
会場

対象者

参加企業

問合せ先

開催日時

京王プラザホテル八王子 5階
東京都八王子市旭町１４－１

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

合計９０社【二部制・各部45社（企業入替制）】

東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

【第１部】　12時00分～14時30分（受付時間：11時30分～13時30分）
【第２部】　15時30分～18時00分（受付時間：15時00分～17時00分）

令和元年11月６日（水）

第３回 新規大卒者等合同就職面接会（八王子）

参加企業・求人一覧表



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

部
ブース
番号

ユース
エール

事業所名
産業分類

事業所番号
会社の特長

第１部 1 ★
深田パーカライジング　株式会社
(金属被覆・彫刻業，熱処理業)
1306-1972-3

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

第１部 2
株式会社　愛誠会
(老人福祉・介護事業)
1301-562799-8

全国に３５０店舗の調剤専門薬局を展開するアイセイ薬局グループを運営
母体とし、利用者本位の介護を実践しておリます。

第１部 3
高度情報通信　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-452907-4

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

第１部 4
新光電業　株式会社
(電気通信・信号装置工事業)
1314-101178-3

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

第１部 5
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。

第１部 6
株式会社　大戸屋
(食堂，レストラン)
1317-615648-9

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

第１部 7
株式会社　山　六
(建築材料卸売業)
1314-102927-0

地元業界の最大手で安定成長中。大手建設会社との取引も多く、若さと活
気あふれる会社です。又、福祉介護用品の販売も行っています（ｈｔｔｐ：／／
ｋａｉｇｏ－ｍｉｎｉｒｏｋｕ．ｃｏｍ／）。

第１部 8
中央電子　株式会社
(電子応用装置製造業)
1314-100956-0

弊社はエレクトロニクス技術・システム技術を必要とする幅広い産業分野に
向けて、デジタル技術、ブロードバンド、ＩＰ技術などを駆使した最先端の製
品開発を行っている研究開発型メーカーです。

第１部 9
北王流通　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1310-102496-1

関東圏約５０万人の生活を支えている食インフラ企業です。人材育成も積極
的に取り組んでおります。

第１部 10
株式会社　プラネット(情報処理・提供サービス業)
1307-305638-3

役職名でなく、社長でも「～さん」と呼びあえるフラットな会社です。

第１部 11
株式会社　ムラコシ精工　ファインコンポーネンツ事
業部
(自動車・同附属品製造業)
1315-200066-0

自動車用ブレーキ部品を中心に精密金属加工部品の分野では高い信頼を
得ている。特にアンチロックブレーキ部品を得意としている。

第１部 12
株式会社　リクルートＲ＆Ｄスタッフィング
(その他の専門サービス業)
1301-628851-2

リクルートグループのアウトソーシング企業です。自動車や家電製品、半導
体などを中心に研究・開発・設計請負の領域で成長を目指しています。一緒
に発展させましょう。

第１部 13
メディアミックスソリューションズ　株式会社
(ソフトウェア業)
1307-656416-7

平均年齢３０歳（女性多数）社員数１５０名の安定したＩＴ企業です。１から育
てる研修制度でＩＴ未経験者で入社し、立派なエンジニアになっている社員
が多数おります。派１３－３０３８４６

第１部 14
日本エクス・クロン　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-615077-0

公共性の高い最先端技術分野で社会に貢献情報開示をはじめオープンか
つ公平なサービス　教育・研修ヘ積極投資

第１部 15
株式会社　コンテック(建築工事業)
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。

第１部 16
三興マテリアルサプライ株式会社
(その他の金属製品製造業)
1304-248910-9

プラントの建設・保全に必要な資材をニーズに合わせて国内外から調達し
販売している。また高性能継手・バルブの自社ブランドを持ち自社工場にて
製造・販売をしている。社員教育も充実している。

第１部 17
学校法人　上野法律学園　上野法律専門学校
(専修学校，各種学校)
1303-210799-1

公務員希望者を対象とした学生総数２００名前後の専門学校。公務員採用
試験に合格するための受験指導とともに社会人としての礼儀や実務知識・
技能も指導育成します。

第１部 18
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。

第１部 19
株式会社　ホープ
(土木工事業)
1309-411136-3

ゆとりと豊かさを追求し明るく楽しい企業環境の構築を目差す企業です。

第１部 20
ミノシマ　株式会社
(電気工事業)
1307-323799-2

社員は２０代、３０代の構成が６６％以上、若者が活躍しています。「入社時
教育」「品質・安全向上教育」「職務特化型教育」「次世代リーダー育成教育」
など研修体制も充実しています。

第１部 21
株式会社　和僑
(他に分類されない小売業)
1409-110429-3

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

第１部 22
株式会社　クレスト
(ソフトウェア業)
1320-7491-3

組込ソフトウェアの設計／開発、地図ソフト関連を中心としたアプリケーショ
ン開発（Ｗｅｂ／Ａｎｄｒｏｉｄ／ｉＯＳ）、ホームページ制作、製品の企画／設計
／評価のＩＴ技術サービスを展開

第１部 23
国産機械　株式会社
(自動車・同附属品製造業)
1314-200185-6

昭和２１年機械、設備、修理会社として創業。
設備装置の製作と多品種の自動車部品を製造しています。
平成２８年に創業７０周年を迎えました。

第１部 24
株式会社　銀座山形屋
(男子服小売業)
1302-401811-5

創業明治４０年の老舗、銀座山形屋の仕入・企画を担うセクションで、お客
様の満足を第一とし、メイドインジャパンに拘って仕事をしています。

第１部 25
泰榮エンジニアリング　株式会社　東京事業所
(その他の技術サービス業)
1309-632174-5

設立の平成８年は、分社独立年てあり、前身の泰榮商工（株）からエンジニ
アリング業務は約４５年におよびます。大型プラント、メカニカル等、多種に
わたる設計、開発に従事しております。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業
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第１部 26 ★
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☆

第１部 27
西東京バス　株式会社
(一般乗合旅客自動車運送業)
1314-101213-5

京王グループですので関連企業の割引や優待が受けられます。
また医療費補助や社会保険等の福利厚生も充実しております。
（正社員・嘱託社員に適用）

第１部 28
中川システム　株式会社
(ソフトウェア業)
1303-209642-9

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

第１部 29
株式会社　ガリレオ
(電気機械器具卸売業)
1314-304488-3

＊セキュリティカメラシステム販売の専門社　
＊建設業認可：電気通信工事業、電気工事業（般ー２８　第１３８　１２６号）

第１部 30
葵企業　株式会社
(冷蔵倉庫業)
1310-5106-6

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

第１部 31
株式会社　エスケイツー
(ソフトウェア業)
1307-358874-9

創業２０年を超え、安定した経営ながらも、社員の平均年齢は３０歳と若く好
奇心旺盛な社員が多数います。勉強会や社員旅行、スポーツイベントなど
社員のつながりとキャリアを大事にしています

第１部 32
株式会社　第一コンピューター
(情報処理・提供サービス業)
1307-114529-0

創業４０年を迎える独立系ソフトハウス。業務系や制御系のソフトウェア開
発をはじめ、コンピューターの運用管理、ＩＴサポート業務などのシステムに
関わる幅広い業務を行っております。

第１部 33 ★
株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ
(インターネット附随サービス業)
1308-637306-7

東京都中小企業振興公社の事業可能性評価事業で事業評価を得た事業を
展開していく創業したてのベンチャー企業です◆東京都「経営革新計画事
業承認」◆厚生労働大臣認定「ユースエール認定企業」

第１部 34 ★
ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
(ソフトウェア業)
1320-615094-3

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

第１部 35
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

第１部 36
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。

第１部 37
株式会社　木村工業
(一般土木建築工事業)
1306-619421-5

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

第１部 38
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

第１部 39
東邦電子　株式会社
(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業)
1409-1063-6

温度制御機器業界中堅メーカー。温度調節計は国内・海外メーカーの評価
高い。半導体検査治具（プローブカード）の分野にも進出。

第１部 40
ＲＩＴＡエレクトロニクス　株式会社
(他に分類されない事業サービス業)
2301-624106-3

社名のＲＩＴＡとは「お客様のために洗練された技術とサービスを総合的に提
供する」という意味を込め、社内公募で決定いたしました。私たちと一緒に若
い会社を強くしていきましょう。

第１部 41 ★
スカイリーフ　株式会社
(ソフトウェア業)
1307-634215-5

Ｊａｖａを中心としたＷＥＢ系のシステム開発に強く、今後は自社でｉＰｈｏｎｅ／
Ａｎｄｒｏｉｄアプリの開発も手掛けていきます。社内研修も充実しており、社員
のキャリアアップを応援します。

第１部 42 ★
システムスリーテン　株式会社　東京オフィス
(情報処理・提供サービス業)
1301-667015-2

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

第１部 43
高砂鐵工　株式会社
(非鉄金属・同合金圧延業)
1309-200269-5

当社は、創立大正１２年であり、今年で９６年を向かえる歴史のある会社で
す。主に自動車部品、厨房関係、産業機械部品向けの素材を製造・販売し
ている鉄鋼会社です。

第１部 44
株式会社　ニットー　東京中央営業所
(建物サービス業)
2302-617030-7

名証２部に上場しており、堅実な経営で業績は好調です。長年培ってきた技
術による安全施工で、大手ハウスメーカー様等の優良取引先から高い評価
をいただいております。

第１部 45
株式会社　飯室機械
(一般産業用機械・装置製造業)
1314-100650-0

弊社は創業以来今日まで５０余年、金属の精密機械加工一筋に邁進してま
いりましたが、現在はメカニズムとエレクトロニクスの綜合メーカーとして開
発・設計・精密加工生産まで行っています。
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第２部 1 ★
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。

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

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

第２部 3
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。

第２部 4
丸喜　株式会社　東京支店
(家具・建具・じゅう器等卸売業)
1303-8170-2

全従業員年棒制による実績に応じた給与体系の導入。
日本の宗教文化を消費者の視点に立ち分かり易い継承方法や新たな提案
の営業展開などを行う。

第２部 5
日本紙運輸倉庫　株式会社(倉庫業)
1302-408653-9

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

第２部 6
株式会社　ミート・コンパニオン
(農畜産物・水産物卸売業)
1315-102305-6

「家庭的な社風を大事にして、チームワークこそが最大の強み」消費者の皆
様やお得意様に信頼されているのは、真面目に、誠実に、そして熱心に取り
組んできた結果であると自負しております。

第２部 7
山金工業　株式会社
(その他の金属製品製造業)
1801-654-9

独創技術（ステンド鋼板、ウレタン充填のパネル、静電粉体塗装、自閉式ハ
ンガードア）を開発の軸として「快適な居住空間の創造」をモットーに全国展
開する開発型メーカーです

第２部 8
多摩冶金　株式会社
(金属被覆・彫刻業，熱処理業)
1315-201894-9

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

第２部 9
株式会社　リンカイ
(一般産業用機械・装置製造業)
2708-291527-9

水をもって社会に貢献する。　　　　　　　　　　　　　　　　　社員の豊かな生活
の向上をはかる。

第２部 10
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。

第２部 11
国際ソフトウェア　株式会社
(ソフトウェア業)
1320-8087-3

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

第２部 12
株式会社　イクス
(その他の技術サービス業)
1304-257146-9

多岐業種で事業展開しています。チームワークを得意とし、皆で助け合うの
が当たり前の社風。「一人だけに苦労をさせない」という文化があり、仲間と
の一体感を感じる事ができます。

第２部 13
三紀運輸関東　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1304-664868-0

三紀グループ３２社で自社車両１，０００台保有。明るさ現場力を基本に一致
団結して仕事に取り組む会社です。総合物流会社として創業以来、着実に
成長、発展しています。

第２部 14
京極運輸商事　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1302-400684-3

ジャスダックに上場し、明治２４創業を誇る企業です。「信用第一」を企業理
念とし、全員がコンプライアンスのもと、「誠意・善意・熱意」を以って、家族的
な雰囲気のなか、明るく働いています

第２部 15
株式会社　ワイエイシイデンコー
(一般産業用機械・装置製造業)
1316-302152-4

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

第２部 16
株式会社　クロステレビビジョン
(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)
1308-112711-7

ＨＤテレビ中継車をはじめ最新鋭の放送用機材を所有しており、企画から撮
影、編集までの番組制作を一貫して行うトータルクリエイティブシステムを全
国展開している会社です。

第２部 17
株式会社　アートネイチャー
(装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業)
1307-105769-6

入社前から配属後も、ステップに応じた様々な研修をご用意しております。
福利厚生の充実や女性活躍推進など、男女問わず働きやすい職場作りに
取り組んでおります。

第２部 18
キョーワ　株式会社
(他に分類されない製造業)
2701-629222-6

軽仮設資材業界ＮＯ．１の企業。
抜群の財務体質を有し、将来を展望した環境対応の事業も順調に
展開中

第２部 19
株式会社　ロッテリア
(食堂，レストラン)
1308-625362

お客様の立場に立って考え、独創的なアイデアを生み出し、最上の品質を
追求し、「ファストフードだからこの程度」という常識を打ち崩し続けて業界Ｎ
Ｏ．１人材を育成する企業を目指します。

第２部 20
株式会社　小田急レストランシステム
(食堂，レストラン)
1307-318406-5

当社は、小田急グループの飲食部門を担当し、新しい食空間の創造を目指
しています。ターミナルビルや駅構内等の立地に恵まれた店舗展開により、
安定した成長を遂げています。

第２部 21
株式会社　ファースト・デザイン・システム
(電気機械器具修理業)
1308-426182-2

Ｓ（Ｓｐｅｅｄ）：すばやい対応、Ｓ（Ｓｅｒｖｉｃｅ）：安心感を与える質の良い情報、
Ｑ（Ｑｕａｌｉｔｙ）高機能、高品質の製品及びサービスの提供が当社の経営理念
です。

第２部 22
サンコー・エア・セルテック　株式会社
(その他の運輸に附帯するサービス業)
1301-225307-6

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

第２部 23
株式会社　アントレンド(ソフトウェア業)
1304-244554-1

客先常駐型のソフト開発会社が多い中、弊社はエンドユーザー直スタイル
での社内開発にこだわるプロの会社です。一気通貫でソフト開発を学べる環
境で、完成後の喜びを仲間と共有しませんか？

第２部 24
ＨＫＴ　株式会社
(自動車・同附属品製造業)
1409-618392-5

昭和２９年に自動車部品メーカーとしてスタートして以来「品質最優先」を社
是として専念して来きました。

第２部 25
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。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　参加企業

部
ブース
番号

ユース
エール

事業所名
産業分類

事業所番号
会社の特長

第２部 26 ★
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。

第２部 27
株式会社　マコト
(食堂，レストラン)
1306-8305-7

創業：昭和３８年１０月　資本金：１億円　３つのこだわり：自然・健康・安全
経営理念：お客様の満足・会社繁栄・社員の幸せ

第２部 28
共和物産　株式会社
(こん包業)
1307-104565-7

創業以来、堅実経営で業績拡大。取引先に一流企業多数。安全第一、家族
的雰囲気の中で仕事。

第２部 29

社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業協会　東京手話通訳等派遣
センター
(障害者福祉事業)
1308-444264-0

平成１４年社会福祉法人移行後、東京の手話通訳、要約筆記者の派遣と養
成の名実ともにセンターとして事業を行っています。
都内に数ヶ所の聴覚障害者施設を運営しています。

第２部 30
ＦＳＸ　株式会社
(洗濯業)
1315-206588-9

会社創業以来着実に業績を伸ばし、誇り・自信・行動力をバネに成長を遂げ
ている。
厚生面は週休２日制

第２部 31
株式会社　エイト
(他に分類されない事業サービス業)
1314-306900-2

誠実な対応、広い視野、創造力で発展している会社です。

第２部 32
株式会社　ちよだ鮨
(すし店)
1302-412557-5

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

第２部 33 ★
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

第２部 34 ★
株式会社　ライズテック
(ソフトウェア業)
1307-645539-8

「社員が幸福で希望を持ち社会貢献する会社を目指す」を企業理念に掲
げ、社員一人一人が安心して働ける環境づくりのために、教育制度、福利厚
生などの社内制度の充実を図っています。

第２部 35
株式会社　田中歯科器械店
(その他の機械器具卸売業)
1301-221407-7

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

第２部 36
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社
(一般貨物自動車運送業)
1308-305538-6

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

第２部 37
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。

第２部 38
株式会社　ペガサスグローバルエクスプレス
(その他の運輸に附帯するサービス業)
1313-618460-3

東証２部上場のカンダホ－ルディングスの１００％子会社です。

第２部 39
日本リック　株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1301-615050-4

総合人材サービス企業として、国内の代表的企業約３０００社に人材を提供
しています

第２部 40
株式会社　インフィニティループ
(情報処理・提供サービス業)
1314-310264-2

会社創立以来着実に業積を伸ばし続け、安定成長を遂げている。また、社
員の平均年齢が若くイキイキとし、活気にあふれている。完全週休２日制を
はじめ福利厚生面においても充実している。

第２部 41 ★
株式会社　テイルウィンドシステム
(情報処理・提供サービス業)
1315-314336-8

独立系ソフト会社。主に大手企業向け情報システムコンサルティング、設
計、開発を行なっています。平均年齢２０代と若手の多い会社です。やる気
のある方を全力で支援します

第２部 42
ヒューマンライフケア　株式会社
(老人福祉・介護事業)
1308-446513-9

教育・人材・介護の三本柱で事業展開するヒューマングループの介護部門
を担い、全国で介護事業を運営しています。積極的に事業拡大中。教育事
業との連携によるレクリエーションも行っています。

第２部 43
株式会社　ノーザ
(ソフトウェア業)
1308-400072-9

歯科医療情報システムのトップメーカーとして、常に時代の最先端システム
を提供する成長企業です。お客様に最適なソリューションを提供していきま
す。

第２部 44
関口電気　株式会社
(電子応用装置製造業)
1314-103189-5

鉄道関連・上下水道システム・ビル関連等の産業用公共機器を中心に事業
展開。２０１２年新工場を増設。独自性と個性を尊重する企業風土を整備
し、社員の可能性が発揮できる企業を目指しています

第２部 45
株式会社　三浦組
(一般土木建築工事業)
1320-3166-9

創業以来、地元府中市で約６０年事業をしている建設会社です。明るくフレ
ンドリーな社員が多く２０代～６０代後半まで幅広い年齢の社員が活躍中で
す！財務内容良好のため安心して勤務できます。
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

1 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

介護スタッフ／グループホーム 13010-42298 3 3年以内

介護スタッフ／デイサービス 13010-43598 2 3年以内

介護スタッフ／小規模多機能ホーム
／はなまるライフ草加松原

13010-48998 2 3年以内

介護スタッフ／有料老人ホーム／は
なまるハウス弥生台／横浜

13010-55798 2 3年以内

サーバーエンジニア 13080-75698 2 3年以内

ネットワークエンジニア 13080-76998 2 3年以内

プログラマー 13080-77398 5 3年以内

システムエンジニア 13080-78498 5 3年以内

4 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 鉄道通信設備技術員 13146-18898 2 3年以内

システム運用エンジニア 13080-115998 4 3年以内

プログラマー 13080-117498 4 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

6 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン
店舗運営に関わるマネジメント幹部
候補生（総合職）

13170-2798 40 3年以内

7 株式会社　山　六 建築材料卸売業 総合職（卸売業務全般） 13146-95698 3 5年以内

技術職 13146-31198 10 3年以内

事務職（人事・資材購買） 13146-32298 2 3年以内

キャリアアップドライバー職さいたま
市／川崎市／厚木市

13100-49098 3 3年以内

ロジスティクスマネジメント職さいたま
市／川崎市／厚木市

13100-50998 3 3年以内

サーバーエンジニア 13070-468698 1 3年以内

プログラマー・システムエンジニア 13070-319098 2 3年以内

11
株式会社　ムラコシ精工　ファインコ
ンポーネンツ事業部

自動車・同附属品製造業 営業 13150-2498 1 3年以内

12
株式会社　リクルートＲ＆Ｄスタッ
フィング

その他の専門サービス業 総合職 13010-1124198 5 不可

＜文理不問＞ＩＴ開発エンジニア 13070-149198 5 3年以内

＜文理不問＞インフラエンジニア 13070-151098 5 3年以内

＜文理不問＞ＩＴサポート事務 13070-153698 5 3年以内

14 日本エクス・クロン　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-292098 6 3年以内

15 株式会社　コンテック 建築工事業
建設技術者
（施工管理・設計・積算等）

13040-202898 5 5年以内

16 三興マテリアルサプライ株式会社 その他の金属製品製造業
資材調達・営業、継手・バルブ製品の
設計・製造

13040-463098 3 5年以内

17
学校法人　上野法律学園　上野法
律専門学校

専修学校，各種学校
専門学校教員（自然科学分野及び人
文・社会分野の担当教員）

13030-39598 2 3年以内

事務職 22010-215398 2 3年以内

営業 22010-216498 10 3年以内

土木工事（公共工事を主とする）の施
工管理

13090-133998 10 3年以内

建築リノベーション事業の施工管理 13090-134398 2 3年以内

20 ミノシマ　株式会社 電気工事業 電気工事職 13070-101898 10 3年以内

一般事務（一般職） 14090-129098 8 5年以内

店舗運営・販売
（一般職）

14090-130998 10 5年以内

他に分類されない小売業株式会社　和僑21

2

3

5

8

9

10

13

18

19

株式会社　愛誠会

高度情報通信　株式会社

株式会社　フォー・ジェイ

中央電子　株式会社

北王流通　株式会社

株式会社　プラネット

メディアミックスソリューションズ　株
式会社

太陽建機レンタル　株式会社

株式会社　ホープ

老人福祉・介護事業

ソフトウェア業

ソフトウェア業

電子応用装置製造業

一般貨物自動車運送業

情報処理・提供サービス業

ソフトウェア業

各種物品賃貸業

土木工事業

第１部
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

22 株式会社　クレスト ソフトウェア業 プログラマー（本社／府中市） 13200-7498 2 3年以内

営業職及び事務職 13146-145498 4 3年以内

製造技術職（製造オペレーター） 13146-146198 2 3年以内

生産管理職・品質管理 13146-147298 4 3年以内

技術系総合職 13146-148598 6 3年以内

24 株式会社　銀座山形屋 男子服小売業
販売（オーダー紳士服、婦人服の販
売／首都圏）

13010-755698 10 3年以内

事務職 13090-73298 2 3年以内

技術職（機械、電気、ソフト設計） 13090-74598 12 3年以内

26
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

27 西東京バス　株式会社 一般乗合旅客自動車運送業 事務職（総合職） 13146-158098 3 3年以内

システムエンジニア
プログラマー

13030-40798 3 3年以内

システムエンジニア
プログラマー／府中市

13030-41698 3 3年以内

セールススタッフ 13146-126698 1 3年以内

施工スタッフ 13146-127998 1 3年以内

総務・経理事務職 13146-128398 1 3年以内

技術職（フォークリフトオペレーター） 13100-36498 7 3年以内

一般事務職 13100-37198 1 1年以内

事務職（経理総務部・人事部） 13100-38298 2 1年以内

サポートデスク 13070-235398 2 3年以内

ＩＴエンジニア 13070-236498 2 3年以内

オペレーター 13070-467798 2 3年以内

プログラマー 13070-469998 2 3年以内

33 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

プログラマー 13200-16198 2 3年以内

システムエンジニア 13200-17298 2 3年以内

35 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

36 株式会社　東　光 他に分類されない卸売業 社内ＳＥ 13040-767298 1 3年以内

事務職 13060-94898 2 3年以内

経理・総務 13060-95098 1 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

情報系技術職 13040-667698 10 3年以内

事務職 13040-668998 1 3年以内

営業職 13040-669398 1 3年以内

技術職（ハードウェア設計） 14090-37598 2 3年以内

技術職（ソフトウェア開発） 14090-39098 2 3年以内

営業 14090-41398 2 3年以内

ソフトウェア業中川システム　株式会社28

23

25

29

30

31

34

37

38

39
発電用・送電用・配電用電気機
械器具製造業

情報処理・提供サービス業株式会社　第一コンピューター

国産機械　株式会社

泰榮エンジニアリング　株式会社
東京事業所

株式会社　ガリレオ

葵企業　株式会社

株式会社　エスケイツー

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社

株式会社　木村工業

株式会社　キャリアシステムズ

東邦電子　株式会社

自動車・同附属品製造業

その他の技術サービス業

電気機械器具卸売業

冷蔵倉庫業

ソフトウェア業

ソフトウェア業

一般土木建築工事業

ソフトウェア業

32

第１部
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

40 ＲＩＴＡエレクトロニクス　株式会社
他に分類されない事業サービス
業

営業職 23010-189698 1 3年以内

41 スカイリーフ　株式会社 ソフトウェア業 ソフトウェアエンジニア 13070-178798 5 3年以内

42
システムスリーテン　株式会社　東
京オフィス

情報処理・提供サービス業
１．プログラマー２．ネットワークエン
ジニア

13010-280798 5 3年以内

総合職 13090-371298 3 3年以内

機械のオペレーション（付帯作業、保
全業務、一般事務）

13090-398598 6 3年以内

44
株式会社　ニットー　東京中央営業
所

建物サービス業 総合職（営業他） 13030-145798 6 3年以内

製造（組立） 13146-191698 2 3年以内

製造（機械加工） 13146-192998 2 3年以内

一般産業用機械・装置製造業株式会社　飯室機械45

非鉄金属・同合金圧延業高砂鐵工　株式会社43第１部
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

システム開発エンジニア／ＰＧ・ＳＥ 13080-267098 25 5年以内

人事 13080-689098 1 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

3 プラウドライフ　株式会社 老人福祉・介護事業 総合職（一般職） 14010-21498 3 3年以内

4 丸喜　株式会社　東京支店 家具・建具・じゅう器等卸売業 営業（ルート） 13030-101098 2 3年以内

5 日本紙運輸倉庫　株式会社 倉庫業 物流業務に関する事務／関東 13010-670298 5 3年以内

商品開発・営業 13150-82798 2 不可

商品提案営業（ルート営業） 13150-83698 2 不可

7 山金工業　株式会社 その他の金属製品製造業 営業（東京支店） 18010-347598 3 3年以内

一般職（事務職、検査スタッフ） 13150-13598 1 3年以内

総合職（技術開発・設備管理、部門の
リーダー候補）

13150-14898 3 3年以内

一般産業用機械・装置製造業 営業職 27080-86398 1 1年以内

一般産業用機械・装置製造業 品質保証（事務系総合職） 27080-87498 1 1年以内

10 株式会社　オカダヤ
その他の織物・衣服・身の回り
品小売業

販売 13080-120098 24 3年以内

11 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13200-18598 20 3年以内

フィールド技術者【大型施設空調設
備】

13040-40898 3 3年以内

プログラマー・システムエンジニア 13040-41098 3 3年以内

13 三紀運輸関東　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合事務職 13040-736798 2 5年以内

14 京極運輸商事　株式会社 一般貨物自動車運送業
事務系総合職
（企画・管理等の各部門）

13010-1174298 2 3年以内

機械設計・電気設計・研究開発 13160-11398 3 3年以内

営業 13160-12498 1 3年以内

製造・工程管理 13160-13198 2 3年以内

営業 13080-273598 1 不可

制作 13080-274898 1 不可

放送技術 13080-275098 1 不可

制作技術 13080-276798 12 不可

17 株式会社　アートネイチャー
装身具・装飾品・ボタン・同関連
品製造業

総合職 13070-16698 10 2年以内

事務 27010-400798 5 3年以内

営業 27010-403398 10 3年以内

19 株式会社　ロッテリア 食堂，レストラン 総合職 13080-322798 10 3年以内

20
株式会社　小田急レストランシステ
ム

食堂，レストラン 総合職 13070-530698 10 3年以内

ＩＴ事務 13080-598298 1 3年以内

カスタマーエンジニア職 13080-333398 2 3年以内

22
サンコー・エア・セルテック　株式会
社

その他の運輸に附帯するサービ
ス業

航空関連技能職 13010-476698 30 3年以内

23 株式会社　アントレンド ソフトウェア業 プログラマー 13040-277298 3 5年以内

ソフトウェア業株式会社　アクト1

セントラル警備保障　株式会社

8 金属被覆・彫刻業，熱処理業多摩冶金　株式会社

9

12

15

16
映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

2

6 株式会社　ミート・コンパニオン

株式会社　リンカイ

株式会社　イクス

株式会社　ワイエイシイデンコー

株式会社　クロステレビビジョン

警備業

農畜産物・水産物卸売業

その他の技術サービス業

一般産業用機械・装置製造業

18

21

キョーワ　株式会社

株式会社　ファースト・デザイン・シ
ステム

第２部

他に分類されない製造業

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

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

一般事務 14090-138798 2 不可

生産技術 14090-139698 2 不可

設計開発 14090-140498 2 不可

25 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

運用エンジニア 13040-362398 3 3年以内

開発エンジニア
（プログラマー）

13040-363498 4 3年以内

インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジ
ニア

13040-364198 3 3年以内

調理 13060-123298 2 3年以内

営業 13060-124598 3 3年以内

店舗管理 13060-125898 5 3年以内

28 共和物産　株式会社 こん包業
総合職（営業・労務管理等の事業運
営職）

13070-26398 3 3年以内

29
社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業
協会　東京手話通訳等派遣センター

障害者福祉事業
社会福祉法人運営に係る業務　一般
事務

13080-647898 1 3年以内

一般事務 13150-96298 1 3年以内

セールスドライバー※高付加価値お
しぼりデリバリー関連業務

13150-97598 3 3年以内

不動産営業（アメリカ担当者候補） 13146-96998 2 5年以内

翻訳（米軍・海外事業部） 13146-23198 2 5年以内

在日米軍基地内での営業、現場管理
（米軍・海外事業部）

13146-24298 2 5年以内

現場管理（建物総合事業本部） 13146-26898 2 5年以内

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

ソフトウェア開発 13146-170298 1 3年以内

技術職 13146-171598 1 3年以内

34 株式会社　ライズテック ソフトウェア業
プログラマ／インフラエンジニア／ＩＴ
サポート

13070-43498 3 3年以内

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

総合職 13080-60398 2 5年以内

総合職 13080-62198 2 5年以内

総合職 13080-63298 2 5年以内

総合職 13080-65898 2 5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

不動産事業（開発・販売）一般職 13080-125498 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） 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

倉庫事務（輸入青果物） 13130-246898 1 1年以内

倉庫内作業（輸入青果物） 13130-247098 1 1年以内

39 日本リック　株式会社 情報処理・提供サービス業
総合職／営業・人材コーディネー
ター・ＩＴエンジニア・事務

13010-202298 5 3年以内

通信機器設計運用エンジニア 13146-195198 2 3年以内

ソフトウエア開発 13146-196298 3 3年以内

株式会社　ティエスイー

株式会社　マコト

ＨＫＴ　株式会社

ＦＳＸ　株式会社

株式会社　エイト

ＮＩＣ　株式会社

ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社

38

40

26

27

30

31

33

36

37

24

株式会社　インフィニティループ

株式会社　ペガサスグローバルエク
スプレス

第２部

その他の運輸に附帯するサービ
ス業

情報処理・提供サービス業

ソフトウェア業

食堂，レストラン

洗濯業

他に分類されない事業サービス
業

通信機械器具・同関連機械器具
製造業

一般貨物自動車運送業

建物売買業，土地売買業

自動車・同附属品製造業

株式会社　グッドコムアセット
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（ブース別）

部 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

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

42 ヒューマンライフケア　株式会社 老人福祉・介護事業 介護専門職（関東） 13080-560698 30 3年以内

インストラクター職／埼玉 13080-649798 1 5年以内

コンサルティング営業職／東京 13080-650398 2 5年以内

試験検査要員（電子機器の試験検
査）

13146-197598 1 3年以内

電気回路設計者 13146-198898 1 3年以内

建築工事施工管理 13200-75598 5 3年以内

設計・積算補助 13200-76898 5 3年以内

総務・経理 13200-77098 5 10年以内

41

43

44

45

株式会社　テイルウィンドシステム

株式会社　ノーザ

関口電気　株式会社

株式会社　三浦組

第２部

情報処理・提供サービス業

ソフトウェア業

電子応用装置製造業

一般土木建築工事業
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
職種
区分

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

6 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン
店舗運営に関わるマネジメント幹部候
補生（総合職）

13170-2798 40 3年以内

7 株式会社　山　六 建築材料卸売業 総合職（卸売業務全般） 13146-95698 3 5年以内

12
株式会社　リクルートＲ＆Ｄスタッ
フィング

その他の専門サービス業 総合職 13010-1124198 5 不可

23 国産機械　株式会社 自動車・同附属品製造業 技術系総合職 13146-148598 6 3年以内

26
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

27 西東京バス　株式会社 一般乗合旅客自動車運送業 事務職（総合職） 13146-158098 3 3年以内

43 高砂鐵工　株式会社 非鉄金属・同合金圧延業 総合職 13090-371298 3 3年以内

44
株式会社　ニットー　東京中央営業
所

建物サービス業 総合職（営業他） 13030-145798 6 3年以内

11
株式会社　ムラコシ精工　ファインコ
ンポーネンツ事業部

自動車・同附属品製造業 営業 13150-2498 1 3年以内

18 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

23 国産機械　株式会社 自動車・同附属品製造業 営業職及び事務職 13146-145498 4 3年以内

29 株式会社　ガリレオ 電気機械器具卸売業 セールススタッフ 13146-126698 1 3年以内

35 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

38 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

39 東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用電気機
械器具製造業

営業 14090-41398 2 3年以内

40 ＲＩＴＡエレクトロニクス　株式会社
他に分類されない事業サービス
業

営業職 23010-189698 1 3年以内

5 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 営業事務 13080-114698 4 3年以内

8 中央電子　株式会社 電子応用装置製造業 事務職（人事・資材購買） 13146-32298 2 3年以内

18 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

21 株式会社　和僑 他に分類されない小売業 一般事務（一般職） 14090-129098 8 5年以内

25
泰榮エンジニアリング　株式会社
東京事業所

その他の技術サービス業 事務職 13090-73298 2 3年以内

29 株式会社　ガリレオ 電気機械器具卸売業 総務・経理事務職 13146-128398 1 3年以内

30 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 一般事務職 13100-37198 1 1年以内

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

37 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 事務職 13060-94898 2 3年以内

37 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 経理・総務 13060-95098 1 3年以内

38 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

21 株式会社　和僑 他に分類されない小売業
店舗運営・販売
（一般職）

14090-130998 10 5年以内

24 株式会社　銀座山形屋 男子服小売業
販売（オーダー紳士服、婦人服の販
売／首都圏）

13010-755698 10 3年以内

3 高度情報通信　株式会社 ソフトウェア業 サーバーエンジニア 13080-75698 2 3年以内

3 高度情報通信　株式会社 ソフトウェア業 ネットワークエンジニア 13080-76998 2 3年以内

3 高度情報通信　株式会社 ソフトウェア業 プログラマー 13080-77398 5 3年以内

3 高度情報通信　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-78498 5 3年以内

5 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 システム運用エンジニア 13080-115998 4 3年以内

5 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 プログラマー 13080-117498 4 3年以内

5 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 エンジニアアシスタント 13080-113798 4 3年以内

10 株式会社　プラネット 情報処理・提供サービス業 サーバーエンジニア 13070-468698 1 3年以内

10 株式会社　プラネット 情報処理・提供サービス業 プログラマー・システムエンジニア 13070-319098 2 3年以内

13
メディアミックスソリューションズ　株
式会社

ソフトウェア業 ＜文理不問＞ＩＴ開発エンジニア 13070-149198 5 3年以内

13
メディアミックスソリューションズ　株
式会社

ソフトウェア業 ＜文理不問＞インフラエンジニア 13070-151098 5 3年以内

13
メディアミックスソリューションズ　株
式会社

ソフトウェア業 ＜文理不問＞ＩＴサポート事務 13070-153698 5 3年以内

14 日本エクス・クロン　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-292098 6 3年以内

第１部

1 総合職

2 営業

3 事務

4接客・販売

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

部
職種
区分

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

22 株式会社　クレスト ソフトウェア業 プログラマー（本社／府中市） 13200-7498 2 3年以内

28 中川システム　株式会社 ソフトウェア業
システムエンジニア
プログラマー

13030-40798 3 3年以内

28 中川システム　株式会社 ソフトウェア業
システムエンジニア
プログラマー／府中市

13030-41698 3 3年以内

31 株式会社　エスケイツー ソフトウェア業 サポートデスク 13070-235398 2 3年以内

31 株式会社　エスケイツー ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13070-236498 2 3年以内

32 株式会社　第一コンピューター 情報処理・提供サービス業 オペレーター 13070-467798 2 3年以内

32 株式会社　第一コンピューター 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13070-469998 2 3年以内

33 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

34 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業 プログラマー 13200-16198 2 3年以内

34 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13200-17298 2 3年以内

36 株式会社　東　光 他に分類されない卸売業 社内ＳＥ 13040-767298 1 3年以内

41 スカイリーフ　株式会社 ソフトウェア業 ソフトウェアエンジニア 13070-178798 5 3年以内

42
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

2 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業 介護スタッフ／グループホーム 13010-42298 3 3年以内

2 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業 介護スタッフ／デイサービス 13010-43598 2 3年以内

2 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業
介護スタッフ／小規模多機能ホーム
／はなまるライフ草加松原

13010-48998 2 3年以内

2 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業
介護スタッフ／有料老人ホーム／は
なまるハウス弥生台／横浜

13010-55798 2 3年以内

1 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

4 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 鉄道通信設備技術員 13146-18898 2 3年以内

8 中央電子　株式会社 電子応用装置製造業 技術職 13146-31198 10 3年以内

9 北王流通　株式会社 一般貨物自動車運送業
キャリアアップドライバー職さいたま市
／川崎市／厚木市

13100-49098 3 3年以内

9 北王流通　株式会社 一般貨物自動車運送業
ロジスティクスマネジメント職さいたま
市／川崎市／厚木市

13100-50998 3 3年以内

15 株式会社　コンテック 建築工事業
建設技術者
（施工管理・設計・積算等）

13040-202898 5 5年以内

16 三興マテリアルサプライ株式会社 その他の金属製品製造業
資材調達・営業、継手・バルブ製品の
設計・製造

13040-463098 3 5年以内

17
学校法人　上野法律学園　上野法
律専門学校

専修学校，各種学校
専門学校教員（自然科学分野及び人
文・社会分野の担当教員）

13030-39598 2 3年以内

19 株式会社　ホープ 土木工事業
土木工事（公共工事を主とする）の施
工管理

13090-133998 10 3年以内

19 株式会社　ホープ 土木工事業 建築リノベーション事業の施工管理 13090-134398 2 3年以内

20 ミノシマ　株式会社 電気工事業 電気工事職 13070-101898 10 3年以内

23 国産機械　株式会社 自動車・同附属品製造業 製造技術職（製造オペレーター） 13146-146198 2 3年以内

23 国産機械　株式会社 自動車・同附属品製造業 生産管理職・品質管理 13146-147298 4 3年以内

25
泰榮エンジニアリング　株式会社
東京事業所

その他の技術サービス業 技術職（機械、電気、ソフト設計） 13090-74598 12 3年以内

29 株式会社　ガリレオ 電気機械器具卸売業 施工スタッフ 13146-127998 1 3年以内

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

37 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 現場施工職 13060-96798 4 3年以内

37 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 施工管理職 13060-97698 2 3年以内

38 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

39 東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用電気機
械器具製造業

技術職（ハードウェア設計） 14090-37598 2 3年以内

39 東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用電気機
械器具製造業

技術職（ソフトウェア開発） 14090-39098 2 3年以内

43 高砂鐵工　株式会社 非鉄金属・同合金圧延業
機械のオペレーション（付帯作業、保
全業務、一般事務）

13090-398598 6 3年以内

45 株式会社　飯室機械 一般産業用機械・装置製造業 製造（組立） 13146-191698 2 3年以内

45 株式会社　飯室機械 一般産業用機械・装置製造業 製造（機械加工） 13146-192998 2 3年以内

7 専門職・
その他

6 福祉職

5 ＩＣＴ系

第１部
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会（11月・京王プラザホテル八王子）　求人一覧（職種別）

部
職種
区分

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

3 プラウドライフ　株式会社 老人福祉・介護事業 総合職（一般職） 14010-21498 3 3年以内

8 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業
総合職（技術開発・設備管理、部門の
リーダー候補）

13150-14898 3 3年以内

9 株式会社　リンカイ 一般産業用機械・装置製造業 品質保証（事務系総合職） 27080-87498 1 1年以内

13 三紀運輸関東　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合事務職 13040-736798 2 5年以内

14 京極運輸商事　株式会社 一般貨物自動車運送業
事務系総合職
（企画・管理等の各部門）

13010-1174298 2 3年以内

17 株式会社　アートネイチャー
装身具・装飾品・ボタン・同関連
品製造業

総合職 13070-16698 10 2年以内

19 株式会社　ロッテリア 食堂，レストラン 総合職 13080-322798 10 3年以内

20
株式会社　小田急レストランシステ
ム

食堂，レストラン 総合職 13070-530698 10 3年以内

28 共和物産　株式会社 こん包業
総合職（営業・労務管理等の事業運
営職）

13070-26398 3 3年以内

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

36 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13080-60398 2 5年以内

36 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13080-62198 2 5年以内

36 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13080-63298 2 5年以内

36 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職 13080-65898 2 5年以内

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業
管理部門総合職（総務・人事／経営
企画／経理）

13080-126198 3 3年以内

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 不動産事業（開発・販売）総合職 13080-127298 2 3年以内

39 日本リック　株式会社 情報処理・提供サービス業
総合職／営業・人材コーディネー
ター・ＩＴエンジニア・事務

13010-202298 5 3年以内

4 丸喜　株式会社　東京支店 家具・建具・じゅう器等卸売業 営業（ルート） 13030-101098 2 3年以内

6 株式会社　ミート・コンパニオン 農畜産物・水産物卸売業 商品開発・営業 13150-82798 2 不可

6 株式会社　ミート・コンパニオン 農畜産物・水産物卸売業 商品提案営業（ルート営業） 13150-83698 2 不可

7 山金工業　株式会社 その他の金属製品製造業 営業（東京支店） 18010-347598 3 3年以内

9 株式会社　リンカイ 一般産業用機械・装置製造業 営業職 27080-86398 1 1年以内

15 株式会社　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 営業 13160-12498 1 3年以内

16 株式会社　クロステレビビジョン
映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

営業 13080-273598 1 不可

18 キョーワ　株式会社 他に分類されない製造業 営業 27010-403398 10 3年以内

25 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

27 株式会社　マコト 食堂，レストラン 営業 13060-124598 3 3年以内

31 株式会社　エイト
他に分類されない事業サービス
業

不動産営業（アメリカ担当者候補） 13146-96998 2 5年以内

31 株式会社　エイト
他に分類されない事業サービス
業

在日米軍基地内での営業、現場管理
（米軍・海外事業部）

13146-24298 2 5年以内

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

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 コンサルティング営業職 13080-129898 5 3年以内

43 株式会社　ノーザ ソフトウェア業 コンサルティング営業職／東京 13080-650398 2 5年以内

1 株式会社　アクト ソフトウェア業 人事 13080-689098 1 5年以内

5 日本紙運輸倉庫　株式会社 倉庫業 物流業務に関する事務／関東 13010-670298 5 3年以内

8 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 一般職（事務職、検査スタッフ） 13150-13598 1 3年以内

18 キョーワ　株式会社 他に分類されない製造業 事務 27010-400798 5 3年以内

21
株式会社　ファースト・デザイン・シス
テム

電気機械器具修理業 ＩＴ事務 13080-598298 1 3年以内

24 ＨＫＴ　株式会社 自動車・同附属品製造業 一般事務 14090-138798 2 不可

29
社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業
協会　東京手話通訳等派遣センター 障害者福祉事業

社会福祉法人運営に係る業務一般事
務

13080-647898 1 3年以内

30 ＦＳＸ　株式会社 洗濯業 一般事務 13150-96298 1 3年以内

37 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

38
株式会社　ペガサスグローバルエク
スプレス

その他の運輸に附帯するサービ
ス業

倉庫事務（輸入青果物） 13130-246898 1 1年以内

45 株式会社　三浦組 一般土木建築工事業 総務・経理 13200-77098 5 10年以内

2 営業

1 総合職

第２部

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

部
職種
区分

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒

4 接客・販売 10 株式会社　オカダヤ
その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

販売 13080-120098 24 3年以内

1 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

11 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13200-18598 20 3年以内

12 株式会社　イクス その他の技術サービス業 プログラマー・システムエンジニア 13040-41098 3 3年以内

21
株式会社　ファースト・デザイン・シス
テム

電気機械器具修理業 カスタマーエンジニア職 13080-333398 2 3年以内

23 株式会社　アントレンド ソフトウェア業 プログラマー 13040-277298 3 5年以内

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

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

13040-363498 4 3年以内

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

13040-364198 3 3年以内

33 ＮＩＣ　株式会社
通信機械器具・同関連機械器具
製造業

ソフトウェア開発 13146-170298 1 3年以内

34 株式会社　ライズテック ソフトウェア業
プログラマ／インフラエンジニア／ＩＴ
サポート

13070-43498 3 3年以内

40 株式会社　インフィニティループ 情報処理・提供サービス業 通信機器設計運用エンジニア 13146-195198 2 3年以内

40 株式会社　インフィニティループ 情報処理・提供サービス業 ソフトウエア開発 13146-196298 3 3年以内

41 株式会社　テイルウィンドシステム 情報処理・提供サービス業 Ｗｅｂシステム開発 13150-40098 5 3年以内

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

6 福祉職 42 ヒューマンライフケア　株式会社 老人福祉・介護事業 介護専門職（関東） 13080-560698 30 3年以内

2 セントラル警備保障　株式会社 警備業 警務職（機械警備） 13080-313098 10 3年以内

2 セントラル警備保障　株式会社 警備業 警務職（常駐警備） 13080-310298 20 3年以内

2 セントラル警備保障　株式会社 警備業 警務職（運輸警備） 13080-311598 10 3年以内

2 セントラル警備保障　株式会社 警備業 技術職 13080-314798 5 3年以内

12 株式会社　イクス その他の技術サービス業
フィールド技術者【大型施設空調設
備】

13040-40898 3 3年以内

15 株式会社　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 機械設計・電気設計・研究開発 13160-11398 3 3年以内

15 株式会社　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 製造・工程管理 13160-13198 2 3年以内

16 株式会社　クロステレビビジョン
映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

制作 13080-274898 1 不可

16 株式会社　クロステレビビジョン
映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

放送技術 13080-275098 1 不可

16 株式会社　クロステレビビジョン
映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業

制作技術 13080-276798 12 不可

22
サンコー・エア・セルテック　株式会
社

その他の運輸に附帯するサービ
ス業

航空関連技能職 13010-476698 30 3年以内

24 ＨＫＴ　株式会社 自動車・同附属品製造業 生産技術 14090-139698 2 不可

24 ＨＫＴ　株式会社 自動車・同附属品製造業 設計開発 14090-140498 2 不可

27 株式会社　マコト 食堂，レストラン 調理 13060-123298 2 3年以内

27 株式会社　マコト 食堂，レストラン 店舗管理 13060-125898 5 3年以内

30 ＦＳＸ　株式会社 洗濯業
セールスドライバー※高付加価値おし
ぼりデリバリー関連業務

13150-97598 3 3年以内

31 株式会社　エイト
他に分類されない事業サービス
業

翻訳（米軍・海外事業部） 13146-23198 2 5年以内

31 株式会社　エイト
他に分類されない事業サービス
業

現場管理（建物総合事業本部） 13146-26898 2 5年以内

33 ＮＩＣ　株式会社
通信機械器具・同関連機械器具
製造業

技術職 13146-171598 1 3年以内

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 不動産事業（開発・販売）一般職 13080-125498 2 3年以内

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 不動産事業（開発・販売） 13080-128598 2 3年以内

38
株式会社　ペガサスグローバルエク
スプレス

その他の運輸に附帯するサービ
ス業

倉庫内作業（輸入青果物） 13130-247098 1 1年以内

43 株式会社　ノーザ ソフトウェア業 インストラクター職／埼玉 13080-649798 1 5年以内

44 関口電気　株式会社 電子応用装置製造業
試験検査要員（電子機器の試験検
査）

13146-197598 1 3年以内

44 関口電気　株式会社 電子応用装置製造業 電気回路設計者 13146-198898 1 3年以内

45 株式会社　三浦組 一般土木建築工事業 建築工事施工管理 13200-75598 5 3年以内

45 株式会社　三浦組 一般土木建築工事業 設計・積算補助 13200-76898 5 3年以内

第２部

7 専門職・
その他

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

職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

1総合職 第１部 6

株式会社　大戸屋
食堂，レストラン
1317-615648-9

店舗運営に関わるマ
ネジメント幹部候補生
（総合職）
13170-2798

入社後は３ヶ月間の研修。（基礎知識、マナー研修、接客・調理、店舗実践研修）店
舗で接客と調理業務の基礎を経験。約３ヶ月の実践研修ではお客様のお迎えから料
理提供、会計、お見送りまでの業務をします。その後６か月で接客を含む、調理の開
店準備・営業中・閉店業務の仕事を習得。入社１年目から予算作成、予算管理、食
材・消耗品の発注、棚卸し、現金管理、アルバイトスタッフさんの教育やシフト作成な
どのお店に関わることを習得。２年目以降の業務は、接客・調理指導者、店長、本部
スタッフのキャリアを目指します。

40 大学院、大学、
短大、専修学校

・外国籍の方
は、日本語能力
試験Ｎ２以上・
簡単なＰＣ入力
できる方

3年以内

1総合職 第１部 7

株式会社　山　六
建築材料卸売業
1314-102927-0

総合職（卸売業務全
般）
13146-95698

・建設資材総合商社として、建設に関する資材・機材・工具等全般を手がけている会
社です。・売上先は大手ゼネコンをはじめ、総合建設会社向けが中心です。・建設市
場からの要望に対応するため、東京都内の営業所（ネットワーク）を生かした販売体
制を確立しています。・入社後は、当社が扱っている商品を覚えてもらうために「営業
所」に配属となり卸売業務全般に携ってもらいます。具体的には、「受発注業務」「在
庫管理業務」「配送業務」「伝票処理業務」等です。

3 大学卒 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社後の取
得でも可

5年以内

1総合職 第１部 12

株式会社　リクルートＲ
＆Ｄスタッフィング
その他の専門サービス
業
1301-628851-2

総合職
13010-1124198

・リクルートグループにおける技術者派遣の会社です。
・総合職の為、適性によって営業、人事・総務、企画、採用などの業務に携わってい
ただきます。
・始めは営業としてスタートし、お客様（大手製造メーカー）の悩み事を解決していきま
しょう。先輩社員の同行から始まりますので、安心してくださいね。
※就業場所は本人の希望と会社の状況により決定します。※従業員数（就業場所）
は本社の人数を記載しています。

5 大学卒（学部学
科不問）

不問 不可

1総合職 第１部 23

国産機械　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1314-200185-6

技術系総合職
13146-148598

【設計・開発】：自動車を中心とした、生産設備の設計・開発【生産技術】：客先設計部
署との新部品検討～社内での試作部品製作検討～量産化の為の工程設定【設備・
組立】：自動車を中心とした、自社で設計・開発した生産設備の組み立てを行う。【３Ｄ
オペレーター】：部品製作用の２Ｄ、３Ｄデーター加工及び部品の生産準備にかかわ
る事務作業＊主な仕事内容の詳細に関しては、説明会及び工場見学の際にご案内
させて頂きます。＊専門的な仕事もありますが社内の研修、ＯＪＴ研修で学んで頂き
ます。

6 大学院・大学・
短大・高等専門
学校履修科目：
理系が望ましい

不問 3年以内

1総合職 第１部 26

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

総合職（ゲーム・Ｗｅｂ
業界向け技術職）
13070-9398

＜総合職＞
■ゲームエンジニア：ゲームソフト開発
■システムエンジニア：Ｗｅｂシステム開発
■インフラエンジニア：ネットワーク構築・運用
※入社後、適性を判断し試用期間後に配属となります。
☆「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

15 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 5年以内

1総合職 第１部 27

西東京バス　株式会社
一般乗合旅客自動車運
送業
1314-101213-5

事務職（総合職）
13146-158098

バス運行管理業務、
労務管理業務、
運行に関する企画立案、
一般管理業務

3 大学（履修科目
不問）

普通自動車運
転免許（取得予
定可）

3年以内

1総合職 第１部 43

高砂鐵工　株式会社
非鉄金属・同合金圧延
業
1309-200269-5

総合職
13090-371298

当社は東京都内（板橋区）に本社と製造工場を有する鉄鋼素材製品の製造・販売を
している企業です。
（日本製鉄グループ、東証２部上場、創立９６周年）日本で最初に鉄鋼素材みがき帯
鋼の製造を開始。
主に自動車部品に使われるみがき帯鋼とステンレスを提供して会社に貢献していま
す。・総務、経理、営業、原料購買、技術営業、商品開発、設備管理（電気・機械）、操
業技術、品質管理スキル、適性によって上記のいずれかの仕事をしていただきます。

3 大学院・大学・
短大・専修・高
専卒業見込者
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

1総合職 第１部 44

株式会社　ニットー　東
京中央営業所
建物サービス業
2302-617030-7

総合職（営業他）
13030-145798

取引先から依頼のあった工事に対して、現地調査を行い最適な改修方法を提案して
頂きます。そのためには、材料や工法などの知識習得努力が必要です。取扱い物件
の多くは一戸建ての建物ですが、ビル・マンション等の大型物件もあります。工事受
注後は、日程の調整、施工者や材料の手配、現地確認などの業務があり、場合に
よっては施工の手伝いをすることもあります。工事完了後、取引先への報告書提出、
社内書類作成などをして頂きます。社用車にて現場に出向くことが多く、施工管理の
要素が大きい仕事です。

6 大学院・大学卒
高専・専修学校
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

2営業 第１部 11

株式会社　ムラコシ精工
ファインコンポーネンツ
事業部
自動車・同附属品製造
業
1315-200066-0

営業
13150-2498

自動車用ブレーキ部品及び精密機能部品の販売主な業務
・ルート技術営業
・既存取引先の情報収集
・新規品受注の為の営業活動
・見積作成
・製品納期管理
・新規取引先の開拓など

1 不問 普通自動車運
転免許

3年以内

2営業 第１部 18

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 第１部 23

国産機械　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1314-200185-6

営業職及び事務職
13146-145498

【営業】：お客様の要求を社内に伝え、実現させると共に、自社の技術をお客様へ提
案し、より良い製品を生み出していく・主な仕事内容の詳細に関しては、説明会及び
工場見学の際にご案内させて頂きます。
【製造現場での事務作業全般】・自動車部品の製造にかかわる事務作業・品質管理
及び生産管理事務、経理事務等＊総務経理：社内の生産活動がよりスムースに進
められるよう、レクリエーションの企画・開催など様々な支援をする。
＊専門的な仕事も履修科目不問です。社内の研修、ＯＪＴで学んで頂きます。

4 大学院・大学・
短大・高等専門
学校（履修科目
不問）

不問 3年以内

2営業 第１部 29

株式会社　ガリレオ
電気機械器具卸売業
1314-304488-3

セールススタッフ
13146-126698

・新規開拓：既存のお客様からのご紹介や、テレアポを通して商談のアポイントを取っ
ていただきます。飛び込み営業は一切ありません。・商談：お客様のもとに訪問し、商
品や規格の案内を行います。最初は先輩社員に同行して、どういった流れで行われ
るのか学ぶところからスタートします。・見積書や提案書の作成：お客様に提出する
各種見積書や提案書を作成します。基本的なＰＣスキルを必要としますが、決まった
フォーマットがあるので入力が出来れば問題ありません。その他習熟度に応じて施工
後の対応などもしていただくようになります。

1 能開校以上 普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

2営業 第１部 35

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 第１部 38

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

職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

2営業 第１部 39

東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業
1409-1063-6

営業
14090-41398

営業（国内）
・温度制御機器（事務用厨房機器、理化学機器等）のメーカーへの営業
・ルート（営業）訪問及び新規開拓の営業

2 不問 普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

2営業 第１部 40

ＲＩＴＡエレクトロニクス
株式会社
他に分類されない事業
サービス業
2301-624106-3

営業職
23010-189698

プリント配線板の法人向けマーケティング、販売
＜主な担当業務＞
顧客対応、見積、
オーダー、納品、
クレーム一次対応、請求、
売掛金入金差異管理、集金等

1 大学院大学 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

3事務 第１部 5

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 第１部 8

中央電子　株式会社
電子応用装置製造業
1314-100956-0

事務職（人事・資材購
買）
13146-32298

＜仕事の内容＞
・人事（人事教育部）：採用活動、労務
・資材購買（調達部）：部品材料の調達業務
＊新入社員は社内、社外研修後、配属先にてＯＪＴ研修、実務研修があります。（約
３ヶ月間）
【事業所の詳細に関してはホームページをご覧下さい。】

2 ・専門卒以上・
履修科目不問

・普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可・入社時まで
の取得可）

3年以内

3事務 第１部 18

太陽建機レンタル　株式
会社
各種物品賃貸業
2201-102381-4

事務職
22010-215398

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

2 大学、短大、専
門学校卒
(学部・学科不
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

3事務 第１部 21

株式会社　和僑
他に分類されない小売
業
1409-110429-3

一般事務（一般職）
14090-129098

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

8 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 5年以内

3事務 第１部 25

泰榮エンジニアリング
株式会社　東京事業所
その他の技術サービス
業
1309-632174-5

事務職
13090-73298

１．設計技術者のサポートとして下記の業務を行います。・英語図書の翻訳・英語図
面の修正・技術英単語集の作成・電話、来客対応
２．海外プラント供給部品及び技術者の派遣手配業務を行います。・海外顧客との
メール対応・見積り、注文、製品出荷・海外派遣手配（ビザ入手の文章、現地宿舎等
の依頼）
・社内他部門、取引先との各種調整・電話、来客対応

2 大学院・大学・
短大卒（学部・
学科不問）

英検２級、又は
ＴＯＥＩＣ６００点
程度

3年以内

3事務 第１部 29

株式会社　ガリレオ
電気機械器具卸売業
1314-304488-3

総務・経理事務職
13146-128398

防犯カメラをはじめとするセキュリティシステムの販売、施行会社でのお仕事です
・経理事務：月次、年次決算処理、賃金繰り、スケジュール管理、売掛金、買掛金管
理、出納関連業務、給与計算など
・総務事務：庶務、人事採用業務、備品管理、社会保険関連業務、契約関連業務な
ど
・その他、社内美化や電話応対など管理部門でのお仕事になります。
※ＰＣでの作業が主な仕事になります。

1 不問 日商簿記３級以
上もしくは同等
の知識

3年以内

3事務 第１部 30

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

一般事務職
13100-37198

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

1 大学・短大卒
（学部・学科不
問）

不問 1年以内

3事務 第１部 30

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

事務職（経理総務部・
人事部）
13100-38298

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

2 大学（学部・学
科不問）

不問 1年以内

3事務 第１部 37

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 第１部 37

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 第１部 38

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

4接客・販
売

第１部 21

株式会社　和僑
他に分類されない小売
業
1409-110429-3

店舗運営・販売
（一般職）
14090-130998

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

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 5年以内
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職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

4接客・販
売

第１部 24

株式会社　銀座山形屋
男子服小売業
1302-401811-5

販売（オーダー紳士
服、婦人服の販売／
首都圏）
13010-755698

創業１１２年のオーダー紳士服専門店・メンズ・レディースオーダースーツの店舗販
売、および取引先催事会場での展示接客販売。
お客様お一人おひとりに合った服選びのお手伝いをしていただきます。・ファッション
への興味が活かせる仕事です。
お客様お一人おひとりに満足していただけるスーツ選びのお手伝いをしていただきま
す。「あなたのファッションセンスを当社で発揮しませんか！」
＊就業場所に関しては適性に応じ決めさせていただきます。

10 大学院・大学・
短大・専修学校
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 3

高度情報通信　株式会
社
ソフトウェア業
1308-452907-4

サーバーエンジニア
13080-75698

企業向け案件のシステム開発を行います。クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用し
たＷＥＢ開発、その他業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境
です。各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニ
アやサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。当社はＩＴスクールを運営していて
研修制度が充実していますので、未経験の方でも安心してご応募してください。研修
終了後は、プロジェクトに着任して先輩のサポートを受けながら、経験をつんでいきま
す。

2 大学院、大学、
短大、高専専修
学校

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 3

高度情報通信　株式会
社
ソフトウェア業
1308-452907-4

ネットワークエンジニ
ア
13080-76998

企業向け案件のシステム開発を行います。クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用し
たＷＥＢ開発、その他業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境
です。各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニ
アやサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。当社はＩＴスクールを運営していて
研修制度が充実していますので、未経験の方でも安心してご応募してください。研修
終了後は、プロジェクトに着任して先輩のサポートを受けながら、経験をつんでいきま
す。

2 大学院、大学、
短大、高専専修
学校

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 3

高度情報通信　株式会
社
ソフトウェア業
1308-452907-4

プログラマー
13080-77398

企業向け案件のシステム開発を行います。クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用し
たＷＥＢ開発、その他業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境
です。各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニ
アやサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。当社はＩＴスクールを運営していて
研修制度が充実していますので、未経験の方でも安心してご応募してください。研修
終了後は、プロジェクトに着任して先輩のサポートを受けながら、経験をつんでいきま
す。

5 大学院、大学、
短大、高専専修
学校

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 3

高度情報通信　株式会
社
ソフトウェア業
1308-452907-4

システムエンジニア
13080-78498

企業向け案件のシステム開発を行います。クラウド開発、ＪＡＶＡやＣ＃などを使用し
たＷＥＢ開発、その他業務系開発などの様々な分野のプロジェクトで活躍できる環境
です。各プロジェクトで、プログラマー、システムエンジニア、及びネットワークエンジニ
アやサーバーエンジニアとして活躍して頂きます。当社はＩＴスクールを運営していて
研修制度が充実していますので、未経験の方でも安心してご応募してください。研修
終了後は、プロジェクトに着任して先輩のサポートを受けながら、経験をつんでいきま
す。

5 大学院、大学、
短大、高専専修
学校

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 5

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 第１部 5

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 第１部 5

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

5ＩＣＴ系 第１部 10

株式会社　プラネット
情報処理・提供サービ
ス業
1307-305638-3

サーバーエンジニア
13070-468698

サーバー機器やネットワークの運用、保守、監視をする業務。監視ツールを用い、不
具合や障害を検知した際は調査などの対応をします。
サービスの品質を保つために、日々監視し、障害などを未然に防ぐ重要な役割を
担っています。
ゆくゆくは監視業務だけでなく、サーバーやネットワークの構築なども習得していただ
き、スキルアップしていただきたいと考えています。

1 四年生大学卒、
大学院卒（全学
部、全学科）、２
０２０年３月卒業
予定者既卒可

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 10

株式会社　プラネット
情報処理・提供サービ
ス業
1307-305638-3

プログラマー・システ
ムエンジニア
13070-319098

自社製品のＰＯＳレジパッケージシステムの開発。
・カスタマイズ作業（お客様の要望を聞いて機能の追加・改修などを行う作業）
・パッケージシステムのバージョンアップ作業。
・受託したアプリケーション開発など。
・開発言語：Ｃ＃
・まずはプログラマーとしてスキルを身につけてもらい、ゆくゆくはシステムエンジニア
にステップアップして活躍していただきたいと考えています。

2 四年生大学卒、
大学院卒（全学
部、全学科）、２
０２０年３月卒業
予定者既卒可

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 13

メディアミックスソリュー
ションズ　株式会社
ソフトウェア業
1307-656416-7

＜文理不問＞ＩＴ開発
エンジニア
13070-149198

【企業向けシステムのアプリケーション開発】
・基本設計、詳細設計、プログラミング、テストの中からまずは「テスト業務」を行って
いただきます。
・仕様書やマニュアルの作成、開発環境の構築なども行う場合もあります。
・使用する言語はプロジェクトによって様々です。配属先の先輩社員が一から教えて
いくので、ご安心ください！＊配属後は、２週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月に先輩と面談
を実施！悩みの相談やキャリアアップを後押しします！

5 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 13

メディアミックスソリュー
ションズ　株式会社
ソフトウェア業
1307-656416-7

＜文理不問＞インフ
ラエンジニア
13070-151098

【お客様が安心してシステムを利用できるよう守ります】
システムが停止しないよう、２４時間３６５日監視をするお仕事です。「縁の下の力持
ち」としてＩＴ社会において必要不可欠な存在です。
・データセンター内でのシステム監視と点検・サーバ機器の点検、トラブル対応・巡回
点検、モニター監視・サーバ、ネットワーク機器の運用オペレーション・システムの設
定管理、変更対応＊配属後は、２週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月に先輩と面談を実施！
悩みの相談やキャリアアップを後押しします！

5 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 13

メディアミックスソリュー
ションズ　株式会社
ソフトウェア業
1307-656416-7

＜文理不問＞ＩＴサ
ポート事務
13070-153698

【お客様のトラブルを解消します】お客様から直接「ありがとう」と感謝の言葉をいただ
ける機会が多く、達成感を感じれられるお仕事です。
・ＰＣやスマホの操作やＯｆｆｉｃｅの使い方などに関する問い合わせ対応・電話、メール
対応・プリンターやＦＡＸなど周辺機器の設定やＰＣの不具合対応・ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄで
議事録の作成、マニュアルの修正・システムのデータ入力
＊配属後は、２週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月に先輩と面談を実施！悩みの相談やキャ
リアアップを後押しします！

5 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 14

日本エクス・クロン　株
式会社
ソフトウェア業
1308-615077-0

システムエンジニア
13080-292098

【制御系を中心としたソフトウェア開発】
宇宙通信、核融合エネルギー、医療情報、電力、産業系など）
※この他、ビッグデータ、ＡＩ関連、金融システム関連など様々な分野に参画しており、
システム開発を通じ世の中に貢献します。
※入社後は主にプログラミングとなりますが、先輩社員の指導の下で作業を行いま
す。開発言語はＣ，Ｊａｖａが基本です。マンマシンインターフェイスの画面系と通信系
開発を通じてユニークなＳＥに成長していただきます。

6 大学院大学短
大高専専修学
校（学部学科不
問）

不問 3年以内
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既卒者
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5ＩＣＴ系 第１部 22

株式会社　クレスト
ソフトウェア業
1320-7491-3

プログラマー（本社／
府中市）
13200-7498

民生品電子機器の組込ソフトウェアの開発業務、地図ソフト関連を中心としたアプリ
ケーション開発業務（Ｗｅｂ／Ａｎｄｒｏｉｄ／ｉＯＳ）などコピューター機器に関わるソフト
ウェア開発業務を担当していただきます。

2 大学院卒、大学
卒、短大卒、高
専卒、専修学校
卒

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 28

中川システム　株式会
社
ソフトウェア業
1303-209642-9

システムエンジニア
プログラマー
13030-40798

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

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

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 28

中川システム　株式会
社
ソフトウェア業
1303-209642-9

システムエンジニア
プログラマー／府中
市
13030-41698

＊遠隔監視システム、スマートグリッド（次世代送電網）システム、ネットワーク通信シ
ステム、鉄道ソリューション、非破壊検査システム、業務ソフトウエアのプラットフォー
ムシステム等の開発＊ＴＣＰ／ＩＰ（Ｓｏｃｋｅｔ）による通信システムの開発＊ＵＭＸ／Ｌｉｎ
ａｘ／Ｗｉｎｄｏｗｓでのソフトウェア開発＊Ｃ言語，Ｊａｖａ，Ｃ＃＊Ｏｒａｃｌｅ，ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ
等＊府中事業所、お客様オフィスでの勤務です。＊経験不問、必要資格なし。未経験
者でも試用期間（３ケ月間）の間に業務上必要な知識を身につけられるよう、先輩社
員が指導に当たります。

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

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 31

株式会社　エスケイツー
ソフトウェア業
1307-358874-9

サポートデスク
13070-235398

お客様（社内）のシステムやＰＣ（スマホ、タブレット）の運用サポートを行っていただき
ます。
未経験の方でも受講可能な社内勉強会も定期的に行っており、一人一人が明確な目
標を立てて着実にスキルアップできます。
年に２回キャリアコンサルティング（個人面談）を行いワークライフバランスの取り組
みを実施。

2 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 31

株式会社　エスケイツー
ソフトウェア業
1307-358874-9

ＩＴエンジニア
13070-236498

コンピュータのシステムやネットワークの設計、構築（開発）、ｗｅｂサイト作成、運用保
守などシステムエンジニアとしてキャリアを積むことができます。
情報技術者取得に向けた社内勉強会も定期的に行っており、一人一人が明確な目
標を立てて着実にスキルアップできます。
分からない事があれば営業や先輩エンジニアがしっかりフォローします。
年に２回キャリアコンサルティング（個人面談）を行いワークライフバランスの取り組
みを実施。

2 能開校専修学
校高専短大大
学大学院

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 32

株式会社　第一コン
ピューター
情報処理・提供サービ
ス業
1307-114529-0

オペレーター
13070-467798

・システム運用管理監視 2 大学高専専門 不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 32

株式会社　第一コン
ピューター
情報処理・提供サービ
ス業
1307-114529-0

プログラマー
13070-469998

・システム開発 2 大学院・大学・
短大・高専・専
門

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 33

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、ＵＮＩ
Ｘ、Ｌｉｎｕｘサーバーの構築等当社では、社外プロジェクトは先進技術に触れられる大
手企業案件に拘っています。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。「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

5ＩＣＴ系 第１部 34

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
ソフトウェア業
1320-615094-3

プログラマー
13200-16198

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

2 専門学校・短
大・大学・大学
院卒業

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 34

ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
ソフトウェア業
1320-615094-3

システムエンジニア
13200-17298

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

2 専門学校・短
大・大学・大学
院卒業

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 36

株式会社　東　光
他に分類されない卸売
業
1304-250903-1

社内ＳＥ
13040-767298

社内の各種システムの開発、ソフトウェア・ハードウェアの運用管理や、社内の各部
署からのＰＣ、システムに関する問い合わせへの対応などを行って頂きます。

1 大学、短大、専
修学校（学部学
科不問）

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 41

スカイリーフ　株式会社
ソフトウェア業
1307-634215-5

ソフトウェアエンジニ
ア
13070-178798

主に企業の業務ソフトウェアの開発を行います。最初の１～３年は数人から十数人で
チームを組み、そのチームリーダーの指示の下で開発業務につきます。具体的に
は、プログラミング、単体テスト、結合テスト、総合テスト、管理・運用・保守などです。
通常３年を経過すると、上記業務にお客様とのやりとり、設計業務、新人教育業務、
管理業務などが加わり、システムエンジニアとして活躍しています。★プログラミング
に興味はあるけれどどう始めたらいいのかわからない方、ＰＣをさわるのが好きだと
いう好奇心のある方、十分に弊社の仲間になるのに向いています。

5 不問 日本語能力試
験Ｎ１同等の資
格必須

3年以内

5ＩＣＴ系 第１部 42

システムスリーテン　株
式会社　東京オフィス
情報処理・提供サービ
ス業
1301-667015-2

１．プログラマー２．
ネットワークエンジニ
ア
13010-280798

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

5 不問 不問 3年以内

6福祉職 第１部 2

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／グルー
プホーム
13010-42298

グループホームにおける介護業務全般・入浴、食事、排泄、レクレーション、記録、バ
イタルチェック、リハビリ補助
＊不安なことや分からないことなど、気軽に先輩スタッフにお聞き下さい。
＊一緒に楽しい施設を運営していきましょう。
※就業場所人数は「はなまるホーム八広」の人数を表記＊就業場所に関しては、本
人の希望及び適性に応じ決めさせていただきます。
全国１８ヶ所の事業所（詳細はＨＰを参照下さい）

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
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職種区分 部
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事業所番号
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求人番号
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必要な免許
・資格

既卒者
の応募

6福祉職 第１部 2

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／デイ
サービス
13010-43598

デイサービスにおける介護業務全般になります。・送迎、入浴、排泄、リハビリ補助、
レクレーション、記録＊無資格の方も大歓迎！しっかりサポートいたします。＊不安な
ことや分からないことなど、先輩スタッフにご相談下さい。
＊一緒に楽しい施設を運営していきましょう。※就業場所人数は「はなまるデイサー
ビス南千住」の人数を表記※就業場所に関しては、本人の希望または適性により配
属先を決定いたします。全国に５ヶ所デイサービスを運営しております。
詳細は面接時にお伝えいたします。（詳細はＨＰを参照下さい）

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
卒（学部・学科
不問）

不問 3年以内

6福祉職 第１部 2

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／小規模
多機能ホーム／はな
まるライフ草加松原
13010-48998

小規模多機能ホームにおける介護業務をお願いします。通い・泊り・訪問の３つの
サービスを提供します。
【仕事内容】・入浴、食事、排泄の介助。・調理や掃除などの生活援助。・レクリエー
ションの企画、実施。・介護記録の記入。
＊先輩社員がしっかりサポートいたします。
＊社会人マナーや介護技術など様々な研修をご用意しております。一緒にキャリア
アップを目指しましょう。

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

6福祉職 第１部 2

株式会社　愛誠会
老人福祉・介護事業
1301-562799-8

介護スタッフ／有料老
人ホーム／はなまる
ハウス弥生台／横浜
13010-55798

介護付有料老人ホーム（４１室）での介護業務になります。【仕事内容】・入浴、食事、
排泄の介助・レクリエーションの企画、実施・介護記録の記入・リハビリ補助・巡回（夜
勤）＊先輩社員がしっかりサポートいたします。＊各種研修をご用意しております。詳
細は補足事項をご覧ください。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
卒（学部・学科
不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 1

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

技術職
13060-78898

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

2 大学院大学短
大高専

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 4

新光電業　株式会社
電気通信・信号装置工
事業
1314-101178-3

鉄道通信設備技術員
13146-18898

【主な仕事の内容】・駅～駅間における各種通信ケーブル（光・メタル）の新設・接続・
切替・撤去及び通信管路、通信機器等の新設・撤去・駅構内における各種通信ケー
ブル（光・メタル）の新設・接続・切替・撤去及び各種通信機器（ホームスピーカー・監
視用カメラ・連絡用電話機他とその付随設備）の新設・切替・撤去・上記設備工事に
関する測量・設計★鉄道路線での作業の特異性を踏まえ、少数精鋭主義を揚げて地
域密着指向で日々尽力している私どもですが、未来の鉄道の安全安定輸送・利便向
上を担って頂ける方の参画を期待しております。

2 不問 普通自動車運
転免許（入社後
の取得も可）

3年以内

7専門職・
その他

第１部 8

中央電子　株式会社
電子応用装置製造業
1314-100956-0

技術職
13146-31198

＜仕事の内容＞・応用開発・・・コンピューター技術、計測制御、画像処理、通信制御
技術等を駆使したシステム機器、製品の開発。
・システム構築・・セキュリテイ、システム、ネットワーク構築など・電子回路設計・
ファームウェア、アプリケーション開発
＊新入社員は社内、社外研修及びものづくり研修等の後、配属先にてＯＪＴ研修、実
務研修があります。（約３ヶ月間）
【事業所の詳細に関してはホームページをご覧下さい。】

10 ・専門卒以上・
電気・電子・通
信情報・機械他

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 9

北王流通　株式会社
一般貨物自動車運送業
1310-102496-1

キャリアアップドライ
バー職さいたま市／
川崎市／厚木市
13100-49098

＜ドライバー職＞未来の幹部候補生として様々な経験を積んでいただきます。入社
後、本社にて業務やキャリアアッププラン等の研修を受けて頂きます。【免許の有無
は関係ありません】トラック乗務の為の免許取得（２ｔ～４ｔ）費用は当社が負担しま
す。実際にトラック乗務までの期間は先輩ドライバーとマンツーマンで実際の業務を
体験していただき、仕事をしながらの免許取得を全力でサポートします。※１年目は
通年での社内研修を行いながら将来の管理職、エキスパート職等自分の将来像を一
緒に考えていきましょう。

3 大学院・大学・
短大・高専（学
部学科不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 9

北王流通　株式会社
一般貨物自動車運送業
1310-102496-1

ロジスティクスマネジ
メント職さいたま市／
川崎市／厚木市
13100-50998

ロジスティクスマネジメント（倉庫管理）職幹部候補生として様々な経験を積んで頂き
ます。○入社後、本社にて業務やビジネススキル等の研修を受け、適性に合わせ
て、各センターに配属されます。○各センターにおいては、倉庫管理職として出荷業
務や庫内管理業務に従事して頂きます。食材の仕分け作業や商品管理、倉庫管理
を最新のＩＴ技術を用いて業務にあたっていきます。※１年目は通年での社内研修を
行いながら将来の管理職、エキスパート職等自分の将来像を一緒に考えていきま
しょう。

3 大学院・大学・
短大・高専（学
部学科不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 15

株式会社　コンテック
建築工事業
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

第１部 16

三興マテリアルサプライ
株式会社
その他の金属製品製造
業
1304-248910-9

資材調達・営業、継
手・バルブ製品の設
計・製造
13040-463098

【資材調達・営業】プラント・設備に必要な資材の調達を行います。品質・価格・納期と
いったニーズに応えるべく、国内・海外との多くのコネクションと連携し、また新たな取
引先も開拓していきます。多くのユーザーに親しまれている自社ブランドの高性能継
手「Ｓ－ｊｏｉｎｔ」の営業販売を行います。【継手・バルブ製品の設計・製造】自社ブラン
ドの高性能継手「Ｓ－ｊｏｉｎｔ」の設計を行います。製造は自社工場（横浜市福浦）に
て、材料から加工・組立・出荷まで一貫した品質管理で行います。※本人の適性と希
望（就業場所を含む）を考慮し配属先を決めます。

3 大学、短大、高
専、専修学校卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

5年以内

7専門職・
その他

第１部 17

学校法人　上野法律学
園　上野法律専門学校
専修学校，各種学校
1303-210799-1

専門学校教員（自然
科学分野及び人文・
社会分野の担当教
員）
13030-39598

公務員希望者を対象とした全日制の専門課程のある専門学校です。主に高校を卒
業したばかりの生徒を対象とし、初級公務員試験の受験指導のため、まずは講義を
担当していただきます。講義は文系から理系の各科目ですが、その中で御自身の得
意分野を中心に講義をしていただきます。入社半年以上は、原則として講義を行うこ
とはありません。また、講義に伴う準備業務（テスト作成など）や成績管理業務、出張
等で高校生対象の公務員講座での単発講義を担当してもらいます。残業はほとんど
ありません。経験、能力、研修により担当教科を増やしていただきます。

2 大学卒業以上 不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 19

株式会社　ホープ
土木工事業
1309-411136-3

土木工事（公共工事
を主とする）の施工管
理
13090-133998

公共土木工事における施工管理・工程管理～
工事の計画に対する進行管理・品質管理～
施工に対する出来映えの管理・安全管理～
施工現場における安全の管理・原価管理～
工事における支出の管理・出来高管理～
工事目的物を管理基準内で施工する

10 大学卒業（見込
み）（土木工学）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 19

株式会社　ホープ
土木工事業
1309-411136-3

建築リノベーション事
業の施工管理
13090-134398

建築リノベーション事業における施工管理・工程管理～
工事の計画に対する進行管理・品質管理～
施工に対する出来映えの管理・安全管理～
施工現場における安全の管理・原価管理～
工事における支出の管理・出来高管理～
工事目的物を管理基準内で施工する

2 大学卒業（見込
み）（建築）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 20

ミノシマ　株式会社
電気工事業
1307-323799-2

電気工事職
13070-101898

工事用電気設備工事（仮設電気工事）における、受電設備の設置・配線工事
【具体的には】■受電設備の設置■屋外・屋内幹線工事■分電盤設置■仮設照明
の取付工事など≪１～２年目仕事内容≫１年目：職長に同行し、一緒に作業を行い
ながら、施工に必要な資材名や、幹線工事、受電設備・分電盤の設置、仮設照明の
取付などの基礎となる作業手順、品質の習得。２年目：職長や先輩社員の指示の
下、設備計画図面に基づき、電力の引込、建柱作業、受電設備の設置、幹線工事、
照明の取付、撤去などを実施。

10 大卒、高専卒、
専修学校、技能
校※電気科履
修が望ましい
が、電気科以外
でも応募可

※準中型５ｔ限
定以上※第二
種電気工事士
以上あれば尚
可

3年以内
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7専門職・
その他

第１部 23

国産機械　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1314-200185-6

製造技術職（製造オ
ペレーター）
13146-146198

【製造技術（製造オペレーター）】・レーザー切断機、溶接ロボット、機械加工、プレス
機を使用しての自動車部品の製造・自動化機械装置、専門機械、省力化機械の製
造
＊主な仕事内容の詳細に関しては、説明会及び工場見学の際にご案内させて頂き
ます。
＊専門的な仕事も履修科目不問です。社内の研修、ＯＪＴで学んで頂きます。

2 大学院・大学・
短大・高等専門
学校（履修科目
不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 23

国産機械　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1314-200185-6

生産管理職・品質管
理
13146-147298

【生産管理】：約９０００種類の自動車部品生産について、順番・量・タイミングなどを
考え、最適な手配と管理を行う
【品質管理】：自動車部品生産時の製品品質の向上と安定・維持させる為、人・設備・
方法・材料のコントロールを行う。
・主な仕事内容の詳細に関しては、説明会及び工場見学の際にご案内させて頂きま
す。
＊専門的な仕事も履修科目不問です。社内の研修、ＯＪＴで学んで頂きます。

4 大学院・大学・
短大・高等専門
学校（履修科目
不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 25

泰榮エンジニアリング
株式会社　東京事業所
その他の技術サービス
業
1309-632174-5

技術職（機械、電気、
ソフト設計）
13090-74598

【機械、電気系】
・発電プラント設備（配管、補機、電気、計装制御）の設計（ＡｕｔｏＣＡＤを使用）
・発電施設への現地調査・改善計画の作成
【情報系】
・電気、電子応用製品の開発、設計・マイコン、パソコン、シーケンサ用プログラム作
成

12 大学院・大学・
高専・専修学校
卒（学部・学科
不問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 29

株式会社　ガリレオ
電気機械器具卸売業
1314-304488-3

施工スタッフ
13146-127998

・防犯カメラ、防犯ゲート等セキュリティ機器の設置、配線、調整作業→施工業務がメ
インのお仕事になります。未経験の方でも、先輩社員に同行して業務を覚えることか
らスタートいたします。資格取得支援制度もあるのでご安心ください。・現場調査→施
工現場に赴き、建物や設置場所の状況、カメラ設置位置の確認などを行います。そ
の他習熟度に応じて、図面の作成やお客様との打ち合わせ、外注業者様の手配など
もお任せします。未経験の方はもちろん、各種資格をお持ちの方、向上心のある方、
「地域の安全活動に取り組みたい」という意識のある方歓迎します。

1 能開校以上 普通自動車免
許（ＡＴ可）

3年以内

7専門職・
その他

第１部 30

葵企業　株式会社
冷蔵倉庫業
1310-5106-6

技術職（フォークリフト
オペレーター）
13100-36498

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

7 大学・能開校
（学部・学科不
問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 37

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

第１部 37

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

第１部 38

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

7専門職・
その他

第１部 39

東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業
1409-1063-6

技術職（ハードウェア
設計）
14090-37598

＊ハードウェア設計：各種産業機械に組み込まれている温度調節機、及び制御機器
等、当社製品のハードウェア回路設計全般を手掛けて頂きます。
＊当社のハードウェア設計は、約３年後には１つのプロジェクトを一人の技術者に全
てまかせる体制をとっています

2 理工学部・工学
部等の学部学
科電子回路を
履修された方

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 39

東邦電子　株式会社
発電用・送電用・配電用
電気機械器具製造業
1409-1063-6

技術職（ソフトウェア
開発）
14090-39098

＊ソフトウェア開発：各種産業機械に組み込まれている温度調整機、及びその制御
機器等、当社製品のソフトウェア開発全般を手掛けて頂きます。
＊当社のソフトウェアの開発は、約３年後には１つのプロジェクトを一人の技術者に
全てまかせる体制をとっています。

2 理工学部・工学
部等の学部学
科・Ｃ言語等を
履修された方

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 43

高砂鐵工　株式会社
非鉄金属・同合金圧延
業
1309-200269-5

機械のオペレーション
（付帯作業、保全業
務、一般事務）
13090-398598

＜日本製鉄グループ/東証二部上場/創立９６年＞
東京都内（板橋区）に本社と製造工場を有し、鉄鋼素材製品の製造・販売をしていま
す。
日本で最初に鉄鋼素材みがき帯鋼の製造を開始。
みがき帯鋼とステンレスを社会に提供し、貢献しています。
主に自動車部品・家電等に使われています。
主な業務は、上記製品の製造のための生産機械（冷間圧延機、焼鈍炉、切断機）の
オペレーション、その関連する付帯作業、保全業務および一般事務です。

6 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

7専門職・
その他

第１部 45

株式会社　飯室機械
一般産業用機械・装置
製造業
1314-100650-0

製造（組立）
13146-191698

●半導体製造装置の組立
大手半導体製造メーカー向けの組立から自社設計、自社での製造品を使用した組立
て
●主な仕事の詳細につきましては職場見学の際にご案内します。

2 大学・大学院卒
（文理、専攻不
問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第１部 45

株式会社　飯室機械
一般産業用機械・装置
製造業
1314-100650-0

製造（機械加工）
13146-192998

●マニシングセンター（NC、工作機械）を使用した金属加工
（CAD、CAMを使用してのプログラミングや機械オペレーター）

2 大学・大学院卒
（文理、専攻不
問）

不問 3年以内
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職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

1総合職 第２部 3

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。

3 大学院・大学・
短大・専修学校

不問 3年以内

1総合職 第２部 8

多摩冶金　株式会社
金属被覆・彫刻業，熱処
理業
1315-201894-9

総合職（技術開発・設
備管理、部門のリー
ダー候補）
13150-14898

金属熱処理における技術向上のための技術開発業務、
作業手順書や仕様書の作成業務、
および設備の予防保全、
メンテナンスなど

3 不問 普通自動車免
許

3年以内

1総合職 第２部 9

株式会社　リンカイ
一般産業用機械・装置
製造業
2708-291527-9

品質保証（事務系総
合職）
27080-87498

○完成した製品がお客様の使用を満たすかを検査したり、その結果を書類にまとめ
たりします。
・書類にまとめる際等はＰＣを使っての作業になります。

1 大学院大学高
専

不問 1年以内

1総合職 第２部 13

三紀運輸関東　株式会
社
一般貨物自動車運送業
1304-664868-0

総合事務職
13040-736798

当社は大手スーパーマーケットへ食品を中心にトラックで運んでいる会社です。トラッ
クドライバーが商品を無事にお届けできるよう、事務職全員でサポートしています。
会社には様々なお仕事がありますが、港区にある東京本社では、採用面接や社員全
体のサポートを担当する「総務・人事グループ」があります。
入社後の研修では、他のお仕事も知ることができるよう、大阪府の吹田市にある大
阪本社やトラックのある支店の事務のお仕事を経験して頂きます。

2 大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不
問）

不問 5年以内

1総合職 第２部 14

京極運輸商事　株式会
社
一般貨物自動車運送業
1302-400684-3

事務系総合職
（企画・管理等の各部
門）
13010-1174298

◇企画・管理・事務・営業事務・又は経営企画で勤務して頂きます。
適性により配属先を決定いたします。
＊当初の配置は、本社各部又は首都圏の支店を予定しており、幹部職員に必要な
知識・経験を積み上げて頂きます。
いづれにしても基礎力が大事です。まずはルーティンワーク身に付けて頂き、逐次実
力を発揮して頂きます。

2 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校各卒（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 第２部 17

株式会社　アートネイ
チャー
装身具・装飾品・ボタン・
同関連品製造業
1307-105769-6

総合職
13070-16698

☆将来の幹部候補として採用を行っていますので、様々なポジションをご経験頂きな
がら、一人一人の適性を考えて配置しております。
［総合職（営業・販売職、本社スタッフ職）］
・オーダーメイドウィッグサロンでの接客応対（入社後、美容師免許を取得）
・企画、開発、管理業務他・営業現場を支えるスタッフとして各部門での専門業務

10 大卒以上※第２
新卒可（２０１７
年３月以降卒業
の方）

不問 2年以内

1総合職 第２部 19

株式会社　ロッテリア
食堂，レストラン
1308-625362

総合職
13080-322798

〈店舗運営マネジメント業務〉・商品の製造・販売
・カウンターでの接客
・売上利益の管理
・人材育成
・在庫管理等
店舗運営マネジメントを学んだ後、オーナー（フランチャイズ）
リージョナルマネージャー/サポートセンター(本社）へのキャリアアップができる

10 不問 不問 3年以内

1総合職 第２部 20

株式会社　小田急レスト
ランシステム
食堂，レストラン
1307-318406-5

総合職
13070-530698

まずは、店舗（カフェレストラン、日本そば、ファストフード等）で接客業務や店舗運営
業務などを経験し、店長をめざし、営業統括マネージャー等へ登用します。
また、本店部門で営業支援業務（営業推進、販売、店舗開発、企画、採用、教育等）
への登用もあります。

10 大学、大学院、
短大、高専、専
修学校卒業

不問 3年以内

1総合職 第２部 28

共和物産　株式会社
こん包業
1307-104565-7

総合職（営業・労務管
理等の事業運営職）
13070-26398

当社は、鉄・アルミニウム・百貨店・住宅建材等、日本の基幹業界において取引先様
の製品や商品の包装、梱包作業を行う、労働集約型の企業です。総合職は一都三
県にある事業所の運営業務を行う職種で、具体的な業務内容としては従業員の労務
管理を中心に作業管理や収益管理、得意先との折衝、人事総務、購買管理等、事業
所運営に必要な一切の業務を行います。また、特に製造系の職場では安全最優先
で作業を行うため、安全対策の検討や安全教育の実施等、安全、品質に対する活動
も重要な仕事の一つです。

3 四年制大学（学
科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ可）ワー
ド、エクセル、パ
ワーポイント操
作できれば尚可
第一種衛生管
理者等、業務に
必要な資格は
入社後随時、当
社費用負担にて

3年以内

1総合職 第２部 32

株式会社　ちよだ鮨
すし店
1302-412557-5

総合職（店舗運営）
13010-303798

◆総合職として店舗運営（持ち帰りすしの製造・販売）に携わって頂きます入社後は
約１年間の研修を経て、翌年から店長や店長不在時などサポートの必要なお店に赴
き店舗作業をする担当者として、店舗運営をお願いします。１．入社後３ヶ月間は研
修施設ですしの知識と技術を習得します２．研修店にて製造・販売の業務を担当しま
す３．４店舗以上での研修勤務を経験後、店長やストアサポート担当としてキャリアを
スタートします＊働きながら自分に合った仕事に出会える会社です。

10 大学院・大学卒
（学部学科不
問）※中退者の
応募：可（中退
後概ね３年、同
条件）

不問 3年以内

1総合職 第２部 36

ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー
株式会社
一般貨物自動車運送業
1308-305538-6

総合職
13080-60398

※将来の幹部、管理職を目指す方、大募集！
物流業務全般（仕分け作業、構内業務、ドライバー）を経験して頂き、営業所での内
勤業務、管理者へとステップアップして頂きます。
本人の希望や推薦により、本社での総務・営業職に就くこともできます！
入社後は、社内の助成制度を活用して頂き、無償で各種運転免許を取得できます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内

1総合職 第２部 36

ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー
株式会社
一般貨物自動車運送業
1308-305538-6

総合職
13080-62198

※将来の幹部、管理職を目指す方、大募集！
物流業務全般（仕分け作業、構内業務、ドライバー）を経験して頂き、営業所での内
勤業務、管理者へとステップアップして頂きます。
本人の希望や推薦により、本社での総務・営業職に就くこともできます！
入社後は、社内の助成制度を活用して頂き、無償で各種運転免許を取得できます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内

1総合職 第２部 36

ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー
株式会社
一般貨物自動車運送業
1308-305538-6

総合職
13080-63298

※将来の幹部、管理職を目指す方、大募集！物流業務全般（仕分け作業、構内業
務、ドライバー）を経験して頂き、営業所での内勤業務、管理者へとステップアップし
て頂きます。
本人の希望や推薦により、本社での総務・営業職に就くこともできます！
入社後は、社内の助成制度を活用して頂き、無償で各種運転免許を取得できます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内

1総合職 第２部 36

ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー
株式会社
一般貨物自動車運送業
1308-305538-6

総合職
13080-65898

※将来の幹部、管理職を目指す方、大募集！
物流業務全般（仕分け作業、構内業務、ドライバー）を経験して頂き、営業所での内
勤業務、管理者へとステップアップして頂きます。
本人の希望や推薦により、本社での総務・営業職に就くこともできます！
入社後は、社内の助成制度を活用して頂き、無償で各種運転免許を取得できます。

2 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 5年以内
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既卒者
の応募

1総合職 第２部 37

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 第２部 37

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 第２部 39

日本リック　株式会社
情報処理・提供サービ
ス業
1301-615050-4

総合職／営業・人材
コーディネーター・ＩＴ
エンジニア・事務
13010-202298

適性や希望を考慮の上、下記の仕事に従事していただきます。
〈営業職〉人材派遣部門において、既存顧客を中心に人材活用の提案や就業中の派
遣スタッフのフォローを行います。
〈人材コーディネーター〉派遣スタッフの登録面談や登録スタッフへの求人案件の紹
介を行います。〈ＩＴエンジニア〉当社受託案件を中心に、システム開発、ネットワーク
構築を行っていただきます。
〈事務〉給与計算、請求書作成、総務事務

5 大学、短大、高
専専修学校（学
部学科不問）

不問 3年以内

2営業 第２部 4

丸喜　株式会社　東京
支店
家具・建具・じゅう器等
卸売業
1303-8170-2

営業（ルート）
13030-101098

・全国の冠婚葬祭互助会、仏壇店、葬儀店等へのルート営業（東京支店の担当エリ
アは関東以北～東北まで）
・入社後は商品知識習得のため、商品管理業務および営業員との同行による納品業
務等を行っていただきます。
・また商品知識習得後、営業知識の習得のため営業員と同行出張をいたします。

2 大学、短大、高
専

普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

2営業 第２部 6

株式会社　ミート・コンパ
ニオン
農畜産物・水産物卸売
業
1315-102305-6

商品開発・営業
13150-82798

・商品開発営業職外食チェーン、量販店（スーパー等）、専門店を中心とした顧客に
向けた、食肉製品の提案、商品開発。
※随時、会社説明会＆工場見学会を実施しております。

2 大学院卒大学
卒短大卒

普通自動車運
転免許があれ
ば尚可（ＡＴ限定
可）

不可

2営業 第２部 6

株式会社　ミート・コンパ
ニオン
農畜産物・水産物卸売
業
1315-102305-6

商品提案営業（ルート
営業）
13150-83698

・商品提案営業職外食チェーン、量販店（スーパー等）、専門店を中心とした顧客に
向けた、原料肉の提案・配送。
※随時、会社説明会＆工場見学会を実施しております。
※準中型自動車免許取得支援制度有

2 大学院卒大学
卒短大卒

普通自動車運
転免許証必須
（ＡＴ限定不可）

不可

2営業 第２部 7

山金工業　株式会社
その他の金属製品製造
業
1801-654-9

営業（東京支店）
18010-347598

１建材部門 自社開発の学校・病院・福祉施設向けの間仕切商品群（ＹＫＳウォール・
ＹＫＳドア）やビル建材商品（鋼製建具関連）の営業活動を行います。
２工場オフィス備品 部門自社ブランドの作業台、書庫などをメインに商社、問屋への
営業活動を行います。
３商社部門 お客様の要望に合わせて最適商品の提案などを行います。１）郵政関連
商品…日本郵政グループが取引先です。２）オフィス用品…公共施設、一般オフィス
が取引先です。

3 不問 不問 3年以内

2営業 第２部 9

株式会社　リンカイ
一般産業用機械・装置
製造業
2708-291527-9

営業職
27080-86398

○上下水道やプラントメーカー等で使用される産業用水処理装置の得意先への営業
活動。
企画、提案から積算、見積もり、商談、納品後の問い合わせ対応まで担当していただ
きます。

1 大学院大学高
専

不問 1年以内

2営業 第２部 15

株式会社　ワイエイシイ
デンコー
一般産業用機械・装置
製造業
1316-302152-4

営業
13160-12498

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

1 ☆大卒 ☆普通自動車
免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

2営業 第２部 16

株式会社　クロステレビ
ビジョン
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス
業
1308-112711-7

営業
13080-273598

テレビ局、広告代理店、制作会社をクライアントとして主に番組制作技術業務のセー
ルスを行う。

1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 不可

2営業 第２部 18

キョーワ　株式会社
他に分類されない製造
業
2701-629222-6

営業
27010-403398

社用車にて建設会社へ足を運び、工事現場で必要となる安全商品をご提案します。
当社は市場シェアＮｏ．１であり、業界において知名度が高く、お客様は大手建設会
社が中心です。
見積書作成、予算打ち合わせ、情報収集などを営業の仕事としています。
新商品や既存商品の改善点などを開発技術部門へ提案することもあります。

10 大学卒、大学院
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 第２部 25

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 第２部 27

株式会社　マコト
食堂，レストラン
1306-8305-7

営業
13060-124598

●卸先への商品提案
●新規開拓
●パーティーランチ営業
●直営売店への配達業務

3 ・大学院卒・大
学卒・短大卒・
高専卒・専修学
校卒・能開校卒

・普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）※入社時ま
での取得で可

3年以内

2営業 第２部 31

株式会社　エイト
他に分類されない事業
サービス業
1314-306900-2

不動産営業（アメリカ
担当者候補）
13146-96998

・アメリカ（ニューヨーク）で不動産営業（売買・仲介等）を行う候補者を募集します。
常にお客様のニーズを考え、国内外を問わず信頼される営業スタッフを目指します。
日本（本社）にて３年程、不動産や営業の基礎を学び、ニューヨークでの勤務にシフト
していく予定です。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）英語（ＴＯＥＩ
Ｃ６５０点以上、
英語検定２級、
その他英語に
関する資格）

5年以内
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既卒者
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2営業 第２部 31

株式会社　エイト
他に分類されない事業
サービス業
1314-306900-2

在日米軍基地内での
営業、現場管理（米
軍・海外事業部）
13146-24298

・建物の清掃や造園などの管理、重機の設備機器のメンテナンス等の米軍基地内の
生活に関わるサービスを提供している事業です。
・在日米軍基地内での営業、パートさんのシフト管理、教育、定期清掃や日常清掃の
代行、設備点検等の現場管理。
お客様の所への訪問営業をおこなっていただきます。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（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 第２部 35

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

営業
13010-744598

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

2 大学卒（学部・
学科不問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）

3年以内

2営業 第２部 37

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 第２部 43

株式会社　ノーザ
ソフトウェア業
1308-400072-9

コンサルティング営業
職／東京
13080-650398

歯科医院を訪問し、各医院のニーズに合わせて当社の製品やシステムの提案を行
う、コンサルティング営業です。
紹介のあったお客様に対し、提案に伺う営業の為、アポイントがとれるまで電話をか
け続けたり飛び込み営業を行うような営業スタイルではありません。
また導入からアフターフォローまで一貫して行うので、お客様と長いお付き合いができ
るやりがいある仕事です。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ可）※入
社までに取得で
可

5年以内

3事務 第２部 1

株式会社　アクト
ソフトウェア業
1308-415650-5

人事 ・人事業務（採用・労務等）、その他付随する業務。

「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

1 大学 不問 5年以内

3事務 第２部 5

日本紙運輸倉庫　株式
会社
倉庫業
1302-408653-9

物流業務に関する事
務／関東
13010-670298

国内、輸出及び輸入業務に関する事務
・社内連絡
・電話対応
・現場（倉庫内）におけるコンテナ貨物の立ち合い
・手仕舞書類作成物流サービスに関する様々な事務
※就業場所に関しては、適性に応じ決めさせていただきます。

5 大卒（学部学科
不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

3年以内

3事務 第２部 8

多摩冶金　株式会社
金属被覆・彫刻業，熱処
理業
1315-201894-9

一般職（事務職、検査
スタッフ）
13150-13598

金属熱処理のお客様の品物の受入、
納期調整
・梱包作業、
品物の品質チェックなど

1 不問 不問 3年以内

3事務 第２部 18

キョーワ　株式会社
他に分類されない製造
業
2701-629222-6

事務
27010-400798

・営業事務主に商品の受発注業務、納期・在庫の管理、社内での来客応対を担当し
て頂きます。勤務部署によっては、販売に関する業務だけでなく、レンタルに関する
納品や返却の手配もして頂きます。
・経理事務売上や経費の管理・請求書の発行・入金管理等、お金の流れに関するこ
とを全般的に担当して頂きます。
お客様から受注した商品をパソコンに入力し売上を管理。毎月、納品状況と請求額
に相違がないかをチェックして請求書を発行し、その発送作業を行って頂きます。

5 大学卒、大学院
卒、短大卒、専
修学校卒

不問 3年以内

3事務 第２部 21

株式会社　ファースト・デ
ザイン・システム
電気機械器具修理業
1308-426182-2

ＩＴ事務
13080-598298

ＩＴ関連商社内にてデータ入力・メール対応・書類作成など、デスクワーク業務を中心
に行って頂く事務職です。
書類作成やデータ入力を通して、ＩＴプロジェクトの円滑な運営を支えていきます。
Ｗｏｒｄ・ＥｘｃｅｌなどのＯｆｆｉｃｅソフトを使うので入社の段階でＩＴの知識などは一切不
問！
事務を楽しめるだけでなく、ＩＴ業界での最新技術のワクワクも感じられるお仕事で
す。

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

不問 3年以内

3事務 第２部 24

ＨＫＴ　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1409-618392-5

一般事務
14090-138798

一般事務（営業、購買）ＰＣによる資料作成 2 大学、短大、高
専、専修学校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

不可

3事務 第２部 29

社会福祉法人　東京聴
覚障害者福祉事業協会
東京手話通訳等派遣セ
ンター
障害者福祉事業
1308-444264-0

社会福祉法人運営に
係る業務一般事務
13080-647898

＊法人本部新宿事務所において、社会福祉法人の運営に係る業務全般。
＊各事業所（４カ所）を担当する。
＊経験のため異動あり。

1 大学卒 社会福祉関係
の資格があれ
ば尚可。

3年以内

3事務 第２部 30

ＦＳＸ　株式会社
洗濯業
1315-206588-9

一般事務
13150-96298

・様々なお客様との取引に係る、入力作業、受発注業務、請求作業、電話応対などを
行います。
※他部署との連携も多く、コミュニケーションスキルも身に付き、マナーや電話応対研
修も実施していますので、一緒に成長していきましょう。

1 大学院大学短
大

不問 3年以内

3事務 第２部 37

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 第２部 38

株式会社　ペガサスグ
ローバルエクスプレス
その他の運輸に附帯す
るサービス業
1313-618460-3

倉庫事務（輸入青果
物）
13130-246898

輸入青果物に関わる
・書類（ＰＣ操作による出荷指示書、在荷票他）の作成
・電話対応等

1 大学・短大・専
修学校卒

不問 1年以内
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職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

3事務 第２部 45

株式会社　三浦組
一般土木建築工事業
1320-3166-9

総務・経理
13200-77098

新築デザイナーズマンション等の施工をサポートする総務・経理の仕事です。
備品管理、車輛管理等から決算業務まで様々な仕事を担当します。
関連する国家資格などの取得をバックアップ致します。

5 不問 普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

10年以
内

4接客・販
売

第２部 10

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

5ＩＣＴ系 第２部 1

株式会社　アクト
ソフトウェア業
1308-415650-5

システム開発エンジニ
ア／ＰＧ・ＳＥ
13080-267098

１．アプリケーション開発エンジニア業務：案件定義～運用保守・ＳＥ（要件定義、設
計）・ＰＧ（プログラム、テスト）※金融系、官公庁系、一般法人の業務システム開発
２．サーバー構築エンジニア業務：要件定義～運用保守・ＳＥ（要件定義、設計）・ＰＧ
（構築、テスト）
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

25 大学院・大学・
専修学校

不問 5年以内

5ＩＣＴ系 第２部 11

国際ソフトウェア　株式
会社
ソフトウェア業
1320-8087-3

システムエンジニア
13200-18598

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

20 不問 ＩＴパスポート基
本情報技術者
等資格所有が
望ましい日本語
検定Ｎ２以上

3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 12

株式会社　イクス
その他の技術サービス
業
1304-257146-9

プログラマー・システ
ムエンジニア
13040-41098

◎企業向け業務改善アプリケーションや治験システム等の設計開発を行います。◎
チームで仕事するので決して１人にさせません。縦と横のつながりも強く、その場で疑
問を解決できます。◎初めは先輩のお手伝いから少しずつ作業を任されるようにな
り、それを後輩にも伝えていくという流れです。◎お客様と直接やりとりするプライム
案件が９０％以上要件定義や提案等上流の工程から保守運用まで一貫して行うこと
が多いのが特徴です。※プログラムの知識がなくても、イチから専門知識が身につき
ます。文系出身のエンジニアも多く教育環境が整っています。

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 21

株式会社　ファースト・デ
ザイン・システム
電気機械器具修理業
1308-426182-2

カスタマーエンジニア
職
13080-333398

○契約先法人向け、ＰＣ周辺機器類の定期点検、修理・メンテナンスを中心としたカ
スタマーサービスを行います。○お客様から、「ネットワークが繋がらない」・「機器類
が故障したようだ」といった電話が入ります。まずは電話対応にて、お客様の状況をヒ
アリングし、修理や部品交換が必要な場合には直接お客様先を訪問し対応します。
＊先輩エンジニアがマンツーマンで同行・指導しますので、仕事の流れやコツを覚え
ることから始めてください。丁寧な教育、指導により専門的なスキルを身につけ、ＩＴエ
ンジニアとして活躍ができる環境です。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに取
得で応募可

3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 23

株式会社　アントレンド
ソフトウェア業
1304-244554-1

プログラマー
13040-277298

システム開発の中で詳細設計・開発・テスト運用といった工程を担当していただきま
す。最初はテスト運用を担当していただく予定です。手順書に沿って検証をする仕事
で高いパソコン知識が無くても活躍できます。経験や知識を積みながら将来的にシス
テムエンジニア（ＳＥ）へキャリアアップをしていただきたいと考えており、入社後は、実
際のプロジェクトに参画しながら仕事を覚えていただきます。年次の近い先輩とペア
を組み、質問しやすい環境を整えてお迎えしますので、ご安心ください。

3 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校（学部学
科不問）

不問 5年以内

5ＩＣＴ系 第２部 26

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。【若者
雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校（学部学
科不問）

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 26

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】

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 第２部 26

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。【若者雇用促
進法に基づくユースエール認定企業】

3 大学院、大学、
短大、高専専修
学校（学部学科
不問）

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 33

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

ソフトウェア開発
13146-170298

本人の適性に合わせ、職務を相談して決定します。
・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中の一部分のソ
フト開発が主です。
・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」

1 高専、短大、大
学卒電気・電子
の基礎を履修

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 34

株式会社　ライズテック
ソフトウェア業
1307-645539-8

プログラマ／インフラ
エンジニア／ＩＴサ
ポート
13070-43498

・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 第２部 40

株式会社　インフィニ
ティループ
情報処理・提供サービ
ス業
1314-310264-2

通信機器設計運用エ
ンジニア
13146-195198

・Ｗｅｂシステム等通信機器の設計運用を実施する業務となります。
・大手企業内情報システム部にてシステム運用保守業務
※詳しくは説明会時にお話し致します。

2 ・学歴及び履修
科目不問

不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 40

株式会社　インフィニ
ティループ
情報処理・提供サービ
ス業
1314-310264-2

ソフトウエア開発
13146-196298

・自社にてソウトウェア開発、開発支援を担当していただきます。
未経験から入社した２０代、３０代の社員が現在活躍中です。
入社後、言語を始め丁寧に指導していきますので、ご安心してご応募下さい。
Ｊａｖａ、ＶＢ．ｎｅｔ、Ｃ＃．ｎｅｔ、ＰＨＰを中心としたシステムの開発になります。
＊パソコン操作ができる方

3 ・学歴及び履修
科目不問

不問 3年以内
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5ＩＣＴ系 第２部 41

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。
・入社後の研修では、ビジネスマナーや技術教育を行います。
・ブラザーシスター制度もあり、会社に馴染める環境が整っています。
・また、各種勉強会も実施しており、向上心のある方を全力でサポートいたします。
※若年雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」
※「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」

5 不問 不問 3年以内

5ＩＣＴ系 第２部 41

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。
・入社後の研修では、ビジネスマナーや技術教育を行っています。
・ブラザー・シスター制度もあり、会社に馴染める環境が整っています。
・また、各種勉強会も実施しており、向上心のある方を全力でサポートいたします。
※若年雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」
※「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」

5 不問 不問 3年以内

6福祉職 第２部 42

ヒューマンライフケア
株式会社
老人福祉・介護事業
1308-446513-9

介護専門職（関東）
13080-560698

ご利用者様・ご入居者様の食事や入浴、排せつ、衣類の着脱、移動など生活全般に
おける介助の他、日誌の作成、各種福祉機器の管理、看護業務の補助、掃除や洗
濯など幅広い業務を担当します。
また、散歩や買い物等外出時に援助したり、イベントやレクリエーションの企画・実施
なども大切な仕事の一つです。

30 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校

0 3年以内

7専門職・
その他

第２部 2

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

第２部 2

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

第２部 2

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

第２部 2

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

第２部 12

株式会社　イクス
その他の技術サービス
業
1304-257146-9

フィールド技術者【大
型施設空調設備】
13040-40898

◎大型施設（空港、商業施設、テレビ局等）で項目に沿って空調自動制御システムの
点検を行います。動作確認のお手伝いから徐々に作業をお任せします。◎ご希望の
お住まいでチーム編成し、２人以上のチームで先輩と一緒に作業しますので、縦と横
のつながりも強く、その場ですぐに疑問を解決できます。◎将来は色々な業界に転換
可能な「計装」という分野で高い専門知識が身につきます。◎困ったことがあれば
チームで協力し助け合い、仲間との一体感を感じつつ作業を成功させます。お客様
からの感謝の言葉と、次のお仕事に繋がったときの達成感は格別です。

3 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不
問）

不問 3年以内

7専門職・
その他

第２部 15

株式会社　ワイエイシイ
デンコー
一般産業用機械・装置
製造業
1316-302152-4

機械設計・電気設計・
研究開発
13160-11398

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

3 ☆大学院・大
学・短大・高専・
専修学校卒工
学部の方、歓迎

不問 3年以内

7専門職・
その他

第２部 15

株式会社　ワイエイシイ
デンコー
一般産業用機械・装置
製造業
1316-302152-4

製造・工程管理
13160-13198

☆製造：装置納入先（液晶パネル工場や自動車部品工場等）の生産ラインに自社装
置をセットアップする業務がメインです。海外出張有。
☆工程管理：生産スケジュールの管理や関連部門・関連会社の調整役です。出荷・
搬入立合いで出張もございます。

2 ☆大卒 不問 3年以内

7専門職・
その他

第２部 16

株式会社　クロステレビ
ビジョン
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス
業
1308-112711-7

制作
13080-274898

番組制作演出、
制作進行

1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 不可

7専門職・
その他

第２部 16

株式会社　クロステレビ
ビジョン
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス
業
1308-112711-7

放送技術
13080-275098

放送局内業務（放送技術、放送準備、データ放送等）
○マスター（送出技術）：放送局における番組送出監視、障害発生時の緊急対応等
○スタンバイ（放送準備）：放送局における放送素材のチェック、ファイリング、放送
データ登録等

1 大学、短大、高
専、専修学校

不問 不可

7専門職・
その他

第２部 16

株式会社　クロステレビ
ビジョン
映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービス
業
1308-112711-7

制作技術
13080-276798

カメラ、音声、ビデオエンジニア、テレビ照明、ポストプロ業務等、番組制作技術業務
○カメラ：中継、ＥＮＧ取材、スタジオでの収録等○ＶＥ（ビデオエンジニア）：中継業務
等の映像システム管理及び調整○音声：中継業務ミキサー、インタビュー取材、マイ
ク調整等○編集：ノンリニアスタジオ編集○ＣＧ：ＣＧスーパー作成、バーチャル映像
合成処理等○スローオペレーター：中継業務のダイジェスト編集、ハイライト送出、ス
ロ再生○照明：スタジオテレビ照明○ＭＡ：ナレーション、ＢＧＭ、ＳＥ収録（サウンドエ
フェクト）、整音等

12 大学、短大、高
専、専修学校

不問 不可

7専門職・
その他

第２部 22

サンコー・エア・セルテッ
ク　株式会社
その他の運輸に附帯す
るサービス業
1301-225307-6

航空関連技能職
13010-476698

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

30 大学短大専修
学校（１）（２）
（３）学部学科不
問（４）は電気の
基礎知識を有し
ていれば尚可

（１）～（３）普通
自動車免許あ
れば尚可（ＡＴ限
定可）（４）普通
自動車免許必
須（ＡＴ限定可）

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

職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

7専門職・
その他

第２部 24

ＨＫＴ　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1409-618392-5

生産技術
14090-139698

生産技術
生産設備・検査装置の製作
・設備のメンテナンス生産ラインの改善

2 大学、短大、高
専、専修学校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

不可

7専門職・
その他

第２部 24

ＨＫＴ　株式会社
自動車・同附属品製造
業
1409-618392-5

設計開発
14090-140498

設計開発
自動車部品の試作、
実験データの収集・分析・解析の業務

2 大学、短大、高
専、専修学校

自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

不可

7専門職・
その他

第２部 27

株式会社　マコト
食堂，レストラン
1306-8305-7

調理
13060-123298

●駅ビルに展開する直営店舗厨房で使用する食材の仕込、卸（駅弁・空弁）、特注弁
当ランチ等の大量調理
●本格日本料理（ＧＩＮＺＡＳＩＸ内”銀座三山”）本社第二厨房での仕込・調理

2 ・大学院卒・大
学卒・短大卒・
高専卒・専修学
校卒・能開校卒

・普通自動車運
転免許あれば
尚可（ＡＴ限定
可）

3年以内

7専門職・
その他

第２部 27

株式会社　マコト
食堂，レストラン
1306-8305-7

店舗管理
13060-125898

●直営店舗の運営（将来店長として登用あり）
●本格日本料理（ＧＩＮＺＡＳＩＸ内”銀座三山”店厨房）調理・運営

5 ・大学院卒・大
学卒・短大卒・
高専卒・専修学
校卒・能開校卒

・普通自動車運
転免許あれば
尚可（ＡＴ限定
可）

3年以内

7専門職・
その他

第２部 30

ＦＳＸ　株式会社
洗濯業
1315-206588-9

セールスドライバー※
高付加価値おしぼり
デリバリー関連業務
13150-97598

◎２ｔトラックを使用して、おしぼり、タオル、マット、モップなどレンタル商品等のデリバ
リー、交換業務。◎顧客に対し、資材の納品及びルートセールスの営業活動。◎担
当するルート顧客の管理業務（在庫、集金、要望等の聞き取り）◎担当する地域周辺
の新規顧客開拓の為の情報収集。※不安なく仕事を覚えていただけるように、先輩
たちが懇切にお教え致します。※当社の新入社員のキャリアについて、最初に全て
の業務の基本となるこのセールスドライバー職を経験していただきます。その後、本
人の希望と能力、適性によりキャリアプランを相談しながら決定。

3 大学短大専修
学校

平成２９年３月１
１日以前の免許
取得者は普通
自動車運転免
許（ＡＴ限定不
可）、同年３月１
２日以降の免許
取得者は準中
型免許（ＡＴ限定
不可）が必要

3年以内

7専門職・
その他

第２部 31

株式会社　エイト
他に分類されない事業
サービス業
1314-306900-2

翻訳（米軍・海外事業
部）
13146-23198

海外から送られてくる見積書・請求書の作成、翻訳作業。
給与計算、パス、入札書類作成。
英語力を活かせる仕事です。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）

5年以内

7専門職・
その他

第２部 31

株式会社　エイト
他に分類されない事業
サービス業
1314-306900-2

現場管理（建物総合
事業本部）
13146-26898

・現場のパートさんのシフト管理、教育。
・現場（契約先各施設）の定期清掃（ポリッシャーなどの機械による清掃）。
・契約先各施設の日常清掃の代行、設備点検。
・お客様への訪問営業。
・現場全体の管理をお願いいたします。

2 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許（ＡＴ限定
可）

5年以内

7専門職・
その他

第２部 33

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

技術職
13146-171598

本人の適性に合わせ、職務を相談して決定します。
・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。
・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。
・特注物件の納入現場・据付工事の立会の際には普段ははいれないような場所に入
ることもできます。
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」

1 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

第２部 37

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

7専門職・
その他

第２部 37

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

7専門職・
その他

第２部 38

株式会社　ペガサスグ
ローバルエクスプレス
その他の運輸に附帯す
るサービス業
1313-618460-3

倉庫内作業（輸入青
果物）
13130-247098

輸入青果物の検品、
数量確認、
搬入、
搬出、
積み込、
倉庫管理、
フォークリフト作業。

1 大学・短大・専
修学校卒

不問 1年以内

7専門職・
その他

第２部 43

株式会社　ノーザ
ソフトウェア業
1308-400072-9

インストラクター職／
埼玉
13080-649798

当社のシステムを導入いただいた歯科医院のドクターやスタッフに対し、歯科コン
ピュータシステムの操作方法を説明していただきます。
歯科医院訪問の他にも説明資料を作成したり問い合わせ電話に対応する当番の日
がある為、外勤・内勤は半々くらいの勤務スタイルです。

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校

普通自動車免
許（ＡＴ可）※入
社までに取得で
可

5年以内

7専門職・
その他

第２部 44

関口電気　株式会社
電子応用装置製造業
1314-103189-5

試験検査要員（電子
機器の試験検査）
13146-197598

鉄道向け各種制御装置、試験装置、電源装置等の試験、検査業務、
パソコンによる試験成績表の作成

1 不問 パソコン操作
（エクセル、ワー
ド）

3年以内

7専門職・
その他

第２部 44

関口電気　株式会社
電子応用装置製造業
1314-103189-5

電気回路設計者
13146-198898

産業用機器（鉄道車両用機器、計装制御機器等）のパワエレ回路設計、アナログ、デ
ジタル回路設計、マイコン応用設計の担当

1 理工系専門学
校卒以上

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

職種区分 部
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許
・資格

既卒者
の応募

7専門職・
その他

第２部 45

株式会社　三浦組
一般土木建築工事業
1320-3166-9

建築工事施工管理
13200-75598

建築現場における安全・工程・品質・原価を統括する仕事です。
クレーンや重機、多くの作業員を指揮する、とてもダイナミックな仕事です。
入社後５年で副主任、１０年で主任に昇格できるように先輩社員が丁寧に指導します
ので安心して下さい。

5 不問 不問 3年以内

7専門職・
その他

第２部 45

株式会社　三浦組
一般土木建築工事業
1320-3166-9

設計・積算補助
13200-76898

新築デザイナーズマンション等の設計・積算業務の補助業務です。
ＣＡＤや積算ソフトの操作は初歩から指導致します。
デザインに興味がある方に向いている業務です。

5 不問 不問 3年以内
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第3回　新規大卒者等合同就職面接会（11/6・京王プラザホテル八王子）　参加企業一覧
第１部：１２時００分～１４時３０分　　　　　　第２部：１５時３０分～１８時００分

部 ブース
ユース
エール 事業所名 産業分類 事業所番号

1 ★ 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

2 株式会社　愛誠会 老人福祉・介護事業 1301-562799-8

3 高度情報通信　株式会社 ソフトウェア業 1308-452907-4

4 新光電業　株式会社 電気通信・信号装置工事業 1314-101178-3

5 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業 1308-613915-2

6 株式会社　大戸屋 食堂，レストラン 1317-615648-9

7 株式会社　山　六 建築材料卸売業 1314-102927-0

8 中央電子　株式会社 電子応用装置製造業 1314-100956-0

9 北王流通　株式会社 一般貨物自動車運送業 1310-102496-1

10 株式会社　プラネット 情報処理・提供サービス業 1307-305638-3

11
株式会社　ムラコシ精工　ファインコンポーネンツ事
業部 自動車・同附属品製造業 1315-200066-0

12 株式会社　リクルートＲ＆Ｄスタッフィング その他の専門サービス業 1301-628851-2

13 メディアミックスソリューションズ　株式会社 ソフトウェア業 1307-656416-7

14 日本エクス・クロン　株式会社 ソフトウェア業 1308-615077-0

15 株式会社　コンテック 建築工事業 1304-650651-8

16 三興マテリアルサプライ株式会社 その他の金属製品製造業 1304-248910-9

17 学校法人　上野法律学園　上野法律専門学校 専修学校，各種学校 1303-210799-1

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

19 株式会社　ホープ 土木工事業 1309-411136-3

20 ミノシマ　株式会社 電気工事業 1307-323799-2

21 株式会社　和僑 他に分類されない小売業 1409-110429-3

22 株式会社　クレスト ソフトウェア業 1320-7491-3

23 国産機械　株式会社 自動車・同附属品製造業 1314-200185-6

24 株式会社　銀座山形屋 男子服小売業 1302-401811-5

25 泰榮エンジニアリング　株式会社　東京事業所 その他の技術サービス業 1309-632174-5

26 ★ 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

27 西東京バス　株式会社 一般乗合旅客自動車運送業 1314-101213-5

28 中川システム　株式会社 ソフトウェア業 1303-209642-9

29 株式会社　ガリレオ 電気機械器具卸売業 1314-304488-3

30 葵企業　株式会社 冷蔵倉庫業 1310-5106-6

31 株式会社　エスケイツー ソフトウェア業 1307-358874-9

32 株式会社　第一コンピューター 情報処理・提供サービス業 1307-114529-0

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

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

35 トシン電機　株式会社 電気機械器具卸売業 1308-615096-9

36 株式会社　東　光 他に分類されない卸売業 1304-250903-1

37 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 1306-619421-5

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

39 東邦電子　株式会社 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 1409-1063-6

40 ＲＩＴＡエレクトロニクス　株式会社 他に分類されない事業サービス業 2301-624106-3

41 ★ スカイリーフ　株式会社 ソフトウェア業 1307-634215-5

42 ★ 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

43 高砂鐵工　株式会社 非鉄金属・同合金圧延業 1309-200269-5

44 株式会社　ニットー　東京中央営業所 建物サービス業 2302-617030-7

45 株式会社　飯室機械 一般産業用機械・装置製造業 1314-100650-0

第１部
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第3回　新規大卒者等合同就職面接会（11/6・京王プラザホテル八王子）　参加企業一覧
第１部：１２時００分～１４時３０分　　　　　　第２部：１５時３０分～１８時００分

部 ブース
ユース
エール 事業所名 産業分類 事業所番号

1 ★ 株式会社　アクト ソフトウェア業 1308-415650-5

2 セントラル警備保障　株式会社 警備業 1308-402246-3

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

4 丸喜　株式会社　東京支店 家具・建具・じゅう器等卸売業 1303-8170-2

5 日本紙運輸倉庫　株式会社 倉庫業 1302-408653-9

6 株式会社　ミート・コンパニオン 農畜産物・水産物卸売業 1315-102305-6

7 山金工業　株式会社 その他の金属製品製造業 1801-654-9

8 多摩冶金　株式会社 金属被覆・彫刻業，熱処理業 1315-201894-9

9 株式会社　リンカイ 一般産業用機械・装置製造業 2708-291527-9

10 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

11 国際ソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 1320-8087-3

12 株式会社　イクス その他の技術サービス業 1304-257146-9

13 三紀運輸関東　株式会社 一般貨物自動車運送業 1304-664868-0

14 京極運輸商事　株式会社 一般貨物自動車運送業 1302-400684-3

15 株式会社　ワイエイシイデンコー 一般産業用機械・装置製造業 1316-302152-4

16 株式会社　クロステレビビジョン 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 1308-112711-7

17 株式会社　アートネイチャー 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 1307-105769-6

18 キョーワ　株式会社 他に分類されない製造業 2701-629222-6

19 株式会社　ロッテリア 食堂，レストラン 1308-625362

20 株式会社　小田急レストランシステム 食堂，レストラン 1307-318406-5

21 株式会社　ファースト・デザイン・システム 電気機械器具修理業 1308-426182-2

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

23 株式会社　アントレンド ソフトウェア業 1304-244554-1

24 ＨＫＴ　株式会社 自動車・同附属品製造業 1409-618392-5

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

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

27 株式会社　マコト 食堂，レストラン 1306-8305-7

28 共和物産　株式会社 こん包業 1307-104565-7

29
社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業協会　東京手話
通訳等派遣センター 障害者福祉事業 1308-444264-0

30 ＦＳＸ　株式会社 洗濯業 1315-206588-9

31 株式会社　エイト 他に分類されない事業サービス業 1314-306900-2

32 株式会社　ちよだ鮨 すし店 1302-412557-5

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

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

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

36 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー　株式会社 一般貨物自動車運送業 1308-305538-6

37 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

38 株式会社　ペガサスグローバルエクスプレス その他の運輸に附帯するサービス業 1313-618460-3

39 日本リック　株式会社 情報処理・提供サービス業 1301-615050-4

40 株式会社　インフィニティループ 情報処理・提供サービス業 1314-310264-2

41 ★ 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

42 ヒューマンライフケア　株式会社 老人福祉・介護事業 1308-446513-9

43 株式会社　ノーザ ソフトウェア業 1308-400072-9

44 関口電気　株式会社 電子応用装置製造業 1314-103189-5

45 株式会社　三浦組 一般土木建築工事業 1320-3166-9
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