戦するゼネラリストの道を歩むもよし。ブランド、役
職、業務内容が異なろうとも「目的」である”ご利用者の健康維持・改善”は変わりま
せん。日本で起こっている”高齢化”の根本的な解決を担うお仕事です。

2 大学院・大学・
短大・高専・
専修学校卒業
（学部・学科不
問）

普通自動車第
一種免許
（ＡＴ限定可）
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
の基本操作

3年以内

１総合職 120

日本空輸株式会社
(航空運送業)
1301-661055-3

総合職（営業）
13010-946898

●総合職として、主に営業の仕事を担当していただきます。将来的には、管理職候
補として、管理・マネジメント業務を総合的に担当していただく職種です。

6 ・大学卒・短大
卒・専修学校卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２営業 3

牧村株式会社
(繊維品卸売業（衣服，
身の回り品を除く）)
1302-300728-2

営業職
13010-938898

・繊維の専門商社として、法人向けの得意先営業を中心とした営業職（東京支店勤
務）・「製品営業部」「メンズ・テキスタイル営業部」「ユニフォーム営業部」３部門の営
業職募集となります。

4 大卒（学部学科
不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定）

不可

２営業 7

ロジスネクスト東京株式
会社
(産業機械器具卸売業)
1306-207193-7

営業職
13060-106198

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

10 　　大学卒 　　普通自動車
運転免許　　（Ａ
Ｔ限定可）

3年以内

２営業 8

三興塗料株式会社
(化学製品卸売業)
1309-208239-3

営業職
13090-117998

・建築用の塗料、防水材、塗装用品を販売する仕事です・ルート営業、販売ノルマ
はありません・お客様のご要望に合わせた商品を受注、納品、塗料の選定や施工
方法のアドバイスなどを行います・一人ひとりの成長スピードに合わせて仕事を任
せていくので安心してください

2 大学卒（学部・
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
※入社時まで
に取得

3年以内

２営業 11

株式会社東光
(他に分類されない卸売
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 15

山宗化学株式会社
(有機化学工業製品製
造業)
1302-402690-1

営業／東京
13010-443398

顧客先である生コンクリート工場を訪問し、コンクリート用化学混和剤の営業を行い
ます。使用目的や用途に適合したコンクリートを作るための化学混和剤を提供する
ため、得意先や新規先に対して試験や品質管理等の応援業務を行います。（ルー
ト営業がほとんどです。）※社内外の教育研修やＯＪＴにより、営業に必要な知識や
スキルを指導します。

2 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）

5年以内

２営業 15

山宗化学株式会社
(有機化学工業製品製
造業)
1302-402690-1

営業（化成品）
13010-445198

・担当得意先への無機・有機薬品等の販売管理と売上予算管理・メーカーとユー
ザーの仲介となり、商談を通して商品の提案活動・お客様が探している商品探し・
商流確保※社内外の教育研修やＯＪＴにより、営業に必要な知識やスキルを指導し
ます。

2 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）

5年以内

２営業 15

山宗化学株式会社
(有機化学工業製品製
造業)
1302-402690-1

技術提案営業／営業
推進室
13010-449098

・自社製品混和剤の拡販のための各建設会社資材調達担当への営業活動。・顕在
市場、潜在市場のマーケティングおよび新規取扱商品の開発と企画立案・他社情
報を収集し、アライアンスの構築により業績の向上を目指す。※社内外の教育研修
やＯＪＴにより営業に必要な知識やスキルを指導します。

2 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）

5年以内

２営業 18

旭エシコ株式会社
(電気機械器具卸売業)
1303-213480-2

営業
13030-178098

工場等の生産ラインにある機械装置の部品販売。機械装置を制作しているお得意
様に訪問し（ルートセールス）エアーシリンダーやモーター、バルブ等の機械部品を
お客様とコミュニケーションを取りながら提案営業をして、注文を頂く仕事です。もの
づくりの仕組を知ることが出来き、日本のものづくりを支えるお仕事です。

2 大卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内
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２営業 19

千代田工販株式会社
(電気機械器具卸売業)
1302-403173-0

営業職（電気機械品）
13010-590298

＊担当既存顧客（製造業や電力会社中心）を定期的に訪問し、お客様とのコミュニ
ケーションを通してニーズ・課題に対応した提案や受注活動を行う仕事です。＊お
客様と対話し信頼関係が構築できる人間力が第一要件です。＊機械部品から工場
プラントまで多様なニーズに対応することにより、産業活動や地域社会の発展に貢
献します。

4 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）（営
業活動は社用
車を利用）※入
社までに取得
のこと

3年以内

２営業 20

日産部品中央販売株式
会社
(自動車卸売業)
1306-215902-1

訪問営業（ルートセー
ルス）
13060-126098

○部品卸商や自動車整備工場、ガソリンスタンドなどへのルートセールス。ＢｔｏＢの
舞台で誠実な対応と的確なビジネス提案を行っています。○定期的にお客様を訪
問し、営業活動や販売戦略の提案を行い、ご要望を捉え最適な商品・サービスを提
供します。○入社当初は現場を経験して頂いたうえ、職務ローテーションを行ってい
きます。

5 ・大学卒・短大
卒・専修学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 22

株式会社キャリアシス
テムズ
(ソフトウェア業)
1304-659001-8

営業職
13040-669398

既存顧客対応新規顧客訪問自社社員のフォロー採用活動全般 1 大学院・大学
（学部学科不
問）

不問 3年以内

２営業 28

株式会社ヨシダ
(産業機械器具卸売業)
1303-4504-0

営業（歯科医療機器・
材料などの提案販
売）
13030-161798

・歯科医療の総合商社での営業スタッフとして販売代理店、歯科医院を１日７軒程
度訪問し、当社取扱いの歯科用チェアや歯科用レントゲン、歯科用材料などの提
案、デモンストレーション、商談、メンテナンスなどをしていただきます。

20 大学・短大・高
専卒（学部不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

2年以内

２営業 29

三協工業株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

営業
13040-409398

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

2 大学・短大・高
専・専修（学部・
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２営業 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）一般職
13080-125498

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です開
発：土地の仕入れ、物件の開発・調査法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取
り住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理メディア戦略：物件パン
フレット作成、物件ホームページに関する業務※社内研修や外部研修が充実して
いるので知識がない方でも安心です

2 不問 不問 3年以内

２営業 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

不動産事業（開発・販
売）
13080-128598

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です開
発：土地の仕入れ、物件の開発・調査法人販売：国内、海外の仲介業者とのやり取
り住宅ローン：金融機関との融資条件交渉、営業進捗管理メディア戦略：物件パン
フレット作成、物件ホームページに関する業務※社内研修や外部研修が充実して
いるので知識がない方でも安心です

2 不問 不問 3年以内

２営業 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

コンサルティング営業
職
13080-129898

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です投資
用マンションを通じてお客様の資産運用やライフプランの提案をする仕事です※社
内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です

5 不問 不問 3年以内

２営業 41

東京エレク総業株式会
社
(電気機械器具卸売業)
1310-615819-5

営業職【得意先への
ルート営業及び配
送】
13100-12198

※電気工事材料（電線、照明器具等）・住宅設備機器・家庭用電気製品の販売※
営業エリア都心及び埼玉中心部１．５ｔトラック使用営業先は、お取引のある電気工
事店様です。営業は商品の配送も行うため、お客様にすぐに顔を覚えていただける
ので安心して営業活動を行えます。最初は先輩の同行やルート配送からスタートし
ます。ｅラーニングでの研修もあるので多くの商品知識を身につけていけます。もち
ろん、業務知識やビジネスマナーも慣れるまで丁寧に教えます。

3 大卒 普通自動車運
転免許（ＭＴ）所
時または、入社
後に取得可能
な方。運転に慣
れない方は丁
寧に指導いたし
ます。

3年以内

２営業 44

株式会社ミラクルソ
リューション
(情報処理・提供サービ
ス業)
1307-358257-7

営業
13070-108198

キャリアコンサルティング営業、または自社開発したクラウドサービス「ＣｌｏｕｄＳｔａｆ
ｆ」の営業を担当して頂きます。将来営業部の中心としてリーダーとなることが期待さ
れます。昔ながらの営業だけでなく、最新のＩＴ技術を使って営業活動を行います。
文系理系を問わず、未経験からの教育制度が整っています。様々な経験を積み、
移り変わりの激しいＩＴ業界の中で市場価値の高い営業を目指しましょう。

5 大学院・大学・
短大・高専専修
学校

不問 5年以内

２営業 45

株式会社ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

印刷営業
13010-243498

［商業印刷営業］・受注、印刷、製本、納品までの総合印刷営業・得意先との製造打
ち合わせから進行管理・その他ルートセールス及び新規開拓営業発注や在庫確認
などは営業事務が行っているため、お客様への提案に専念できる環境です。＜研
修制度＞３ヶ月の基本工場研修にて印刷の内容を学んで頂きます。その後先輩営
業のアシスタントから始まり６ヶ月～１２ヶ月後に一人立ちして頂きます。※カラ―印
刷物を取り扱うため色の識別が必要となります。

2 大学卒（学部学
科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3年以内

２営業 46

株式会社ＮＤＴ
(産業機械器具卸売業)
1301-666949-1

海外営業
13010-239898

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

3 大学（学部・学
科不問）

・普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定不可）・語学
力あれば尚可

3年以内
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２営業 47

トシン電機株式会社
(電気機械器具卸売業)
1308-615096-9

営業（ルートセール
ス）・商品管理
13080-490398

電気設備資材や住宅設備機器など住まいに関する商品の法人向け営業（主に既
存顧客への営業）・受注計画に基づき製品の提案、見積り、受注から納品までの
フォロー、代金回収といった一連の営業業務を担当していただきます。＊社用車
（ＭＴ）を使用して営業していただきます。

20 大学・短大学部
不問

普通自動車免
許：ＡＴ限定不
可（入社までに
取得して下さ
い）

3年以内

２営業 49

株式会社エム・シー・
サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

マンションフロント営
業職
13060-80998

分譲マンション管理組合運営サポート業務○管理組合の様々な相談・問題の解決
に向けた適切な助言・提案○管理組合の各種改善提案、管理費等の滞納管理

3 大学卒短大卒
専修学校卒

不問 3年以内

２営業 50

宮園輸入車販売株式会
社
(自動車小売業)
1308-617219-3

営業
13080-360198

プレミアムブランドＮＯ．１のメルセデス・ベンツの販売業務をお任せします。私たち
は地域に密着した店舗展開により数万件の顧客を有しており、顧客フォローを中心
とする販売をベースとしつつ、価値あるブランドを広める活動も積極的にしておりま
す。メルセデス・ベンツの営業職は、車を販売するだけでなく、保険の提案や車検・
点検等のアフターフォローを通して、お客さまひとり一人のカーライフをトータルして
サポートします。これによりお客さまとの長期に渡る信頼関係を構築します。それ
は、メルセデス・ベンツの営業職ならではの価値あるライフスタイルとなります。

5 大学・短大卒
（学部・学科は
問わず）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 52

株式会社東京めいらく
東京本部
(畜産食料品製造業)
1309-915339-1

営業職／東京都江東
区他
13090-25098

●スジャータを主とする乳製品及び食品の製造・販売を行っている会社で、営業職
としてルートセールス・販売・企画・開発等を行っていただきます。◇お得意先への
商品配達、販売促進・代金回収などの営業に従事し、商売のコツ・感覚を修得して
頂きます。◇業務用・家庭用・混合コースに分かれます。◇乗務していただく車輛
は、いずれも２ｔトラックです。

25 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ不
可）※卒業まで
に取得して下さ
い

2年以内

２営業 54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

レンタル営業スタッフ
（東京・江戸川区）
13130-73398

・建設現場事務所やイベント会場でご利用いただくレンタルＯＡ機器の営業です。・
代理店様への訪問を通じて自社ＯＡ機器のレンタルユーザー拡大を目指します。・
既存代理店様へのルート営業が中心です。・ＯＡ機器の年間レンタル出荷台数は
業界ＮＯ．１です。

2 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２営業 58

共信コミュニケーション
ズ株式会社
(電気機械器具卸売業)
1304-621254-1

営業
13040-683798

放送局、医療、学校、官公庁、各企業などから求められる映像・音響環境をしっかり
ヒアリングし、最適な映像・音響機器やシステムを提案していきます。コンサルティ
ングから企画・設計・施工・運用・サポート・保守メンテナンスに至るまでのワンストッ
プサービスを提供することができるのが、当社の強みであり、そのサービスを技術
職と一丸となって実現していただきます。

2 大学卒、大学
院卒

不問 1年以内

２営業 59

マエダ薬品商事株式会
社
(医薬品・化粧品小売
業)
1401-401886-2

営業
14010-263798

・医薬品の配置販売。・医薬部外品、健康食品等の販売。※当社の救急箱を置い
ていただいているお客様宅を訪問。ご使用になった薬代の精算や、健康に関する
アドバイスなどをしていただきます。

5 大学院、大学、
短大

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 60

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。（定期訪問を主としたルートセールス）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 72

技研株式会社
(工業用プラスチック製
品製造業)
1309-203839-3

営業（自動車用エア
ロパーツルートセー
ルス）
13090-302398

カーメーカーまたはカーメーカー傘下の用品会社より製品の受注・納品までのフォ
ロー

1 大学卒（学部、
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

3年以内

２営業 73

須田産業株式会社
(プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革
製造業)
2202-3976-7

営業（東京営業所）
22020-350698

当社の製品はプラスチックフィルム包装材となります。得意先は食品関連を中心に
雑貨・工業製品・ペット用品等、多岐にわたる製品を取り扱っています。当社の営業
は企画型営業（企業中心のルート営業）で得意先より頂いた内容物毎の要件（保存
性・利便性等）をフィルム特性を組み合わせ作成検証し、提案していく仕事です。

1 大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 76

町田印刷株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

営業職
13010-861398

・営業職実際に印刷物を作成するのは当社製造部門ですが、お得意様に意向をう
かがい、または提案を行いながら、印刷物の製造工程をコーディネートする役割で
す。※印刷物の色調確認を伴う仕事です。（カラー原稿、印刷物の色調確認作業）
※パソコン入力（ワード・エクセル必須）

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1年以内

２営業 77

株式会社パーパスエコ
テック
(その他の職別工事業)
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
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２営業 78

高俊興業株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

営業職
13080-491498

当社の仕事は、工事全体をまとめるゼネコン（建設会社）などとまず契約をむすぶこ
とから始まります。その最初の入り口のところ、つまり契約をとってくるのが営業の
お仕事です。しかし、ただ契約をとるだけでなく、いろいろな工事現場があり、その
時々で出るゴミが違うため、その現場に見合った提案をしていくことが大切になりま
す。現場監督さん等と信頼関係を築くことで「次の現場もお願いね」と新たな案件に
つながることがあるので、日々のコミュニケーションが大事です！そして、この仕事
は「マイナス」なものを「プラス」に変える仕事。【ごみ】ではなく【資源】であることをお
客様にもわかっていただき、それぞれの現場に見合った提案をします。

2 大学卒 不問 3年以内

２営業 80

日東工営株式会社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
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 91

越野建設株式会社
(一般土木建築工事業)
1310-3561-4

企画営業
13100-34998

お客様との打ち合わせ、プランニング、提案営業および経営企画コンサルティン
グ。不動産における賃貸、管理業務およびそれに付随する業務全般。

2 大学院・大学・
短大高専・専修
学校・能開校卒
（履修科目不
問）

不問 3年以内

２営業 97

新和環境株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-423642-6

営業職
13080-503398

ゼネコン建築業や製造業の法人企業に対し、産業廃棄物の適正処理を提案する
仕事です。ルート営業がメインの仕事です。

3 不問 普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

２営業 100

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 101

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

ルート営業
13040-111598

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

2 大学（学部学科
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 102

ＦＸＣ株式会社
(他に分類されない卸売
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

２営業 102

ＦＸＣ株式会社
(他に分類されない卸売
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 103

コーワソニア株式会社
(その他の金属製品製
造業)
1005-100024-3

郵便ポストの販売営
業
10050-162598

自社ブランド製品（宅配ボックスや郵便ポストｅｔｃ）を中心に大手商社や地方卸売商
社へ提案営業。特に顧客ブランド（製品カタログ）を拡充するため、新しい製品やデ
ザインを常に提案し共同開発もします。また、設計事務所や住宅メーカーやパワー
ビルダーなど川下への営業も行います。営業スタイルは、既存顧客８割：新規顧客
２割になります。

1 大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

２営業 104

東京薬品株式会社
(医薬品・化粧品等卸売
業)
1309-419760-7

営業
13090-347598

医療機関（病院、診療所、調剤薬局）に対してのジェネリック医薬品の拡販並びに
新規開拓の営業と納品業務※入社後１カ月半の社内研修活動を経て、先輩社員と
の同行、納品業務を通しながら、徐々に営業職の仕事に慣れて頂きます。また、研
修制度としてメーカーによる勉強会、年次別、役職別の研修もあります。※相手の
ニーズにきちんと応え、信頼関係を築くことを考えられる方、また、やる気に満ち溢
れる前向きな方が弊社では営業として男女とも活躍しております。

2 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）※入
社後研修期間
までの取得で
可

3年以内

２営業 106

ＡＩＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株
式会社
(電子デバイス製造業)
1304-639908-1

営業
13040-164098

◆セキュリティ商品の営業・セキュリティ業界向け電子機器の営業、販売・入社直後
は既存のセキュリティ事業のお客様相手のルート営業が中心となります。・防犯カメ
ラ、ネットワークシステム知識が分かる方は優遇します。

2 大学院卒大学
卒短大卒、高
専卒専修学校
卒（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

２営業 110

日立空調関東株式会社
(産業機械器具卸売業)
1309-304410-4

営業
13090-355598

ハウスメーカー、ゼネコン、サブコン、電材・管材卸商、設備工事店向け営業※配属
部署により担当顧客が異なります。（１）商社・工事店向けルート営業（２）ハウス
メーカー向けコンサルティング営業［取扱い製品］業務用空調機器、低温機器、環
境機器、住宅設備機器［業務内容］提案、手配、搬入立会、現地調査、見積書作成
など

3 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校（学部・
学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
ワード・エクセ
ル

1年以内
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２営業 113

新光電気工業株式会社
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

営業職（国内・海外）
27020-89098

営業職（国内・海外）・ロボット、工作機械メーカーへのルート営業及び新規営業活
動・受注案件の見積書作成・情報収集（顧客からの新しい案件があるか情報を収
集する）・受注案件について顧客からの要望に対する製品の仕様説明・納期管理
（顧客からの要望に対する納期調整）

3 大学・高専（文
理不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
日本語能力Ｎ１
レベル中国語
ネィティブレベ
ル

5年以内

２営業 115

株式会社アイズ
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-573751-0

営業企画
13010-862498

＊企画・提案営業、新規及び既存取引先営業＊取引先管理業務、労務管理業務。
（製造メーカー系、ＩＴ系企業系の営業どちらかです。）＊入社後、１対１でのＯＪＴで
の研修があります。＊企画書・見積書・契約書等作成＊パソコン入力（ワード・エク
セル必須）＊就業人数は本社人数を記載※就業場所は本人の希望を考慮致しま
す。

6 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校各卒（学
部、学科不問）

不問 3年以内

２営業 117

木村情報技術株式会社
(インターネット附随サー
ビス業)
4101-106704-0

営業・企画職（東京支
店）
41010-114598

○法人営業、イベント現場でのディレクター業務、オペレーター業務など＊賃金形
態：日給月給制（欠勤控除あり）＊住宅手当は２０，０００～４５，０００円【内訳】非世
帯主（実家）：２０，０００円本人契約の賃貸：４０，０００～４５，０００円※ＨＰエント
リーはこちら→ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｋ－ｉｄｅａ．ｊｐ／ｒｅｃｒｕｉｔ／ｊｏｂ／ｇｕｉｄｅｓ．Ｈｔｍｌ

1 不問 不問 3年以内

２営業 119

築地魚市場株式会社
(農畜産物・水産物卸売
業)
1313-628475-7

営業職
13130-155198

＊豊洲市場の中で、“セリ売り”などを行う卸売会社です。＊社名から、想像できる
ように築地市場から移転してきた会社です。しかし、当社も時代の趨勢とともに、市
場の心を残しつつ、その業務は一言では言い尽くせないほど、内容と範囲が多岐
にわたってきています。＊取り扱うアイテムは約１万以上、マグロはもちろん、鮮
魚、活魚、冷凍品、加工品を国内外から集荷。それを都内はじめ、全国、海外のお
客様のニーズに合わせ、安心な食材を供給する責任を負っています。＊主な業務
は“セリ売り”などで水産物を豊洲市場の中の仲卸業者など、特定の事業者に販売
する業務です。

8 大学院・大学・
短大卒（学部学
科不問）

不問 3年以内

３事務 8

三興塗料株式会社
(化学製品卸売業)
1309-208239-3

営業事務
13090-118398

・営業部のサポートと顧客からの電話受付応対・商品の受発注、管理、在庫や納期
管理、請求書や資料作成など多岐にわたるので、会社にとって縁の下の力持ち的
な存在です。・一人ひとりの成長スピードに合わせて仕事を任せていくので安心して
ください

2 大学卒（学部・
学科不問）

不問 3年以内

３事務 14

アクアコンピュータサー
ビス株式会社
(ソフトウェア業)
1308-446937-3

事務職
13080-68698

総務部に配属され、経理関係の事務処理及び庶務・総務関係のサポート業務を担
当していただきます。給与計算、社内文書の作成・管理・保管・電話、来客対応、郵
便物の発送、福利厚生関係事務です。

1 短大、高専、専
修学校（学部不
問）

資格・免許不問
ワード、エクセ
ル操作経験の
ある方

5年以内

３事務 20

日産部品中央販売株式
会社
(自動車卸売業)
1306-215902-1

営業事務（店頭営業）
13060-127798

○電話やＦＡＸなどによるお客様からの問い合わせへの対応や、注文を受け付けて
迅速かつ正確に商品が配送されるよう手配する事が、営業事務の主な仕事です。
○必要な情報をパソコンに入力し、適切な商品の手配を行います。○同時に訪問
営業員の業務をサポートし、店舗全体の業務がスムーズにはかどるようにします。
＊入社当初は現場を経験しながら研修を受け、業務知識を習得し、営業事務に就
いていただきます。

5 ・大学卒・短大
卒・専修学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

３事務 22

株式会社キャリアシス
テムズ
(ソフトウェア業)
1304-659001-8

事務職
13040-668998

契約書作成給与処理電話対応勤怠入力見積書作成 1 不問 不問 3年以内

３事務 24

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。現場で活躍する職員のサ
ポート役として、業務が円滑に進むようバックアップをお願いします。●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、社内イベントの企画・運営、規程管理、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※いずれの部署も最初は、補佐で入っていただき
ます。

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 25

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

一般事務
13030-191598

・店舗管理業務（商品の出荷、売上、在庫管理等）・電話応対・その他付帯業務 2 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

３事務 25

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

企画
13030-192898

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

2 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

３事務 25

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

輸入事務
13030-190298

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

2 大学院・大学・
短大・専修学校

ＴＯＥＩＣ７００点
～もしくは同等
の英語力

3年以内
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３事務 30

株式会社グッドコムア
セット
(建物売買業，土地売買
業)
1308-452993-2

管理部門一般職（総
務・人事／経営企画
／経理）
13080-124398

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証一部上場企業です総
務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務人事諸
制度等の人事業務経営企画：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する業
務、各種規定に関する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務経理：税金処理に
関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関する業務※社内研修や外部
研修が充実しているので知識がない方でも安心です

3 不問 不問 3年以内

３事務 32

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0401-617544-1

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 不問 不問 3年以内

３事務 36

株式会社アビット
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-230644-0

ＩＴ事務アシスタント
13010-721798

・パソコンを使用したＩＴ事務（書類作成、問合せ受付、データ入力等）・契約書類の
書類作成、更新手続き・手順書に沿ってコンピュータの定常オペレーション入社後
は座学研修でビジネスマナー等の社会人としての基本を習得後、先輩社員がＯＪＴ
にて教育し、業務を習得頂きます。

2 大学・短大・高
専・専修学校
各卒（学部学科
不問）※現社員
の文系理系比
率では　文系出
身の方が多い
です

不問 1年以内

３事務 36

株式会社アビット
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-230644-0

ＩＴ事務／アプリケー
ション運用サポート
13010-254598

◆開発したアプリケーションの運用・メンテナンス業務＊システムを維持するエンジ
ニアの後方支援＊Ｅｘｅｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを用いた資料作成当社の主な顧
客は製薬会社や老舗メーカーなどの法人が中心です。入社後は座学研修でビジネ
スマナー等の社会人としての基本を習得後、先輩社員がＯＪＴにて教育し、業務を
習得頂きます。適宜個人の適性や希望を確認し、将来はエンジニアとして活躍頂く
ことも可能です。

2 大学・短大・高
専・専修学校
各卒（学部学科
不問）※現社員
の文系理系比
率では　文系出
身の方が多い
です

不問 1年以内

３事務 45

株式会社ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

総務経理事務
13010-245298

〈総務・人事業務〉・勤怠管理、給与計算・入退社手続き、社会保険手続き、年末調
整業務・ＩＳＯ２７００１関連業務〈経理業務〉・売掛金、買掛金管理・交通費経費精
算、入出金管理・会計ソフトへの仕訳入力・月次・年次決算業務

1 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 45

株式会社ミニカラー
(印刷業)
1301-563104-8

営業事務
13010-244198

営業事務・見積書作成・受注伝票作成・入力・営業担当のアシスト業務全般 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 51

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

エンジニアアシスタン
ト
13080-113798

○ＩＴエンジニアの補佐・サポートの業務です。エクセルを中心にドキュメントの修
正・追記の業務です。○未経験でもＩＴ業界への興味があれば大丈夫です。ＯＪＴ教
育が充実しています。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

３事務 51

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

営業事務
13080-114698

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

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

３事務 54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

営業事務スタッフ（東
京・江戸川区）
13130-71698

・代理店様等のお客様からのご注文を受け、ＯＡ機納品設置の日程調整や自社レ
ンタル商材や配送便の手配を行っていただきます。見積書や請求等の売上管理も
担当します。・ＰＣ作業が中心ですが簡単なＥｘｃｅｌスキルでＯＫです。

3 大学・短大・高
専、専修学校
卒

不問 3年以内

３事務 56

株式会社ワイ・ケイ・
ジー
(建物サービス業)
1308-450685-4

事務スタッフ
13080-486598

◆見積り作成◆受注管理◆会議資料作成◆電話対応・来客対応◆社員の勤怠管
理◆出勤状況確認◆書類・荷物・備品管理◆現場日報・報告書管理◆安全書類作
成◆機器管理◆車両管理◆報告書作成補助・添削◆制御データ分析◆経理業務

1 大学卒 日商簿記３級
以上歓迎
エクセル操作で
きる人歓迎

不可

３事務 57

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、ＰＭＯ支
援、ＳＥサポート【研
修制度充実】
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 60

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 不問 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
＊入社までに
取得で可

3年以内
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３事務 76

町田印刷株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

一般事務職・工程管
理事務職
13010-857598

＊一般事務・・総務、経理＊工程管理事務営業職と製造工場の橋渡しとして、生産
工程をコントロールする役割です。（６ヵ月の試用期間ののち、一般事務職・工程管
理事務職の配属を決定します。）※工程管理事務職の場合は印刷物の色調確認を
伴う仕事です。（カラー原稿、印刷物の色調確認作業）※パソコン入力（ワード・エク
セル必須）

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1年以内

３事務 77

株式会社パーパスエコ
テック
(その他の職別工事業)
1301-637190-7

営業事務
13010-1121998

リーフレットを見たお客様からのご相談やお問合せに対応する仕事です。
製品や施工のご説明をする他、ご契約時の書類作成業務なども担当していただき
ます。
この他、メーカーへの発注、納品書や請求書の作成、お支払方法のご案内、支払
いの確認などがあります。

2 　　大学卒（学
部・学科不問）

パソコン入力が
できる方（エク
セル・ワード等）

3年以内

３事務 86

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。○研修制度
が整っており、入社１年目はＯＪＴ担当者の指導の下、知識や業務フローのスキル
を身につけていただきます。＜予定配属先＞入社後３ヵ月本社研修をした後、配属
先を決定します。○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 88

株式会社木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

経理・総務
13060-95098

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

1 　・大学院卒
・大学卒
・短大卒
・高専卒
・専修学校卒
・能開校卒

簿記２級程度
普通運転免許
（ＡＴ可）エクセ
ル・ワード

3年以内

３事務 88

株式会社木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

事務職
13060-94898

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

2 　・大学院卒
・大学卒
・短大卒
・高専卒
・専修学校卒
・能開校卒

普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

３事務 89

株式会社ヤグチ
(食料・飲料卸売業)
1304-4788-2

一般事務・営業サ
ポート
13040-130798

・電話、ＦＡＸでの受発注・見積書、資料等の作成・納品書、請求書等の発行及び
チェック・お客様からの問い合わせ対応

3 大学・短大（学
部・学科不問）

ＰＣ基本操作 3年以内

３事務 93

東日本三菱自動車販売
株式会社
(自動車小売業)
1307-350796-2

店舗事務職（ショップ
スタッフ）
13070-383298

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

3 大学院、大学、
短大、専修学
校を２０２０年３
月卒業見込の
方。学部学科
不問。

普通自動車免
許（ＡＴ限定
可）。入社まで
に取得も可。

3年以内

３事務 97

新和環境株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-423642-6

事務職
13080-506298

人事、決算業務、許認可業務等の事務をお願いします。例えば、給与支払額の元
となる日報の確認、請求・入金確認、各種データ作成です。

3 不問 不問 3年以内

３事務 99

田辺薬局株式会社
(医薬品・化粧品小売
業)
1301-579516-7

薬局事務
13010-905898

調剤薬局での接客が主なお仕事です。・受付、会計・電話応対・患者様対応・レセ
プト業務・在宅業務補佐（車や公共機関を利用し薬の配達）・ＰＣデータ入力（ＰＣ操
作必須／Ｅ、Ｗ程度）

5 大学・短大・専
修学校卒（学部
学科不問）

不問 3年以内

３事務 100

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 102

ＦＸＣ株式会社
(他に分類されない卸売
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 104

東京薬品株式会社
(医薬品・化粧品等卸売
業)
1309-419760-7

事務
13090-346298

・医療機関（病院、診療所、調剤薬局）に対してのジェネリック医薬品の販売に伴う
商品（医薬品）の管理から、売上、請求、顧客情報の管理・社内システムの構築サ
ポート業務・倉庫運営業務・得意先電話対応※主にお客様からの注文を専用シス
テムにて受注し、伝票の作成を行います。その他、仕入、請求、営業補助等チーム
ごとに割り当てられた業務を担当します。※営業活動や会社の運営の土台となる
業務です。責任感を持ち、さらなる業務改善のための向上心のある方が、弊社では
事務職として活躍しております。

1 大学院・大学
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）※入
社後研修期間
までの取得で
可ＰＣスキル
（ＷＯＲＤ、ＥＸＣ
ＥＬ、ＡＣＣＥＳＳ
経験あれば尚
良）

3年以内
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３事務 112

八幡電気産業株式会社
(通信機械器具・同関連
機械器具製造業)
1304-621463-0

事務職／本社・大森
工場
13040-695498

【本社】求人数１人＊経理総務事務＊ＰＣを使用してのデータ入力・作成＊伝票整
理＊その他庶務【大森工場】求人数１人＊工場事務＊ＰＣを使用してのデータ入
力・作成＊伝票整理＊その他庶務※本人の適性・能力、希望を考慮した上で配属
を決定致します。

2 大学（学部学科
不問）

不問 不可

３事務 113

新光電気工業株式会社
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

営業事務職
27020-90998

・当社は、電線・ケーブルの製造販売の会社で、国内・海外の自社工場で製造した
製品をお得意先企業に販売します。・業務内容お客様からの注文処理や、受注か
ら工場への発注とお客様への納入までの納期管理、在庫管理、電話対応、売上げ
データ入力とエクセルでの表作成や来客応対等のお仕事です。

1 大学・短大 パソコン操作で
きる方（エクセ
ル・ワード・メー
ル等）

3年以内

３事務 119

築地魚市場株式会社
(農畜産物・水産物卸売
業)
1313-628475-7

事務職
13130-154498

＊社名から、想像できるように、築地市場から移転してきた会社です。しかし、当社
も時代の趨勢とともに、市場の心を残しつつ、その業務は一言では言い尽くせない
ほど、内容と範囲が多岐にわたってきています。＊取り扱うアイテムは約１万以上、
マグロはもちろん、鮮魚、活魚、冷凍品、加工品を国内外から集荷。それを都内は
じめ、全国、海外のお客様のニーズに合わせ、安心な食材を供給する責任を負っ
ています。＊事務職として、その安心・安全な水産物の流通を行う当社の営業社員
のサポート業務を行っていただきます。（具体的業務：伝票入力、来客応対、電話
応対、付随する事務処理全般）

2 大学院・大学・
短大卒（学部学
科不問）

不問 3年以内

４接客・販
売

1

株式会社オカダヤ
(その他の織物・衣服・
身の回り品小売業)
1308-102955-1

販売
13080-120098

＊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

25

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

販売職／新宿区・豊
島区・中央区
13030-189998

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

5 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

４接客・販
売

34

日本インシュレーション
株式会社
(その他の職別工事業)
2703-7937-8

販売職
27030-257598

＊工事会社、建材メーカー等へ当社製品の販売、デリバリー業務＊見積書等の各
種書類作成＊顧客からの注文対応、工場への商品出荷手配、在庫や出荷等の調
整対応

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修卒

不問 3年以内

４接客・販
売

43

株式会社ハリカ
(各種商品卸売業)
1309-202474-7

接客・販売（弊社契約
ホテル内ギフトサロ
ン）
13090-295798

ギフトの総合商社「株式会社ハリカ」のブライダル部門でのお仕事です。勤務地とな
るホテルで挙式予定のお客様にブライダルギフトをご提案していただきます。■主
な仕事内容・ブライダルギフトの提案・販売・受発注・ブライダル商品の検品・営業
事務（電話応対やメール応対など）接客の他にも、ブライダルフェアの企画・運営、
商品開発などに携わることができます。

2 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

４接客・販
売

59

マエダ薬品商事株式会
社
(医薬品・化粧品小売
業)
1401-401886-2

販売
14010-261898

百貨店における、医薬部外品、健康食品、自然食品などの販売。※当社店舗や、
催事で、エンドユーザーであるお客様と直接お話し、販売していただきます。

5 大学院、大学、
短大

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

５ＩＣＴ系 4

株式会社シスコン
(ソフトウェア業)
1303-12383-6

プログラマー
システムエンジニア
13030-52498

オープン系、Ｗｅｂ系、汎用系ソフトウエアの設計・開発システム開発における設計
や開発、テスト等を行う仕事です。その為、将来プログラミングを行うことが主な仕
事になりますが入社後、２ケ月の技術研修を受講していただきますので未経験の
方も安心して応募ください。

10 大学・短大・高
専

ＩＴ資格があれ
ば尚可

3年以内

５ＩＣＴ系 6

株式会社デュエル
(その他の専門サービス
業)
1304-263891-7

３ＤＣＡＤエンジニア
13040-329398

３ＤＣＡＤを使用した、ＯＡ機器、家電等の製品開発関連業務［具体的に］・モデリン
グ・設計によるデータ作成・クライアント（設計者、デザイナー）に対して３ＤＣＡＤの
使用方法を教える講師・技術サポート、３ＤＣＡＤ運用支援、業務改善といったコン
サルティング

2 不問 不問 3年以内

５ＩＣＴ系 14

アクアコンピュータサー
ビス株式会社
(ソフトウェア業)
1308-446937-3

システムエンジニア・
プログラマ
13080-66098

銀行、信託銀行、証券、損保のシステム開発を設計～プログラム開発までを行いま
す。研修を受け、先輩、チームの元でまずは徐々にプログラマーになって行きます。
その先は設計を覚えていくといった手順です。業種の配属は理系、文系を問わず適
性と本人希望を重視しています。当社は人間性第一の理念の元に技術を磨き、必
要とされるシステムを構築し、社会貢献を目指す会社です。【開発実績】・銀行：外
為、振替、融資等システム・信託銀行：年金数理、年金、株式管理、資産管理、ファ
ンド等システム、年金統合システム等・証券：オンラインシステム・生保：契約管理、
保全システム・損保：契約管理、計上、満期、契約者貸し付け、情報系システム

4 大学院、大学、
短大、高専専
修学校（学部不
問）

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 22

株式会社キャリアシス
テムズ
(ソフトウェア業)
1304-659001-8

情報系技術職
13040-667698

弊社では、ＩＴ関係全般をやっていただきます。自社開発ゲームの作成ＩＴ系の開発
業務全般ＩＴ系のインフラ業務全般ＩＴ系の評価業務全般

10 不問 不問 3年以内
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５ＩＣＴ系 25

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

自社ＷＥＢサイトの運
営及びＰＲ
13030-193098

・自社ＷＥＢサイトの受注管理・撮影、画像加工・商品データの登録、管理・問い合
わせ対応・ＳＮＳを活用したＰＲ・その他、付帯業務

2 大学・短大・専
修学校

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 26

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３年後にはチームリーダーができるくらいに成長するメンバー多数。

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

５ＩＣＴ系 33

システム開発株式会社
首都圏事業所
(情報処理・提供サービ
ス業)
1303-623988-9

システムエンジニア・
プログラマー（正社
員）
13030-50998

大手、中小企業様の事務系（経理、人事給与、生産管理、在庫管理等）のソフトウ
エアの開発を主に行っております。又システムのご提案・設計・開発を一貫して行っ
ていただきます。サーバ、パソコン、スマートデバイスを利用して、「堅実なＩＴを構築
する縁の下の力持ち」となりお客様のお役にたっております。「超高速開発」ツール
を利用したＷＥＢアプリ開発も利用して幅広く携われます。

4 不問 不問 3年以内

５ＩＣＴ系 36

株式会社アビット
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-230644-0

システムエンジニア・
プログラマー
13010-722698

◆システムエンジニア、プログラマー＊業務系アプリケーション開発・運用・保守＊
サーバー、ＤＢ構築・運用＊ネットワーク構築・運用当社の主な顧客は製薬会社や
老舗メーカーなどの法人が中心です。人事・経理・販売等お客様の業務全般のアプ
リケーションの開発を行います。入社後は座学研修でビジネスマナー等の社会人と
しての基本を習得後、２ヶ月間程度のプログラミング研修、その後先輩社員がＯＪＴ
にて教育し、エンジニアの基礎を身に付けて頂きます。将来は適宜個人の適性や
希望を確認し、更に専門的に活躍頂きます。

2 大学・短大・高
専・専修学校
各卒（学部学科
不問）※現社員
の文系理系比
率では　文系出
身の方が多い
です

不問 1年以内

５ＩＣＴ系 38

株式会社ビー・エス・
アール
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-663985-7

プログラマー
システムエンジニア
13010-300598

主に東京都２３区内（山手線沿線）のお客様（日本トップクラスの大手メーカー、大
手システムインテグレーター）で、プログラミング言語を用いて、プログラミングやテ
スト等を行っていただきます。例：コンビニエンスストアの店舗売上データ管理シス
テム＊自分がプログラミングしたソフトウェアが、無事動作した時の達成感は格別
です。

5 大学・短大・高
専・専修
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 38

株式会社ビー・エス・
アール
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-663985-7

システム運用技術者
13010-301898

ＰＣを使った軽作業（お客様の問合せ対応、監視業務等）です。（手順書に従って作
業します）システムの運用監視、システムの運用代行作業をしていただきます。Ｗｉ
ｎｄｏｗｓサーバの知識、スキルがある方歓迎です。（学校で習う程度で可）＊実務経
験が浅い方でも、社員がサポートいたします。＊いつでも質問していただける環境
が整っています。＊コツコツとした作業が得意な方に向いています。

3 大学・短大・高
専・専修
（学部学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 39

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・短大・専修
卒※文系・理系
は問いません

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 40

アールアイ・ソフトウェア
株式会社
(ソフトウェア業)
1308-446112-3

プログラマー・ＳＥ
13080-132398

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

30 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 42

株式会社ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

テストエンジニア
13010-362998

■検証業務・業務アプリケーション及び製品における、品質調査（第三者検証）、テ
スト業務■福利厚生最低限企業が負担する保険（厚生年金、雇用保険料、健康保
険、労災保険）に加え、弊社では、＋α、年金基金、特別退職金共済、中小企業退
職金共済、確定拠出年金、養老保険５種（入社時１種、勤務年数に応じて４種）、レ
クリエーション保険に加入また、神奈川県情報サービス産業保険組合に加入してお
り、伊豆の保養所の利用や、レジャー施設（ＵＳＪ，ＴＤＬ、大江戸温泉等）の利用補
助が受けられます。２年に一度の社員旅行開催（２０１８ダナン、２０１６ドバイ、２０１
４タイ、２０１２バリ）

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校（学部学科不
問）

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 42

株式会社ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

インフラエンジニア
13010-363398

■インフラ構築・サーバのリプレイス及び増設に伴う、設計、構築、導入、保守・ネッ
トワーク設計、設定、ミドルウェア構築、保守■福利厚生最低限企業が負担する保
険（厚生年金、雇用保険料、健康保険、労災保険）に加え、弊社では、＋α、年金
基金、特別退職金共済、中小企業退職金共済、確定拠出年金、養老保険５種（入
社時１種、勤続年数に応じて４種）、レクリエーション保険に加入また、神奈川県情
報サービス産業保険組合に加入しており、伊豆の保養所の利用や、レジャー施設
（ＵＳＪ，ＴＤＬ、大江戸温泉等）の利用補助が受けられます。２年に一度の社員旅行
開催（２０１８ダナン、２０１６ドバイ、２０１４タイ、２０１２バリ）

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校（学部学科不
問）

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 42

株式会社ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

システムエンジニア
／プログラマ
13010-364498

■アプリケーション開発・ｗｅｂ開発（ｊａｖａ、Ｃ＋＋、．ｎｅｔ）をメインに、業務系のシス
テムを構築、要件定義、設計、製造、テスト、導入、保守・Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉＯＳ環境下で
の、アプリ開発、ミドル開発、ｆｗ開発・ＩｏＴ組込ソフト開発■福利厚生最低限企業が
負担する保険に加え、弊社では、＋α、年金基金、特別退職金共済、中小企業退
職金共済、確定拠出年金、養老保険５種（入社時１種、勤続年数に応じて４種）、レ
クリエーション保険に加入また、神奈川県情報サービス産業保険組合に加入してお
り、伊豆の保養所の利用や、レジャー施設（ＵＳＪ，ＴＤＬ、大江戸温泉等）の利用補
助が受けられます。■職務上、契約先企業にて作業する事があります。

20 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校（学部学科不
問）

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 42

株式会社ウイズ・ワン
(ソフトウェア業)
1301-555837-9

サービスエンジニア
／インストラクター
13010-368898

■インフラ構築・サービスエンジニア・ドローン技術者■福利厚生最低限企業が負
担する保険（厚生年金、雇用保険料、健康保険、労災保険）に加え、弊社では、＋
α、年金基金、特別退職金共済、中小企業退職金共済、確定拠出年金、養老保険
５種（入社時１種、勤続年数に応じて４種）、レクリエーション保険に加入また、神奈
川県情報サービス産業保険組合に加入しており、伊豆の保養所の利用や、レ
ジャー施設（ＵＳＪ，ＴＤＬ、大江戸温泉等）の利用補助が受けられます。２年に一度
の社員旅行開催（２０１８ダナン、２０１６ドバイ、２０１４タイ、２０１２バリ）

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校（学部学科不
問）

不問 5年以内
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５ＩＣＴ系 44

株式会社ミラクルソ
リューション
(情報処理・提供サービ
ス業)
1307-358257-7

開発エンジニア
13070-106398

開発エンジニアとして、大規模な最先端プロジェクトに参画することができます。私
たちは企業や大学などのサーバ・ネットワークのシステムを設計・構築し、ＩＴ活用の
基盤作りに携わっております。その中でも特に最新の技術を駆使し、大規模案件を
中心に、サーバ・ネットワーク設計・構築・保守・運用業務をしています。文系・理系
を問わず、未経験からの教育制度が整っているので、市場価値の高いエンジニアと
して活躍して頂けます。

5 大学院・大学・
短大・高専専修
学校

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 44

株式会社ミラクルソ
リューション
(情報処理・提供サービ
ス業)
1307-358257-7

サーバ・ネットワーク
／エンジニア
13070-107498

サーバ・ネットワークエンジニア／システムエンジニアとして大規模な最先端プロ
ジェクトに参画することができます。私たちは企業や大学などのサーバ・ネットワー
クのシステムを設計・構築し、ＩＴ活用の基盤作りに携わっております。その中でも特
に最新の技術を駆使し、大規模案件を中心に、サーバ・ネットワーク設計・構築・保
守・運用業務をしています。文系・理系を問わず、未経験からの教育制度が整って
いるので、市場価値の高いエンジニアとして活躍して頂けます。

5 大学院・大学・
短大・高専専修
学校

不問 5年以内

５ＩＣＴ系 48

アンドール株式会社
(ソフトウェア業)
1307-653898-3

システムエンジニアプ
ログラマ
13070-322498

■ソフトウェアの設計・開発（プログラミングなど）業務案件ごとにプロジェクトチーム
を構成し、お客様やメンバーと協力して開発を進めていきます。要件定義から、設
計・開発・テスト・導入・保守にいたる一連のフェーズを段階的に経験してもらい、将
来的にはプロジェクトチームを管理・運営できるマネジメント的な立場に成長する事
を期待します。［開発事例］・通信制御などの組込システム開発・流通、運輸、金融、
公共系などのアプリケーション開発

5 専修学校高専
短大大学大学
院（学部学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 48

アンドール株式会社
(ソフトウェア業)
1307-653898-3

機械設計エンジニア
13070-323198

■３ＤＣＡＤを使用した機械設計（機構・部品・金型・筺体）業務を行います［業務例］
・自動車分野（エンジン、ボディ、シャーシ、内外装部品等）・建設機械分野（油圧シ
リンダー、パイピング、ハーネス、外装部品等）・家電分野（ＡＶ機器、車載機器、ス
マート家電等）

5 専修学校高専
短大大学大学
院（学部学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 48

アンドール株式会社
(ソフトウェア業)
1307-653898-3

回路設計エンジニア
13070-325598

■アナログ／デジタル回路設計（ＬＳＩ及び基板設計、検証）業務を行います［業務
例］・カーエレクトロニクス、電源モジュール、画像処理ＬＳＩ、家電系、産業系スマー
トデバイス系、マイコン回路等の回路設計、検証、メモリ、ＳＳＤ、ＣＭＯＳイメージセ
ンサーなどの業務

5 専修学校高専
短大大学大学
院（学部学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 51

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

プログラマー
13080-117498

○Ｊａｖａ，Ｃ，．ｎｅｔ，ＶＢなどの言語を使用するプログラマー希望の新卒採用を受付
けています。○教育・研修・ＯＪＴが充実していますので、開発業務の検証・テスト業
務からスタートもできます。○ぜひ、ご面談だけでも弊社にお越しください。面接日
時は随時行なっております。書類選考だけで落とすことはありません。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 51

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

システム運用エンジ
ニア
13080-115998

○システム運用エンジニアとして、サーバ・ネットワーク・アプリケーションの監視業
務、運用業務を担っていただきます。○将来は構築設計、構築などＳＥ業務にスキ
ルアップが可能です。○ぜひ、ご面談だけでも弊社にお越しください。面接日時は
随時行っております。書類選考だけで落とすことはありません。

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 53

プログレス・テクノロ
ジーズ株式会社
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-622897-5

情報処理技術者
13130-190598

・各種アプリケーション（ＰＣ・Ｗｅｂ・情報通信端末向け）開発業務・データベース・
ネットワーク・サーバの構築、運用、管理等の業務３ヵ月間の社内研修後、派遣や
請負として、顧客先へ常駐していただく場合もございます。本人の希望や適性を考
慮して、プロジェクト先を決定いたします。※文理不問文系の方も歓迎します。

2 大学院卒・大学
卒・高専卒（履
修科目不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

ネットワークエンジニ
ア（東京・江戸川区）
13130-64998

・お客様の新たなＬＡＮ構築やセキュリティネットワークの構築等、オフィス環境をよ
り便利により快適にする為のサービスを行っていただきます。・１日平均３～５件を
社用車で訪問します。ノルマはありません。

2 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

５ＩＣＴ系 57

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・学科不
問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 63

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）・Ｐ
Ｇ（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年以内

５ＩＣＴ系 64

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、Ｕ
ＮＩＸ、Ｌｉｎｕｘサーバーの構築等当社では、社外プロジェクトは先進技術に触れられ
る大手企業案件に拘っています。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。◆長期的なビジネスを実現するために、働きやすく、長く働ける
環境づくりに取組んでいます。「若年者雇用促進法ユースエール認定企業」

5 不問 不問 5年以内
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・資格
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５ＩＣＴ系 65

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。【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】

4 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校卒（学部
学科不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 65

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】【企業ＰＲシートあり】

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

５ＩＣＴ系 65

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】【企業ＰＲシートあり】

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

５ＩＣＴ系 67

株式会社ＧＩテクノス
(ソフトウェア業)
1309-409296-4

ＳＥ・ＰＧ・ネットワーク
エンジニア・スマート
フォン技術者
13090-317798

＊インフラ（サーバ・ネットワーク）設計・構築、運用・保守＊業務アプリケーション開
発支援＊Ｗｅｂソリューション／スマートフォンアプリケーション開発企画・提案

15 大学院・大学・
短大・専修学校
卒業（学部・学
科不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 68

株式会社システム創造
開発
(ソフトウェア業)
1301-666074-0

プログラマー・ＳＥ（社
内業務中心）
13010-555998

・未経験でも、入社後にプログラムの基礎から各種業務知識をＯＪＴ（厚生労働省認
可：「実践型人材養成システム」）を通じてサポート致しますので、ご安心ください。・
開発業務は、大手メーカーからの請負業務を中心に、研究開発から受託開発、車
載機器のカスタマイズまで幅広く行っております。・２～３ヶ月のＯＦＦ－ＪＴ、研修後
のＯＪＴを経由して、本人の希望と会社の計画を踏まえて、Ｗｅｂシステム、組み込
みソフトウェア、自社ソリューション（ＩｏＴ）などの、プログラマーとして、開発に携わっ
ていただきます。・将来的には、ＳＥとなり、プログラマーの育成にも参加していただ
きます。・ＩＴサポート業務案件の参加もあります。

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

５ＩＣＴ系 69

総合システム情報株式
会社
(ソフトウェア業)
1308-639090-9

ＳＥ、ＰＧ
13080-323698

入社後、４月～６月末までの約３カ月間の新人研修で、ＩＴ未経験の方でも基礎から
学習して頂きますので、経験の有り・無し、学部は問いません。７月には配属される
プロジェクトにて先輩社員のもとでＯＪＴ研修としてプログラマーとして活動しながら
様々な知識を吸収して頂きます。プログラマーとして実務経験を経てシステムエン
ジニアとしてキャリアアップして頂き、将来的には設計から企画・提案までをお任せ
します。

10 不問 不問 1年以内

５ＩＣＴ系 71

株式会社シイエスシイ
(ソフトウェア業)
1301-545043-3

ＳＥ・プログラマー
13010-423098

ＩＢＭ中小型機を中心とした、システム設計やプログラミングを行います。プログラム
言語は、ＩＢＭ簡易言語のＲＰＧが中心です。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校２年卒
以上（学部学科
不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 74

ＰＣＩソリューションズ株
式会社
(ソフトウェア業)
1304-660334-5

ソフトウエア開発
13040-438598

当社事業所及び関係顧客先でのソフトウエア開発将来的にはセールスエンジニ
ア、コーポレートスタッフ職もあります。○学部・学科不問。充実した研修で、未経験
者からプロのＳＥに育てます。○受託開発を中心に金融等からカーナビ、自動車関
連、モバイル等、幅広い分野でのシステム開発を行なっており、社会貢献度の高い
仕事です。○若い会社故、風通しの良い活発な雰囲気の会社です。○将来、担当
するプロジェクトによってはお客様先での常駐勤務の可能性があります。

50 大学院・大学・
短大・高専・専
修・能力開発校
卒

外国籍の方は
Ｎ１（日本語能
力検定）以上の
方

3年以内

５ＩＣＴ系 75

株式会社ディーシステ
ム
(情報処理・提供サービ
ス業)
1304-261954-8

ＩＴ運用サービス技術
者
13040-283498

近年、パソコン、タブレット、スマートフォンなどは企業活動において欠かせない業
務ツールとして利用されています。当社の業務は、大手企業に勤める社員の方々
が日々の業務で利用するパソコンやネットワークがトラブルなく快適にご利用いた
だけるよう、トラブルを未然に防止する対策を講じたり、効率的に業務を推進できる
よう、ＩＴ技術を駆使してサポートを行うことです。「ＩＴ」と一言で言っても、その業務は
「運用」「構築」「開発」「提案」など多岐に渡り、求められる技術も様々です。『ＩＴ技術
で社会に貢献する』よきビジネスパートナーとして企業活動をサポートし、社会に貢
献する。当社の社員は皆、高い志をもって活躍しています。

6 大学卒、専修
学校卒

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 81

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年以内

５ＩＣＴ系 84

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 不問 不問 3年以内

５ＩＣＴ系 84

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 不問 不問 3年以内
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５ＩＣＴ系 89

株式会社ヤグチ
(食料・飲料卸売業)
1304-4788-2

システムエンジニア
13040-132998

食品専門商社　情報システム部門において自社システムの開発・管理・運営・業務
（社内ＳＥ）・ＩＴ戦略・システム企画・基幹システム構築・運用・保守・インフラ構築・運
用・保守・サポート・ヘルプデスク
開発言語：ＶＢ.Ｎｅｔ.Ａｃｃｅｓｓ（ＶＢＡ）.Ｏｒａｃｌｅ（ＰＬ/ＳＱＬ）.ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ　社内からの
開発・改善要求がメインの為、作業工程における内容確認・システム構築時におけ
る反応等、レスポンス対応が早いのは大きな魅力です。

2 大学・短大・専
修学校（学部・
学科不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 92

株式会社Ａ１テック
(ソフトウェア業)
1307-357394-7

システムエンジニア
13070-19498

「ソフトウェアの開発・設計・製造・保守・運用」大手ＳＩ企業との直接取引による業務
系ソフトウェアの開発、インフラ構築を中心に、金融や流通および通信キャリア等の
様々なプロジェクトにチーム体制を組んで上流工程から開発、システム運用まで一
貫して実施しています。将来は、リーダーとしてチームをまとめると共に、システム
エンジニアとして要件定義やシステム設計などの上流工程を担っていただきます。
お客様のさまざまなご要望に応えるため、受け身ではなく能動的に行動し、課題に
は組織として対応することを心掛けてきました。その証の一つとして、富士通グルー
プの「コアパートナー」に認定されています。

8 不問 不問 3年以内

５ＩＣＴ系 94

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、ＰＲシートあり

5 不問 不問 3年以内

５ＩＣＴ系 96

ヴィップシステム株式会
社
(ソフトウェア業)
1304-235619-9

開発エンジニア
13040-300798

業務アプリケーションやＷｅｂアプリケーションのシステム設計開発、運用保守をご
担当いただきます。＜開発言語例＞Ｊａｖａ、ＰＨＰ，．ＮＥＴ、Ｐｙｔｈｏｎ，Ｒｕｂｙ等＜具
体的な作業内容＞仕様書、設計書をもとにプログラミング、テスト作業を実施＜
チーム／組織構成＞プロジェクトごとに編成人数は異なりますが、リーダー社員の
もと、チームを組み、作業にあたっています。各人の役割を明確にし、他メンバーと
も連携できる体制をしっかり整えています。※入社後は約１年間の研修制度あり（ｏ
ｆｆ－ＪＴ３ケ月、ＯＪＴ９ケ月）

5 不問 不問 5年以内

５ＩＣＴ系 96

ヴィップシステム株式会
社
(ソフトウェア業)
1304-235619-9

インフラエンジニア
13040-311398

データセンターや大手企業におけるインフラ（ネットワーク、サーバー）の要件定義
から設計、構築、運用保守に至るまでをご担当いただきます。その他、ヘルプデス
ク・各種サポート業務もございます。＜チーム／組織構成＞プロジェクトごとに編成
人数は異なりますが、リーダー社員のもと、チームを組み、作業にあたっています。
各人の役割を明確にし、他メンバーとも連携できる体制をしっかり整えています。※
入社後は約１年間の研修制度あり（ｏｆｆ－ＪＴ２ケ月、ＯＪＴ１０ケ月）

5 不問 不問 5年以内

５ＩＣＴ系 100

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

５ＩＣＴ系 102

ＦＸＣ株式会社
(他に分類されない卸売
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。○職種ごとの業務内容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
提案活動及び提案資料作成など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／メディアコンバータ等の
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／メディ
アコンバータ等の設計・評価

1 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 107

株式会社システムトラ
スト研究所
(ソフトウェア業)
1304-620596-1

プログラマー（システ
ムエンジニア候補）
13040-670198

●導入教育期間（４ヵ月）生涯通用するエンジニアを目指した最初の教育です。こ
の期間にしっかり基礎を身に付けることが皆さんの最初のお仕事となります。（１）ビ
ジネススキル＆ビジネスマナー（２）アルゴリズム（プログラマーとしての考え方）を
学ぶ（３）プログラム言語の学習・習得（４）学んだプログラムを用いた実習的研修●
配属後のＯＪＴ教育期間（８ヵ月、入社後翌年３月まで）実際の開発チームに配属さ
れます。教育担当の先輩社員（マンツーマン対応）のもとで、プログラマーの基礎を
学び、先輩の補助的業務を担当しながら、成長に応じた業務にチャレンジし、ＯＪＴ
教育期間を過ごします。

4 大学（学部・学
科不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 114

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

プログラマー
13010-1024698

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

10 大学・専修学校
各卒（学部学科
不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 114

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

ネットワークエンジニ
ア
13010-1026398

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

10 大学・専修学校
各卒（学部学科
不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 115

株式会社アイズ
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-573751-0

システムエンジニア
13010-863198

＊ソフトウェア開発・設計・運用・組込等。＊就業場所人数は本社人数を記載。・入
社後３ヶ月間のＩＴ研修あり※就業場所は本人の希望を考慮致します。

6 大学院・大学・
短大　高専・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内

５ＩＣＴ系 115

株式会社アイズ
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-573751-0

ネットワークエンジニ
ア
カスタマーエンジニア
13010-865598

＊コンピュータネットワークのシステム構築（設計・初期設定・テスト）＊運用・保守・
ネットワークプログラミング等＊入社後、３ヶ月間のＩＴ研修あり＊入社後、１対１でＯ
ＪＴでの研修があります。＊就業場所人数は本社人数を記載。※就業場所は本人
の希望を考慮致します。

6 大学院・大学・
短大　高専・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内
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５ＩＣＴ系 117

木村情報技術株式会社
(インターネット附随サー
ビス業)
4101-106704-0

システム関連業務全
般（東京支店）
41010-112198

○自社製品のシステム全般の設計、開発、検証、運用・保守、イベント運営に関す
る業務など＊賃金形態：日給月給制（欠勤控除あり）＊住宅手当は２０，０００～４
５，０００円【内訳】非世帯主（実家）：２０，０００円本人契約の賃貸：４０，０００～４
５，０００円※ＨＰエントリーはこちら→ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｋ－ｉｄｅａ．ｊｐ／ｒｅｃｒｕｉｔ／ｊｏ
ｂ／ｇｕｉｄｅｓ．ｈｔｍｌ

1 不問 不問 3年以内

６介護・福
祉

5

社会福祉法人池上長寿
園（経営本部）
(老人福祉・介護事業)
1306-6945-4

一般職／福祉職
13060-67198

●特別養護老人ホームや高齢者在宅サービスセンターにおいて、高齢者の食事・
入浴・排泄などの生活援助や、華道・書道などのクラブ活動・諸行事をとおしての社
会的援助サービスを提供する。※入職後、一定の期間を経験後、本人希望と勤務
成績により総合職への登用制度があります。

5 ・大学卒・短大
卒・専修学校卒

不問 3年以内

６介護・福
祉

24

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

訪問看護師
13010-678498

ご自宅で療養されている方を訪問し診療補助や療養上のお世話を行います。＊日
常生活の介助・看護：食事、入浴、排泄介助、栄養相談、ターミナルケア＊身体的
看護：健康状態・病気のチェック、病気の看護、床ずれの処置、各種カテーテル管
理、服薬指導、管理＊精神的・心理的看護：精神・心理的状態のケア、生活リズム
の調整、会社生活への復帰援助＊サービス相談：福祉制度の紹介や介護保険制
度の説明。地域・民間・ボランティアのサービス紹介

3 大学・専修学校
卒

正看護師 3年以内

６介護・福
祉

24

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。グッ
ドライフケアには、介護職以外に看護師、リハビリ職、ケアマネジャー、福祉用具、
マッサージ等、様々な職種が働いています。そのような方達と連携しながら、介護
サービスを提供していきます。

5 大学・短大・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）

不問 3年以内

７専門職・
その他

9

株式会社コンテック
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（９２その
他の事業サービス業)
1304-650651-8

建設技術者（施工管
理・設計・積算等）
13040-202898

１）施工管理補助業務（現場監督補助）２）ＣＡＤオペレーション及び設計補助３）積
算業務４）事務業務＊研修期間中に適性を判断し互いの合意を得た上で配属先１）
～４）を決定します。＊なお常に技術の向上を目的に定期的にジョブローテーション
を実施しております。

5 大学院・大学・
短大・高専専修
学校・能開校
各卒　（学部学
科不問）　※文
系・理系は問い
ません

不問 5年以内

７専門職・
その他

12

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

12

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

特にありませ
ん。入社後に関
連資格を取得し
て、スキルアッ
プして頂きま
す。

3年以内

７専門職・
その他

12

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

12

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

特にありませ
ん。入社後に関
連資格を取得し
て、スキルアッ
プして頂きま
す。

3年以内

７専門職・
その他

27

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

ガス機器の点検・取
付・修理・提案など
13030-42998

台東区、荒川区、墨田区を拠点にガスに関する業務を中心に様々なサービスを提
供します。・ガスのご利用開始のご案内・ガスを安心安全にお使い頂くための定期
保安点検・ガス機器の設置と配達、リフォーム工事・ガス機器の修理、部品交換・ガ
ス配管工事上記のいずれかを担当する部署に配属となり、お客様のご自宅へ伺う
業務となります。社内研修と東京ガスのトレーニングセンターを活用し、独自の研修
プログラムでバックアップしていきます。女性も活躍している業務もありますので、
積極的にご応募ください。

4 大学・短大・専
修学校

・普通自動車運
転免許（ＡＴ可）
誕生日によって
は入社後の
取得可・ＰＣの
基本的な入力

3年以内

７専門職・
その他

29

三協工業株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

技術エンジニア
13040-413898

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

2 大学・短大・高
専・専修（理工
系学部が望ま
しい）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７専門職・
その他

29

三協工業株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

製造（環境プラント装
置等）
13040-412598

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

2 大学・短大・高
専・専修（学部・
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内
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７専門職・
その他

29

三協工業株式会社
(その他の設備工事業)
1304-247898-4

プラントエンジニア
13040-411298

「水と空気」の環境エンジニアリング企業として培った豊富な経験を基に、環境プラ
ント工事や井戸の掘さく（さく井）工事の施工管理を行います。（主な担当業務）＊ポ
ンプ設備、中央監視設備、電気計装設備等の水源施設・上下水道施設工事その
他、脱臭・排ガス処理装置など自社製品を取り入れた環境プラント工事＊上水道用
水源井戸や、自己水源井戸の掘さく工事、古い井戸を新しい井戸に再生する（ドー
ナツドリル）工事※担当業務は配属部署により異なりますが、人の生活に欠かすこ
とのできない「水と空気」に関わり、優れた環境プラントを世に送り出す使命感のあ
るお仕事です。

2 大学・短大・高
専・専修（学部・
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７専門職・
その他

32

東洋ワークセキュリティ
株式会社
(警備業)
0401-617544-1

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 不問 不問 3年以内

７専門職・
その他

34

日本インシュレーション
株式会社
(その他の職別工事業)
2703-7937-8

施工管理職／京浜・
千葉・鹿島・倉敷・新
潟
27030-253398

＜京浜・千葉・鹿島・倉敷・新潟＞＊けい酸カルシウム系耐火建材、保温断熱材等
の設備工事監督＊発電、製鉄、化学プラント内での保温工事の監督業務＊元請と
の工事対応調整、納期・品質・安全・予算の管理＊その他、関連する業務＊現場
へ行くため社有車を運転することがあります。

5 大学・短大・高
専・専修学校卒
＊建築系、機
械土木系学科
の方　歓迎しま
す。

＊普通自動車
運転免許（ＡＴ
限定可）＊母語
が日本語でな
い方は、　日本
語能力Ｎ１の方
を歓迎

3年以内

７専門職・
その他

34

日本インシュレーション
株式会社
(その他の職別工事業)
2703-7937-8

施工管理職／東京・
中部
27030-255198

＜東京・中部＞＊けい酸カルシウム系耐火建材等の設備工事監督＊元請との工
事対応調整＊納期、品質、安全、予算の管理他＊高層ビル等での耐火被覆工事
の監督業務＊その他、関連する業務＊現場へ行くため社有車を運転する場合があ
ります。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒＊建
築学科の方、
歓迎します。

＊普通自動車
運転免許（ＡＴ
限定可）＊母語
が日本語でな
い方は　日本語
能力Ｎ１の方を
歓迎

3年以内

７専門職・
その他

35

株式会社三興
(電気工事業)
1304-248042-7

プラントエンジニアリ
ング（計装エンジニア
リング）
13040-303398

プラントや設備の計測・監視・制御システムの実現する仕事です。【施工設計】プラ
ントや設備を最適に運転するためには、温度・圧力・流量・レベル・成分といった計
測情報を正確に得ること、そして機器を制御するために制御信号・情報を正確に伝
える必要があります。施工設計では、センサ・計器・制御機器が適正に動作するた
めの設置設計や信号・情報通信に関する設計を行います。【施工管理】設計したも
のをカタチにするために、スケジューリングや資材の準備、作業の体制などを計画
します。計画に沿って施工が行われるよう、管理・監督を行います。実際に携わった
プラント・設備の運転が始まると充実感が得られます。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

5年以内

７専門職・
その他

49

株式会社エム・シー・
サービス
(不動産管理業)
1306-616440-8

セールスエンジニア
13060-79098

○マンションへの修繕工事の提案や見積作成○長期修繕計画の作成及び大規模
修繕工事の施工、工事監理

2 大学卒短大卒
専修学校卒

不問 3年以内

７専門職・
その他

54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

電気通信工事スタッ
フ（東京・江戸川区）
13130-68298

・家庭用からオフィスまで、電気・電話・セキュリティカメラ、太陽システム等、電気通
信工事全般を行っていただきます。・いずれも最初は先輩社員と同行し、ていねい
に指導しながら行っていきますので、未経験の方でも安心してご応募いただけま
す。・現場へ行く為に社用車を運転していただきます。

2 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

７専門職・
その他

54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

ＯＡ機器サービスエン
ジニア（東京・江戸川
区）
13130-76298

・社用車を運転しＯＡ機器をお使いのエンドユーザー様のもとへ訪問し、定期メンテ
ナンスや故障修理を行っていただきます。・定期的な訪問により、ユーザー様のご
要望にお応えし、当社とユーザー様の良好な関係を築いていただきます。

2 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

７専門職・
その他

54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

セットアップエンジニ
ア（東京・江戸川区）
13130-80998

・２人１組での作業が基本です。社用車でＯＡ機器をお客様先へ搬送し設置、各種
設定等のセットアップを行っていただきます。・設置先は様々な事務所やイベント会
場、ドラマの撮影現場等、興味深い現場も多数あります。・ＯＡ機器の年間設置取
扱台数は業界ＮＯ．１です。

7 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車免
許（２０１７年３
月１２日以降取
得者は要準中
型　※取得費
用補助制度あ
り）

3年以内

７専門職・
その他

54

株式会社日本オフィス
オートメーション
(他に分類されない事業
サービス業)
1313-408132-9

セットアップエンジニ
ア（東京・八王子市）
13130-81398

・２人１組での作業が基本です。社用車でＯＡ機器をお客様先へ搬送し設置、各種
設定等のセットアップを行っていただきます。・設置先は様々な事務所やイベント会
場、ドラマの撮影現場等、興味深い現場も多数あります。・ＯＡ機器の年間設置取
扱台数は業界ＮＯ．１です。

1 大学・短大・高
専、専修学校
卒

普通自動車免
許（２０１７年３
月１２日以降取
得者は要準中
型　※取得費
用補助制度あ
り）

3年以内

７専門職・
その他

70

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

建設コンサルタント業
（発注者支援業務等）
13110-8598

専門の技術者として、役所への技術的なサポートを行います。サポートしている業
務には、工事監督業務・積算技術業務・許認可審査適正化業務・調査設計資料作
成業務等があります。専門の技術者とは、技術的なサポートをする為に必要な経
験と資格を有する『エンジニア』のことをいいます。主な資格としては、技術士・建築
士・土木施工管理技士・測量士等があります。学部・学科問わず募集し、入社後の
社内研修や勉強会に参加してもらいながら、スキルアップを図っており安心して働
けます。特に女性の方にも、デスクワークが中心の積算業務や許認可適正化業
務・調査設計資料作成業務等があり、建設系事務社員を目指してもらいます。

4 不問 不問 3年以内

７専門職・
その他

72

技研株式会社
(工業用プラスチック製
品製造業)
1309-203839-3

開発（自動車用エア
ロパーツの設計）生
産技術
13090-303498

自動車用エアロパーツの設計、開発 4 大学・短大・高
専・専修学校卒
（理工系：機
械、物質、電
気、　　　　　デ
ザイン他）

不問 3年以内
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76

町田印刷株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

印刷オペレーター／
埼玉熊谷
13010-859098

●オフセット印刷機によるカラー印刷物（カタログ、チラシ等）の作成に従事します。
●印刷機械に紙と版をセット、印刷中は原稿通りの色調になる様にインキの調整を
行います。また、出来上がった印刷物にヨゴレなどがないかも確認を行います。※
印刷物の色調確認を伴う仕事です。

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1年以内

７専門職・
その他

76

町田印刷株式会社
(印刷業)
1301-535415-0

印刷オペレーター／
埼玉戸田
13010-860998

●オフセット印刷機によるカラー印刷物（カタログ、チラシ等）の作成に従事します。
●印刷機械に紙と版をセット、印刷中は原稿通りの色調になる様にインキの調整を
行います。また、出来上がった印刷物にヨゴレなどがないかも確認を行います。※
印刷物の色調確認を伴う仕事です。

2 大卒（学部学科
不問）

不問 1年以内

７専門職・
その他

78

高俊興業株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-404186-0

技術職
13080-492198

当社は、廃棄物からより多くの質の高い資源を作り出すために“人と機械での選
別”に力を入れています。その“技術力”と“人間力”により、全国平均約６０％に対
し、当社は９０％以上のリサイクル率を実現！技術職はそのエコ・プラントにて、運
転監視、日常点検／メンテナンス、工場機械設備の修繕計画の策定から実行な
ど、設備機器の維持管理を担当します。機械いじりが好き・・・バイクが好き・・・そん
な先輩もいますので専門の学部を卒業していなくても、文系でも全然大丈夫です
よ！

2 大学卒 不問 3年以内

７専門職・
その他

80

日東工営株式会社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
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

80

日東工営株式会社
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
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

82

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】

2 　大学院　大学
短大　高専

不問 3年以内

７専門職・
その他

83

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年以内

７専門職・
その他

88

株式会社木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

現場施工職
13060-96798

○公共工事を中心に都市機能や生活の基礎であるライフライン整備（上下水道・道
路舗装・公園管理など）を守る仕事に誇りと情熱をもって取り組んでいますので、仕
事がそのまま社会貢献につながっています。○業務は、水道、舗装工事などの施
工及び公園、グラウンドなどの整備となります。内容は年齢の近い先輩社員と行動
を共にし、一つひとつ確実に覚えていけます。○特に水道事業に特化しており、東
日本大震災復興工事にも従事しました。

4 　・大学院卒
・大学卒
・短大卒
・高専卒
・専修学校卒
・能開校卒

準中型自動車
免許
（ＡＴ限定不可）

3年以内

７専門職・
その他

88

株式会社木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

施工管理職
13060-97698

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

2 　・大学院卒
・大学卒
・短大卒
・高専卒
・専修学校卒
・能開校卒

準中型自動車
免許
（ＡＴ限定不可）

3年以内

７専門職・
その他

91

越野建設株式会社
(一般土木建築工事業)
1310-3561-4

建築施工管理および
意匠設計
13100-35398

・民間建築（共同住宅、学校、事務所ビル、戸建て住宅等）の建築設計施工および
官公庁施設、公営住宅等の建築施工管理。・意匠設計。

5 大学院・大学・
短大高専・専修
学校・能開校卒
建築系学科履
修

・建築士受験資
格・施工管理技
士受験資格

3年以内

７専門職・
その他

95

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。→この期間に培った経験や知見は、大いに役立つはずです。

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年以内

７専門職・
その他

97

新和環境株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-423642-6

工場管理職
13080-504498

プラント設備のメンテナンスおよび計画、リサイクル原料の製造と生産管理の仕事
です。例えば、重機の管理、工場スタッフの安全や勤怠管理および設備等の許可
申請等、業務が円滑に進むよう管理運営する仕事です。

3 不問 不問 3年以内
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97

新和環境株式会社
(産業廃棄物処理業)
1308-423642-6

現場管理職
13080-505198

アスベスト除去工事等の現地調査、見積作成、工法提案、計画作成、現場管理業
務を行います。例えば，一日の多くが建設現場での調整作業です。工程を確認して
ゼネコン担当者と打合せを行い、当社工事の施工管理を行います。

3 不問 不問 3年以内

７専門職・
その他

100

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

７専門職・
その他

103

コーワソニア株式会社
(その他の金属製品製
造業)
1005-100024-3

郵便ポストの開発
10050-161298

マンションやアパートの郵便ポスト、戸建住宅の郵便ポストや宅配ボックスのデザイ
ン設計開発業務。並びにＯＥＭメーカーとして企画段階からプロジェクトに参加し、
お客様の要望に対応する製品の設計・開発を行います。自分が設計を手掛けた製
品は、お客様のカタログに掲載されたりインターネットに掲載されたり、時には実際
の住宅に使用されているところを見る機会もたくさんあります。

1 大学、短大、高
専、専修学校
卒（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

７専門職・
その他

105

ストーリーテラー株式会
社
(著述・芸術家業)
2701-430777-1

撮影スタッフ、スタジ
オスタッフ、営業企画
部員
27010-241398

写真スタジオにてカメラ撮影スタッフになる為の実習写真スタジオにて撮影アシスタ
ント及びお客様の対応銀座サロンにて営業企画業務

7 大学院、大学、
短大、高専、専
門学校、卒業
以上

普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

3年以内

７専門職・
その他

110

日立空調関東株式会社
(産業機械器具卸売業)
1309-304410-4

施工管理
13090-356898

日立グループの空調設備関連機器販売会社で、以下の業務を担当していただきま
す。＊工程管理＊現場監督＊その他事務処理

3 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校（学部・
学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
ワード・エクセ
ル

1年以内

７専門職・
その他

115

株式会社アイズ
(他に分類されない事業
サービス業)
1301-573751-0

エンジニア（電気・機
械装置）
13010-864298

＊装置エンジニア、保守メンテナンス業務。＊取引先、新規お客様との折衝業務、
納品伝票・請求書等の作成管理業務。＊機械・電気基本知識があれば尚可。＊Ｐ
Ｃスキルとして、エクセル、ワード、パワーポイントの基本操作＊入社後３ヶ月間のＩ
Ｔ研修あり＊入社後、１対１でＯＪＴでの研修があります。＊就業場所人数は本社人
数を記載。※就業場所は本人の希望を考慮致します。

6 大学院・大学・
短大　高専・専
修学校各卒（学
部学科不問）

不問 3年以内

７専門職・
その他

117

木村情報技術株式会社
(インターネット附随サー
ビス業)
4101-106704-0

イベント・スタジオ運
営職（東京支店）
41010-113298

○イベント・スタジオの運営、映像・音響オペレーター、機材メンテナンス、製品サ
ポート、資料作成など＊賃金形態：日給月給制（欠勤控除あり）＊住宅手当は２０，
０００～４５，０００円【内訳】非世帯主（実家）：２０，０００円本人契約の賃貸：４０，０
００～４５，０００円※ＨＰエントリーはこちら→ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｋ－ｉｄｅａ．ｊｐ／ｒｅｃｒ
ｕｉｔ／ｊｏｂ／ｇｕｉｄｅｓ．Ｈｔｍｌ

1 不問 不問 3年以内
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第２回　新規大卒者等合同就職面接会（９/４新宿NSビル）　参加企業一覧

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　オカダヤ その他の織物・衣服・身の回り品小売業 1308-102955-1

2 株式会社　スズヤス 鉄鋼製品卸売業 1302-416514-2

3 牧村　株式会社 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 1302-300728-2

4 株式会社　シスコン ソフトウェア業 1303-12383-6

5 社会福祉法人　池上長寿園　（経営本部） 老人福祉・介護事業 1306-6945-4

6 株式会社　デュエル その他の専門サービス業 1304-263891-7

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

8 三興塗料　株式会社 化学製品卸売業 1309-208239-3

9 株式会社　コンテック 管理，補助的経済活動を行う事業所 1304-650651-8

10 株式会社　キーワードマーケティング 広告制作業 1301-635333-5

11 株式会社　東　光 他に分類されない卸売業 1304-250903-1

12 セントラル警備保障　株式会社 警備業 1308-402246-3

13 株式会社　ヤマノホールディングス 呉服・服地・寝具小売業 1307-348162-6

14 アクアコンピュータサービス　株式会社 ソフトウェア業 1308-446937-3

15 山宗化学　株式会社 有機化学工業製品製造業 1302-402690-1

16 株式会社　コシダテック 産業機械器具卸売業 1304-665-8

17 ヨシモトポール　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 1301-211836-9

18 旭エシコ　株式会社 電気機械器具卸売業 1303-213480-2

19 千代田工販　株式会社 電気機械器具卸売業 1302-403173-0

20 日産部品中央販売　株式会社 自動車卸売業 1306-215902-1

21 太陽鉱油　株式会社 燃料小売業 1301-574801-3

22 株式会社　キャリアシステムズ ソフトウェア業 1304-659001-8

23 日立物流コラボネクスト　株式会社 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 1313-614590-0

24 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

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

26 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

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

28 株式会社　ヨシダ 産業機械器具卸売業 1303-4504-0

29 三協工業　株式会社 その他の設備工事業 1304-247898-4

30 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 1308-452993-2

31 株式会社　ソクハイ その他の運輸に附帯するサービス業 1304-251882-6

32 東洋ワークセキュリティ　株式会社 警備業 0401-617544-1

33 システム開発　株式会社　首都圏事業所 情報処理・提供サービス業 1303-623988-9

34 日本インシュレーション　株式会社 その他の職別工事業 2703-7937-8

35 株式会社　三興 電気工事業 1304-248042-7

36 株式会社　アビット 情報処理・提供サービス業 1301-230644-0

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

38 株式会社　ビー・エス・アール 情報処理・提供サービス業 1301-663985-7

39 ＫＳＲ　株式会社 ソフトウェア業 2602-301721-3

40 アールアイ・ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 1308-446112-3

41 東京エレク総業　株式会社 電気機械器具卸売業 1310-615819-5

42 株式会社　ウイズ・ワン ソフトウェア業 1301-555837-9

43 株式会社　ハリカ 各種商品卸売業 1309-202474-7

44 株式会社　ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業 1307-358257-7

45 株式会社　ミニカラー 印刷業 1301-563104-8

46 株式会社　ＮＤＴ 産業機械器具卸売業 1301-666949-1

47 トシン電機　株式会社 電気機械器具卸売業 1308-615096-9

48 アンドール　株式会社 ソフトウェア業 1307-653898-3

49 株式会社　エム・シー・サービス 不動産管理業 1306-616440-8

50 宮園輸入車販売　株式会社 自動車小売業 1308-617219-3

51 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 1308-613915-2

52 株式会社　東京めいらく　東京本部 畜産食料品製造業 1309-915339-1

53 プログレス・テクノロジーズ　株式会社 他に分類されない事業サービス業 1313-622897-5

54 株式会社　日本オフィスオートメーション 他に分類されない事業サービス業 1313-408132-9

55 新川電機　株式会社 電気機械器具卸売業 3401-2284-9

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

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

58 共信コミュニケーションズ　株式会社 電気機械器具卸売業 1304-621254-1

59 マエダ薬品商事　株式会社 医薬品・化粧品小売業 1401-401886-2

60 太陽建機レンタル　株式会社 各種物品賃貸業 2201-102381-4
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第２回　新規大卒者等合同就職面接会（９/４新宿NSビル）　参加企業一覧

ブース ユースエール 事業所名 産業分類 事業所番号

61 株式会社　ニックフーズ 食料・飲料卸売業 1308-620301-6

62 共和化工　株式会社 その他の設備工事業 1304-249627-0

63 ★ 株式会社　アクト ソフトウェア業 1308-415650-5

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

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

66 ★ 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

67 株式会社　ＧＩテクノス ソフトウェア業 1309-409296-4

68 株式会社　システム創造開発 ソフトウェア業 1301-666074-0

69 総合システム情報　株式会社 ソフトウェア業 1308-639090-9

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

71 株式会社　シイエスシイ ソフトウェア業 1301-545043-3

72 技　研　株式会社 工業用プラスチック製品製造業 1309-203839-3

73 須田産業　株式会社 プラスチックフィルム・シート・製造業 2202-3976-7

74 ＰＣＩソリューションズ　株式会社 ソフトウェア業 1304-660334-5

75 株式会社　ディーシステム 情報処理・提供サービス業 1304-261954-8

76 町田印刷　株式会社 印刷業 1301-535415-0

77 株式会社　パーパスエコテック その他の職別工事業 1301-637190-7

78 高俊興業　株式会社 産業廃棄物処理業 1308-404186-0

79 株式会社　管理バンク 建物サービス業 1301-651743-5

80 日東工営　株式会社 建築工事業（木造建築工事業を除く） 1308-622750-7

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

82 ★ 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

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

84 ★ 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

85 株式会社　ジャパンクイックサービス 貨物軽自動車運送業 1311-614999-6

86 株式会社　テヅカ 産業機械器具卸売業 1306-203906-4

87 京急開発　株式会社 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 1306-3468-7

88 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 1306-619421-5

89 株式会社　ヤグチ 食料・飲料卸売業 1304-4788-2

90 ミニメイド・サービス　株式会社 家事サービス業 1307-620030-4

91 越野建設　株式会社 一般土木建築工事業 1310-3561-4

92 株式会社　Ａ１テック ソフトウェア業 1307-357394-7

93 東日本三菱自動車販売　株式会社 自動車小売業 1307-350796-2

94 ★ 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

95 ★ オートマックス　株式会社 精密機械器具製造業 1309-401640-9

96 ヴィップシステム　株式会社 ソフトウェア業 1304-235619-9

97 新和環境　株式会社 産業廃棄物処理業 1308-423642-6

98 株式会社　東京鋲兼 ボルト・ナット・木ねじ等製造業 1312-106199-4

99 田辺薬局　株式会社 医薬品・化粧品小売業 1301-579516-7

100 日本電算　株式会社 ソフトウェア業 1304-639894-1

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

102 ＦＸＣ　株式会社 他に分類されない卸売業 1303-615794-6

103 コーワソニア　株式会社 その他の金属製品製造業 1005-100024-3

104 東京薬品　株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 1309-419760-7

105 ストーリーテラー　株式会社 著述・芸術家業 2701-430777-1

106 ＡＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　株式会社 電子デバイス製造業 1304-639908-1

107 株式会社　システムトラスト研究所 ソフトウェア業 1304-620596-1

108 プラウドライフ　株式会社 老人福祉・介護事業 1401-627578-2

109 藤川伝導機　株式会社 産業機械器具卸売業 1303-9597-7

110 日立空調関東　株式会社 産業機械器具卸売業 1309-304410-4

111 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 1311-200376-7

112 八幡電気産業　株式会社 通信機械器具・同関連機械器具製造業 1304-621463-0

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

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

115 株式会社　アイズ 他に分類されない事業サービス業 1301-573751-0

116 東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 病院 1308-200056-4

117 木村情報技術　株式会社 インターネット附随サービス業 4101-106704-0

118 株式会社　ｎＣＳ 老人福祉・介護事業 1309-617883-5

119 築地魚市場　株式会社 農畜産物・水産物卸売業 1313-628475-7

120 日本空輸　株式会社 航空運送業 1301-661055-3
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