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参加企業

問合せ先

※求人の詳細は最寄りのハローワークで確認いただけます。

R2.1.21

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２年２月５日（水）　13：30～16：30　

（受付時間13:00～15:30）

第４回 新規大卒者等

合同就職面接会

参加企業・求人一覧表



第４回　新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　参加企業

ブース
番号

ユース
エール

事業所名
産業分類

事業所番号
会社の特長

1
株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

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

2
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。

3
株式会社　エスイーアーキテクト
(ソフトウェア業)
1301-659004-3

「社員の満足度を追及する」という企業理念のもと、社員を優先した会社運
営を行っております。明確な評価基準や給与基準、年収例などは会社ＨＰを
ご確認下さい。

4
築地産業株式会社
(農畜産物・水産物卸売業)
1302-415264-3

当社は青果物流通に関する業務を総合的に行っている会社です。「ベストの
体制でベストの仕事」を心掛け、真のプロとして食文化の向上を通じて社会
的責務を果たしたいと考えています。

5
昌運工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1301-205615-1

創業以来客先にも恵まれ無借金経営を継続しています。
社会インフラを支え続けて８０年、将来に渡って安心して働ける環境を整え
ています。

6
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。

7
株式会社　鈴木シャッター
(その他の金属製品製造業)
1309-100342-6

当社は三和グループ（東証一部上場　金属製品）の中核企業です。明治３６
年創業。スカイツリーをはじめ全国の主要ビルに当社の製品が採用されて
います。

8
株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

全国に有料老人ホーム１７７事業所を運営しています。ご入居者様、ご家族
様の心、スタッフ１人ひとりの心を大切にご高齢者を敬い私たちの介護に誇
りを持ち真摯に取り組んでいます。

9
斉田電機産業株式会社
(電気機械器具卸売業)
1304-215749-4

経営理念は「君よ！めざそう愛あるパートナー」顧客第一主義の会社です。
熱い心、若い心、思いやりの行動でお得意様の信頼をいただいています。
少数精鋭主義で頑張っています。

10
ハピネスデンキ株式会社
(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業)
1306-614370-2

大正８年創業以来、配電制御システムの専門メーカーとして業界のリーダー
的役割を担っており、全国に支店・営業所を有し、製品を納めています。

11
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。

12
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。

13
江戸川木材工業　株式会社
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

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

14
株式会社　アズテックス
(ソフトウェア業)
1301-575225-8

技街者にとって最高の仕事環境をご提供させていただきます。

15
株式会社エーエスケーインターナショナル
(旅行業)
1301-575302-7

２００１年に設立。若いスタッフが多く、力合わせてがんばってます。営業開
始も１０時からのゆっくりスタート。私服通勤でＯＫ。

16
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。

17
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。

18
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。

19
大和産業　株式会社
(他に分類されない卸売業)
1304-649288-2

自動車の安全と安心に深く関わっているブレーキ部品と車内外の照明部品
を主力部品とした商社ですが、信頼関係を大切にし、自らももの作りにチャ
レンジしていく、それが当社のスタイルです。

20
株式会社　スーパーリージョナル
(情報処理・提供サービス業)
1308-631325-4

日立製作所等の大手企業が株主の会社です。情報通信分野で幅広く事業
を展開。システム開発から情報インフラ設計～構築～保守・サポート等の
様々なフィールドで活躍できます。

21
株式会社　マテリアルハウス
(非鉄金属卸売業)
1306-8033-3

非鉄素材流通として業歴は長く、古河電工出資企業として安定経営。独自
開発した自然光を利用する照明装置は官公庁、トヨタ本社など多数の実績
があります。

22
株式会社　インボイス
(電気通信に附帯するサービス業)
1304-229807-7

”お客様の「めんどくさい」をイノベーションで解決します”を掲げる当社は美
容総合リースグループの一員として、「取引先第一主義の実践」を基盤とし、
常に最高のサービスを提供しています。

23
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（役員を含め）までの距離感が近く、意見を言いやすい
会社です。※現在の社長はプログラマとして入社した生え抜き社員です。努
力次第で上位職を目指せる会社です。

24
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。

2 / 32 ページ



第４回　新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　参加企業

ブース
番号

ユース
エール

事業所名
産業分類

事業所番号
会社の特長

25
株式会社　ジェイテック
(その他の専門サービス業)
1301-557679-3

技術者が創業した「エンジニアファースト」の企業です。１人１人のスキルや
キャリアに合わせたカリキュラムやサポート体制を整えています。

26
株式会社　ＬａｉｎＺ
(ソフトウェア業)
1301-624989-1

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

27
株式会社　システック・エンジ二アリング
(電気工事業)
1308-626454-0

主要取引先は、東京電力パワーグリッド（株）ですので安定した仕事が望め
ます。

28
Ｃ－ＨＲＣ株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

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

29
株式会社　コンテック
(建築工事業（木造建築工事業を除く）)
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。

30
株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
(警備業)
1105-2683-5

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

31
シンプロメンテ　株式会社
(その他の専門サービス業)
1304-658755-1

大手飲食チェーン店と数多く取引していて、業績も好調、拡大しています。

32
株式会社　アロワーズ
(建築リフォーム工事業)
1308-449031-9

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

33
株式会社小田急エンジニアリング
(その他の設備工事業)
1307-328060-3

安定した事業基盤の中で専門技術を学べるほか、教育制度や資格取得支
援にも力を入れており、一人ひとりのスキルアップが可能です。また、充実し
た小田急グループの福利厚生も利用できます。

34
サラダカフェ　株式会社
(その他の飲食料品小売業)
2706-419940-4

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

35
株式会社　アウトソーシング
(労働者派遣業)
1301-639825-3

東証一部上場・経団連加盟企業として国内外１６０社を超える子会社（連結
社員数８３１５４人（２０１８年末現在）と共に雇用の
あらゆるニーズに対応し、多くの企業の発展に貢献しています。

36
共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

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

37
株式会社トスネット首都圏
(警備業)
1313-418969-4

ジャスダック上場企業トスネットグループで警備のみならず防犯グッズ等の
販売、社会の安全、安心を提供。東京本社を中心に１都４県（東京・千葉・神
奈川・埼玉・栃木）８事業所にて営業展開中。

38
株式会社　ユーソフト
(ソフトウェア業)
1309-626420-4

社員のほとんどが２５～３５歳の若さ溢れる会社です。経験／年齢に合わせ
た研修の他、技術教育を通年行っております。

39
株式会社　ノムラシステムコーポレーション
(その他の専門サービス業)
1307-341955-1

充実した研修制度と専門性の高いコンサルティングが当社の強みです。ま
た、社員一人ひとりとの交流を大切にしている社風ですので、快適な職場環
境作りから個々の能力を発揮するよう努めてます。

40
日本通運　株式会社　関東警送支店
(警備業)
1313-418289-8

世界最大級の物流ネットワークの日本通運の中で、金融機関等をはじめと
して貴重品の輸送を専門に行っている支店です。

41
株式会社　大東青果
(野菜・果実小売業)
1315-310192-6

地域で最も信頼される青果店を目指し、価格やレイアウトなど売り方を店舗
スタッフに一任しています。青果市場でその日に仕入れた野菜や果物を店
舗に直送。風通しの良い職場です。

42
ＳＥＴソフトウェア株式会社
(ソフトウェア業)
1308-117613-3

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

43
ユニバーサルコンピューター株式会社
(ソフトウェア業)
1301-624855-6

独立系かつエンドユーザーとの直接取引きを最大限に活かし，上流から下
流工程まで一貫したシステム開発・運用・保守を行っているシステムインテ
グレーターです。業界でも４０年以上の社歴です。

44
株式会社三進社
(印刷業)
1304-252265-6

ＩＳＯ９００１、プライバシーマークを取得し、顧客満足を目指す会社です。ＦＳ
Ｃ森林認証、エコアクション２１認証取得。常に高品質の印刷、丁寧な製本
加工を心掛けています。

45
株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂げている。また毎年
決算賞与がある会社である。（会社所有保養所あり）（株）村田製作所の代
理店（１１社ある中の１社）

46
株式会社　オープン・システム・ソリューションズ
(ソフトウェア業)
1310-105478-1

弊社は、お客様が活動するビジネスフィールドにおいて顧客利益貢献度Ｎ
ｏ．１のサービスを提供するＩＴソリューションプロバイダを目指します。

47
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。

48
ソフィアメディ　株式会社
(老人福祉・介護事業)
1304-663214-1

看護師・ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等の医療資格者が約３００名で在宅中心の訪問サービ
スを展開しており、訪問看護サービス都内Ｎｏ．１の売上実績です。
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49
株式会社　井門エンタープライズ
(その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満
のもの）)1304-247902-7

宝飾はジュエリー井門の名称で営業。安心して働ける職場づくりを目指して
います。

50
ニチアスウレタン株式会社
(工業用プラスチック製品製造業)
1301-521969-8

東証一部上場企業ニチアス株式会社の協力会社であり、経営内容は健全
かつ安定している。

51
株式会社　ケンファースト
(情報処理・提供サービス業)
1301-645692-4

大手企業からの案件を多数抱え、事業基盤は安定しています。
社員の平均年齢は３２歳と若く、今後社員と共に成長できる会社を目指して
おります。

52
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

53
株式会社　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

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

54
田島メタルワーク　株式会社
(その他の金属製品製造業)
1309-434025-1

三和ホールディングス（一部上場企業）の１００％子会社。全国に４つの営業
所を展開。メイル・宅配ボックス等のステンレス製品、リフォーム等の販売、
新商品の開発に力を入れています。

55
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

56
ヤチヨコアシステム　株式会社
(産業機械器具卸売業)
2702-143685-2

「関西経営品質賞」を受賞した創業４９年のＯＡ機器専門商社です。創業以
来の無借金経営で大手企業並みの財務体質と全国に１７事業所を展開。転
勤はありません。

57
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。

58
スターメディカル　株式会社
(医療用機械器具・医療用品製造業)
1311-304930-2

企画、製造、販売まで一括して行う医療機器メーカーです。フレックスタイ
ム、成果報酬制度を導入しています（開発・営業職）。

59
株式会社　システム・フジ
(ソフトウェア業)
1308-405811-8

システム開発という仕事を通してバランス感覚を養い、システムの完成とい
う充実を得られる場をスタッフに与えられる会社として、努力を続け、お客様
から信頼を頂きながら現在に至っております。

60
ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ　株式会社
(航空運送業)
1301-662364-2

国際物流業者として日は浅いですが、米国・豪州・中国に現地法人を展開し
ているエキスパートの集団です。東京商工リサーチ発行優良企業情報誌「Ａ
Ｌｅｖｅｌ」に掲載予定です。

61
株式会社　安楽亭
(食堂，レストラン（専門料理店を除く）)
1105-105574-7

チェーン店でありながら店長に大きな裁量権を与える事で、独自のアイデア
を活かしたお店づくりを進めています。また創業よりお肉の品質にはこだ
わっており安心安全のお肉を提供し続けています。

62
株式会社　黒船
(パン・菓子製造業)
1307-621393-1

「つくりたてを、つくりたくて。」がコンセプトの黒船はカステラを中心に展開す
るお菓子のお店です。お客様のご要望にお応えすべく製造工程、デザイン、
販売に至るまでグループ内で行っています

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 ★
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☆

65 ★
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

66 ★
株式会社　キャンドゥコンセプト
(情報処理・提供サービス業)
1307-114360-1

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

67
セコム株式会社
(警備業)
1307-341364-5

セコムは、日本初のセキュリティ会社として創業した、業界のリーディングカ
ンパニーです。業容拡大につき積極採用中！！
【東証１部上場】

68
プライムエンジニアリング　株式会社
(その他の専門サービス業)
1308-449571-1

当社には多くの分野に優れたエンジニアがいますので、教育体制も万全で
す。また就業を開始した後の研修制度も充実していますので未経験者・経
験者問わず、ご応募下さい。

69
株式会社　フェーズワン
(ソフトウェア業)
1208-107756-0

私たちは「笑顔のＩＴカンパニー！」です。私たちはＩＴ分野において新しい価
値、新しい未来を創造し、お客さまも私たちも「本物の笑顔」になれることを
追求し続けます。

70
ブリヂストンモーターサイクルタイヤ　株式会社
(他に分類されない卸売業)
1304-243541-6

（株）ブリヂストンの１００％出資子会社。売上・シェアが順調に伸びており、
若者とベテランがお互いに刺激し合い、明るく活気に満ちた会社です。

71
株式会社　トリードアート
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

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

72
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
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73
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。

74
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）

75
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
。

76
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。

77
株式会社システムファクトリ
(ソフトウェア業)
1301-516408-6

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

78
日本電算設備株式会社
(機械器具設置工事業)
1302-311387-6

４５年以上世界の先端技術製品を駆使してＩＴ設備を構築して来た実績あるＩ
Ｔ設備の専門会社です。事業所は全国８ヶ所。入社後はマンツーマンリーダ
によるＯＪＴでスキルを高めていきます。

79
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。

80
株式会社トゥモロー・ネット
(情報処理・提供サービス業)
1301-652229-1

同じ部門はもちろんのこと、他の部門の社員とも会話する機会が多く、わか
らないことがあればサポートし合い、問題が発生してもフォローし合う組織風
土です。

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

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

82 ★
株式会社　ライズテック
(ソフトウェア業)
1301-673754-6

「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。

83 ★
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。

84 ★
スカイリーフ株式会社
(ソフトウェア業)
1307-634215-5

社員が自分の目標を明確に持ち、会社もそれを全力でフォロー
する。技術面では基礎をしっかり作る。さらに人間としての総合力を育て、仕
事も私生活も楽しむ。スカイリーフはそんな会社です。

85
G・O・G株式会社
(管理，補助的経済活動を行う事業所（３９情報サービス業）)

1301-561291-3

業界トップクラスのクオリティーの高さを誇り、成長中の会社です。個人向け
のパソコン・スマホ・タブレットサポートから、法人向けのオフィスサポートま
で、様々なサポートを行っています。

86
株式会社　桜井グラフィックシステムズ
(生活関連産業用機械製造業)
1313-107040-7

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

87
日金スチール　株式会社
(鉄鋼製品卸売業)
1304-231500-3

東証一部上場　日本金属株式会社の１００％出資子会社です。自動車、ＩＴ
分野で使用されるステンレスで高いシェアを誇ります。
ＩＳＯ２０１５年度版（品質・環境）取得

88
第一港運　株式会社
(港湾運送業)
1313-100557-0

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

89
株式会社　東京富士カラー
(写真機・時計・眼鏡小売業)
1308-306176-1

当社はＪＲ・地下鉄等の鉄道駅構内への証明写真機設置及び管理を中心
に事業展開しています。最近では宝くじ・靴修理・催事販売・Ｗｅｂ販売等の
新規事業にも力を入れ、店舗拡大を図っています。

90
江東信用組合
(中小企業等金融業)
1313-101608-5

☆お客さまのニーズを満たす、役に立つ、金融情報サービスを提供します。
健全経営に徹し、質重視の効率経営を行います。明るい活性化した、職場
と人づくりをめざします。

91
株式会社　ノア・ソリューション
(情報処理・提供サービス業)
1308-442406-6

あなたのチャレンジ精神を応援いたします。　　若い社員のみなさんとー緒
に次世代のソフトウェア開発に取り組んでいます。

92
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。

93
スイングバイテクノロジー株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1301-671620-7

ＩＴで社会の成長に貢献できる事業と人を創出し、ビジネスをとおして成長で
きる会社です。お客様、社員さらには社会から必要とされる付加価値の高い
事業を営んでおります。

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 ★
株式会社　プリンスソフト
(情報処理・提供サービス業)
1301-658822-2

弊社はシステム開発の中でもＩＴコンサルティングや要件定義等の上流工程
やプロジェクトマネージメントを得意としております。

96
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
(管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事
業サービス業) 2801-5066-9

当社は５０年の歴史の中で、情報産業に関わる事業を展開してきました。現
在は、ＩＴソリューション事業とメディカルサポート事業に特化した事業展開を
行っています。　搬２８－３００７９５
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97
株式会社　清和光学製作所
(光学機械器具・レンズ製造業)
1308-202270-9

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

98
株式会社　昭栄美術
(家具製造業)
1301-644903-0

２００２年にＩＳＯ９００１、２００６年にＩＳＯ２７００１を取得。「製販一体」により、
企画～運営までをトータル的にサポートする会社です。

99
医療法人社団　順洋会　武蔵野総合クリニック
(一般診療所)
1317-308878-0

２０２０年に西東京市に複合型医療施設をオープンいたします。
都内でクリニックを３箇所、運営しております。在宅診療も行っており、お年
寄りから乳児まで幅広く診察しております。

100
ＢＢＫテクノロジーズ　（文化貿易工業株式会社）
(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)

1301-642745-8

大正９年に創業以来、１００年の歴史を通して業界トップの座にあり、不断の
商品開発により業容の拡大を図っている。

101
株式会社　システム　ツー・ワン
(ソフトウェア業)
1308-422451-0

社員の働きやすさや家族を考慮した会社運営を行っています。一般企業向
け、福祉業界向けのソフトウェア開発をＳＥＳ／受託で行い、自社開発も手
がけます。設立３３年目です。

102
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。

103
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。

104
株式会社　マジオネット
(その他の専門サービス業)
1308-443345-9

創業以来堅実経営を続けており、グループ企業として自動車教習所のＭ＆
Ａ及びコンサルティングを行い、現在グループ全体で７事業所の自動車教習
所を経営し、その他事業も年々拡大している。

105
山下電気　株式会社
(工業用プラスチック製品製造業)
1304-248076-4

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

106
株式会社　アウトソーシングテクノロジー　大阪支店
(ソフトウェア業)
2702-619793-4

民生・医療・環境分野に関わる技術集団の企業。技術サービスと人に役立
つ優しい製品の開発に挑戦していくこと。将来的には、自社開発製品を通し
人の未来に貢献する。弊社の企業テーマです。

107
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。

108
株式会社フクイン
(印刷業)
1301-101491-3

おかげさまで創業７０年。東京のど真ん中に大きな印刷機を構え、日々製品
をつくっています。他にもデジタル情報加工や海外生産等、印刷にまつわる
あらゆるサービスを提供しています。

109
瀬味証券印刷　株式会社
(印刷業)
1301-202093-5

宝くじや預金通帳・商品券等有価証券類の製造（企画・製版・印刷・加工）を
しています。創業は明治３６年で１１６年の歴史があり信頼と実績が強みで、
主要取引先は全国の各種金融機関です。

110
日本船舶薬品　株式会社
(医薬品・化粧品小売業)
1401-613572-4

救急防災及び船舶関係等限定された分野に於いて、活躍する優良企業で
す。

111
ヒューマンウェア　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-614355-7

顧客満足を得るためには、まず社員を満足させることが大事。経営はオー
プンにし、委員会制度や各種勉強会等社員の成長を応援する会社です。手
を挙げる人にはチャレンジする機会を与えます。

112
富士エレックス　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1301-221365-6

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

114
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。

115
ワヨー　株式会社
(広告業)
1303-201047-9

当社は、積極性、柔軟な発想、優れた適応力、ユニークな創造性、好奇心、
バイタリティーを持っている魅力のある若い人材で構成しています。

116
株式会社　アミック
(土木建築サービス業)
1301-537164-4

ＣＡＤを使用して、建築の図面を書いています。ＣＡＤ等のＩＴ技術力を駆使
し、建築総合エンジニアリング会社を目指しています。

117
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。

118
テックビルド　株式会社
(一般土木建築工事業)
1304-613549-3

コンドーテック（株）グループとして足場工事を熟知した「安全・快適・効率・高
品質な作業環境」をお客様に提供しています。レンタル事業も展開し、業績
好調のため、営業職を募集します。

119
メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

百貨店専門に高級洋菓子の販売で業績を伸ばす。

120
ナビオコンピュータ株式会社　　東京本社
(ソフトウェア業)
1301-622189-2

創業以来５０年間にわたり、情報社会の大海原で常に一歩リードの水先案
内人（ナビゲータ）の役割を果たしつつ、着実に成長してきました。今後も業
界の舵をしっかり取って参ります。
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第４回　新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人一覧（ブース別）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数
既卒者
の応募

ネットワークエンジニア 13030-45198 2 　　3年以内

プログラマー 13030-46298 3 　　3年以内

2 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

 システムエンジニアプログラマー 13010-970598 5 　　3年以内

 インフラエンジニアサーバーエンジニア 13010-971898 5 　　3年以内

4 築地産業株式会社 農畜産物・水産物卸売業 総合職 13010-129398 5 　　3年以内

営業事務 13010-1349498 1 　　3年以内

技術職・施工管理職（東京） 13010-1350598 1 　　3年以内

技術職・施工管理職（千葉） 13010-1347998 2 　　3年以内

技術職・施工管理職（神奈川） 13010-1348398 2 　　3年以内

6 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

7 株式会社　鈴木シャッター その他の金属製品製造業 総合職 13090-261698 10 　　3年以内

介護職 13080-425198 50 　　3年以内

施設事務職（介護業務含む） 13080-426298 20 　　3年以内

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

10 ハピネスデンキ株式会社 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 総合職 13060-73398 4 　　3年以内

システム運用エンジニア 13080-115998 4 　　3年以内

ネットワークエンジニア 13080-116398 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

12 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

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

サーバ・ネットワークエンジニア 13010-1233698 2 　　1年以内

プログラマ・システムエンジニア 13010-1234998 2 　　1年以内

総合職（人事・総務・経理） 13010-1237198 1 　　1年以内

営業（旅行代理店への営業） 13010-261598 4 　　3年以内

営業事務（海外・国内ホテルの手配） 13010-262898 4 　　3年以内

郵便ポストの開発 10050-161298 1 　　3年以内

郵便ポストの販売営業 10050-162598 1 　　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

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

総合職（営業） 13040-383098 3 　　5年以内

総合職（技術） 13040-388498 1 　　5年以内

20 株式会社　スーパーリージョナル 情報処理・提供サービス業 ＩＴエンジニア 13080-389898 9 　　3年以内

21 株式会社　マテリアルハウス 非鉄金属卸売業 営業事務（事務職） 13060-228298 1 否

22 株式会社　インボイス 電気通信に附帯するサービス業 総合職（営業・総務） 13040-696198 5 　　1年以内

23 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・システムエンジニア（社内業務中心） 13010-555998 2 　　3年以内

24 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 　　3年以内

25 株式会社　ジェイテック その他の専門サービス業 総合職〔事務系〕 13010-1323198 3 　　3年以内

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

27 株式会社　システック・エンジ二アリング 電気工事業 送電線工事に関する施工管理 13080-721998 10 　　3年以内

ＳＥサポート／サポート事務 13040-606598 2 　　5年以内

ＩＴエンジニア 13040-607898 2 　　5年以内

29 株式会社　コンテック 建築工事業（木造建築工事業を除く）  建設技術者（施工管理・設計・積算等） 13040-202898 5 　　5年以内

セキュリティ〈空港保安／施設常駐警備　他〉 11050-32698 30 　　3年以内

営業・警務職（セキュリティ） 11050-33998 5 　　3年以内

総合職（警備実務；営業／警務／総務事務） 11050-34398 10 　　3年以内

31 シンプロメンテ　株式会社 その他の専門サービス業 総合職 13040-809698 7 　　3年以内

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

線路設備の施工管理、メンテナンス 13070-576298 2 　　5年以内

鉄道電気設備の施工管理・メンテナンス 13070-577598 2 　　5年以内

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

35 株式会社　アウトソーシング 労働者派遣業 事務系総合職 13010-728598 1 　　2年以内

金融事務 13060-143698 2 　　3年以内

営業 13060-144998 3 　　3年以内

セキュリティスタッフ（警備） 13130-54798 10 　　3年以内

セキュリティスタッフ（幹部候補） 13130-56998 5 　　3年以内

38 株式会社　ユーソフト ソフトウェア業 システムエンジニア・ネットワークエンジニア・プログラマー 13090-22298 5 　　3年以内

39 株式会社　ノムラシステムコーポレーション その他の専門サービス業 ＩＴコンサルタント 13070-166298 10 　　3年以内

事務職 13130-220898 1 否

 貴重品警備輸送（ドライバー候補） 13130-167098 3 否

1 株式会社　セル ソフトウェア業

5

3

昌運工業　株式会社

ソフトウェア業株式会社　エスイーアーキテクト

その他の設備工事業

株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業

ソフトウェア業株式会社　アズテックス

旅行業株式会社エーエスケーインターナショナル

その他の金属製品製造業コーワソニア株式会社

株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業

ソフトウェア業株式会社キャリアシステムズ

一般土木建築工事業越野建設　株式会社

他に分類されない卸売業大和産業　株式会社

ソフトウェア業Ｃ－ＨＲＣ株式会社

警備業株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ

中小企業等金融業共立信用組合

その他の設備工事業株式会社小田急エンジニアリング

警備業日本通運　株式会社　関東警送支店

警備業株式会社トスネット首都圏

8

11

14

15

16

17

18

19

28

30

33

36

37

40
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既卒者
の応募

41 株式会社　大東青果 野菜・果実小売業  総合職（将来の店長・幹部候補） 13150-4298 8 　　3年以内

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

43 ユニバーサルコンピューター株式会社 ソフトウェア業 ＩＣＴエンジニア（プログラマー） 13010-272798 15 　　3年以内

44 株式会社三進社 印刷業 ルート営業／木場 13040-637198 1 　　3年以内

営業 13010-314398 1 　　3年以内

営業アシスタント（営業事務） 13010-315498 1 　　3年以内

46 株式会社　オープン・システム・ソリューションズ ソフトウェア業 ＳＥ・ＰＧ 13100-20298 5 　　3年以内

47 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） 総合職（提案営業・保安定検・事務スタッフ） 13030-42998 4 　　3年以内

48 ソフィアメディ　株式会社 老人福祉・介護事業 本部総合職・学部学科不問・医療業界に興味のある方 13040-881098 2 　　1年以内

事務（総務・経理）総合職 13040-834698 2 否

 販売（総合職）（ジュエリー・鉄道模型） 13040-301698 10 否

総合職（営業職） 13010-1340198 1 　　3年以内

総合職（事務職） 13010-15808 1 　　3年以内

51 株式会社　ケンファースト 情報処理・提供サービス業 ＷＥＢアプリ開発エンジニア 13010-1030098 5 　　3年以内

 ＯＡ事務、ＰＭＯ支援、ＳＥサポート 13040-312498 3 　　3年以内

システムエンジニア 13040-313198 3 　　3年以内

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

54 田島メタルワーク　株式会社 その他の金属製品製造業 営業 13090-360498 1 　　3年以内

55 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

56 ヤチヨコアシステム　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職（法人・０Ａ機器） 27020-303698 20 　　5年以内

営業 13040-409398 2 　　3年以内

プラントエンジニア 13040-411298 2 　　3年以内

製造（環境プラント装置等） 13040-412598 2 　　3年以内

技術エンジニア 13040-413898 2 　　3年以内

開発技術 13110-165798 2 　　1年以内

貿易業務 13110-23298 1 　　1年以内

営業 13110-24598 2 　　1年以内

59 株式会社　システム・フジ ソフトウェア業  システムエンジニアプログラマー 13080-86498 2 　　3年以内

60 ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ　株式会社 航空運送業 総合職（通関業務・営業） 13010-823298 5 　　3年以内

キッチンチーフ候補 11050-74998 10 　　3年以内

店長（幹部）候補 11050-55898 15 　　3年以内

62 株式会社　黒船 パン・菓子製造業 販売職（菓子） 13070-411198 5 　　3年以内

人事 13080-689098 1 　　5年以内

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

一般職（インフラ・サポート・テストエンジニア） 13070-544598 5 　　5年以内

総合職（ゲーム・Ｗｅｂ業界向け技術職） 13070-9398 5 　　5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

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

67 セコム株式会社 警備業 総合コース 13070-293998 20 　　3年以内

自動車開発エンジニア（設計・解析・実験） 13080-678298 5 　　3年以内

航空機開発エンジニア（設計・解析・実験・保守） 13080-679598 5 　　3年以内

宇宙機（人工衛星）開発エンジニア（評価・試験） 13080-680798 5 　　3年以内

精密機器開発エンジニア（設計・試験・保守） 13080-681698 4 　　3年以内

放送映像機器・設備の検査・調整業務 13080-682998 5 　　3年以内

69 株式会社　フェーズワン ソフトウェア業 システムエンジニア 12080-2698 5 　　3年以内

70 ブリヂストンモーターサイクルタイヤ　株式会社 他に分類されない卸売業 総合職 13040-507498 1 　　3年以内

事務庶務 13110-18098 1 　　3年以内

事務系職員 13110-19798 1 　　3年以内

支援介護職員 13110-20398 3 　　5年以内

生活相談員（候補） 13110-21498 2 　　5年以内

＜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

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

営業職 13090-117998 2 　　3年以内

営業事務 13090-118398 2 　　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

自社製品ルート営業（建材）／東京 13010-443398 2 　　5年以内

商社部門ルート営業（化成品） 13010-445198 2 　　5年以内

77 株式会社システムファクトリ ソフトウェア業 ＳＥ、プログラマ 13010-519098 5 　　3年以内

営業職（設備工事を受注する営業活動）東京 13010-1262298 1 　　3年以内

技術職（設備の設計・施工管理）東京 13010-1264898 2 　　3年以内

50 ニチアスウレタン株式会社 工業用プラスチック製品製造業

化学製品卸売業三興塗料　株式会社

一般土木建築工事業株式会社　木村工業

機械器具設置工事業日本電算設備株式会社

有機化学工業製品製造業山宗化学株式会社

情報処理・提供サービス業株式会社　ハンセン

医療用機械器具・医療用品製
造業

スターメディカル　株式会社

その他の設備工事業三協工業　株式会社

ソフトウェア業エム・ビー・エーインターナショナル株式会社

ソフトウェア業株式会社　アクト

食堂，レストラン（専門料理店
を除く）

株式会社　安楽亭

通信機械器具・同関連機械器
具製造業

ＮＩＣ　株式会社

老人福祉・介護事業株式会社　トリードアート

その他の専門サービス業プライムエンジニアリング　株式会社

ソフトウェア業株式会社　ウイズ・ワン

ソフトウェア業

その他の各種商品小売業（従
業者が常時５０人未満のもの）

株式会社　井門エンタープライズ

電気機械器具卸売業株式会社　サン電子

58

61

63

74

75

76

78

65

68

71

72

73

メディアミックスソリューションズ株式会社

45

49

52

64

57
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既卒者
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 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

インフラエンジニア 13010-680898 2 　　3年以内

法人ルート営業（ＰＣ機器・飛込み営業なし） 13010-334598 2 　　3年以内

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

82 株式会社　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 13010-1324298 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

営業 13070-545898 1 　　3年以内

ソフトウェアエンジニア 13070-178798 5 　　3年以内

コールセンタースタッフ 13010-1271298 2 　　3年以内

事務スタッフ 13010-1272598 2 　　3年以内

Ｗｅｂプログラマー 13010-1160798 1 　　3年以内

総務職（総務人事、経理、情報システム） 13130-267998 1 　　3年以内

営業販売職（海外営業） 13130-32398 1 　　3年以内

サービスエンジニア（技術職） 13130-33498 1 　　3年以内

87 日金スチール　株式会社 鉄鋼製品卸売業 営業 13040-129598 4 　　3年以内

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

89 株式会社　東京富士カラー 写真機・時計・眼鏡小売業 営業及び営業事務 13080-726598 1 　　3年以内

90 江東信用組合 中小企業等金融業 金融総合職 13130-207798 4 　　3年以内

インフラ構築エンジニア 13080-612598 5 　　3年以内

アプリケーション　　　　　　開発エンジニア 13080-613898 5 　　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

システムエンジニア（新卒・第二新卒） 13010-1004898 3 　　3年以内

ＯＡ事務（新卒・第二新卒） 13010-1005098 2 　　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 株式会社　プリンスソフト 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13010-241998 2 　　3年以内

96 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 管理，補助的経済活動を行う事業所（９２その他の事業
サービス業 未経験ＯＫ！システムエンジニア・インフラエンジニア・運用 28010-52098 10 　　3年以内

97 株式会社　清和光学製作所 光学機械器具・レンズ製造業 総合職（営業、製造、設計、品質保証） 13080-693198 2 　　3年以内

営業 13010-1354698 5 　　3年以内

製作 13010-1355998 5 　　3年以内

総務、経理 13170-61798 2 　　3年以内

医療事務 13170-62698 2 　　3年以内

海外営業（工業用計測機器） 13010-219498 2 　　3年以内

購買管理業務 13010-220598 1 　　3年以内

101 株式会社　システム　ツー・ワン ソフトウェア業 総合職（ＳＥ・ＰＧからスタート） 13080-723498 5 　　3年以内

102 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

103 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

104 株式会社　マジオネット その他の専門サービス業 総合職 13080-711798 1 否

営業／品川区 13040-171898 1 　　3年以内

技術／品川区 13040-172098 1 　　3年以内

106 株式会社　アウトソーシングテクノロジー　大阪支店 ソフトウェア業  一般事務・経理・総務営業事務・エンジニアサポート 27020-630298 10 　　3年以内

107 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

108 株式会社フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-1116198 2 　　5年以内

109 瀬味証券印刷　株式会社 印刷業 営業職 13010-634698 2 　　3年以内

110 日本船舶薬品　株式会社 医薬品・化粧品小売業 営業部員 14010-389198 2 　　3年以内

111 ヒューマンウェア　株式会社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13080-57898 5 　　3年以内

ルート営業（電子部品商社） 13010-446298 1 　　3年以内

 営業サポート事務（電子部品商社） 13010-447598 1 　　3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

営業職 13010-861398 2 　　1年以内

115 ワヨー　株式会社 広告業  ＳＰコーディネーター（総合職） 13030-232098 3 　　3年以内

116 株式会社　アミック 土木建築サービス業 ・建築生産設計業務／横浜 13010-819798 1 　　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

118 テックビルド　株式会社 一般土木建築工事業 営業 13040-734898 5 　　3年以内

洋菓子販売・企画・営業 13080-130698 5 　　3年以内

洋菓子の製造・製品梱包 13080-131998 3 　　3年以内

プログラマー・ＳＥ 13010-287598 5 　　3年以内

システム運用エンジニア 13010-288898 10 　　3年以内

一般事務・ＩＴサポート・ヘルプデスク 13010-289098 5 　　3年以内

ソフトウェア業ナビオコンピュータ株式会社　　東京本社

パン・菓子製造業メトロ製菓　株式会社

他に分類されない小売業株式会社　和僑

ソフトウェア業中川システム　株式会社

工業用プラスチック製品製造
業

山下電気　株式会社

印刷業町田印刷　株式会社

電気機械器具卸売業富士エレックス　株式会社

アンドール株式会社 ソフトウェア業

医療法人社団　順洋会　武蔵野総合クリニック 一般診療所

情報処理・提供サービス業株式会社　ノア・ソリューション

情報処理・提供サービス業スイングバイテクノロジー株式会社

家具製造業株式会社　昭栄美術

ソフトウェア業株式会社　ティエスイー

ソフトウェア業スカイリーフ株式会社

生活関連産業用機械製造業株式会社　桜井グラフィックシステムズ

G・O・G株式会社
管理，補助的経済活動を行う
事業所（３９情報サービス業）

株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業

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

ＢＢＫテクノロジーズ　
（文化貿易工業株式会社）

98

99

100

105

112

114

117

120

119

79

80

83

84

86

91

92

93

85
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の応募

4 築地産業株式会社 農畜産物・水産物卸売業 総合職 13010-129398 5 　　3年以内

7 株式会社　鈴木シャッター その他の金属製品製造業 総合職 13090-261698 10 　　3年以内

10 ハピネスデンキ株式会社 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 総合職 13060-73398 4 　　3年以内

14 株式会社　アズテックス ソフトウェア業 総合職（人事・総務・経理） 13010-1237198 1 　　1年以内

19 大和産業　株式会社 他に分類されない卸売業 総合職（営業） 13040-383098 3 　　5年以内

19 大和産業　株式会社 他に分類されない卸売業 総合職（技術） 13040-388498 1 　　5年以内

22 株式会社　インボイス 電気通信に附帯するサービス業 総合職（営業・総務） 13040-696198 5 　　1年以内

24 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 　　3年以内

25 株式会社　ジェイテック その他の専門サービス業 総合職〔事務系〕 13010-1323198 3 　　3年以内

30 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業 総合職（警備実務；営業／警務／総務事務） 11050-34398 10 　　3年以内

31 シンプロメンテ　株式会社 その他の専門サービス業 総合職 13040-809698 7 　　3年以内

41 株式会社　大東青果 野菜・果実小売業  総合職（将来の店長・幹部候補） 13150-4298 8 　　3年以内

47 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） 総合職（提案営業・保安定検・事務スタッフ） 13030-42998 4 　　3年以内

48 ソフィアメディ　株式会社 老人福祉・介護事業 本部総合職・学部学科不問・医療業界に興味のある方 13040-881098 2 　　1年以内

49 株式会社　井門エンタープライズ その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）  販売（総合職）（ジュエリー・鉄道模型） 13040-301698 10 否

50 ニチアスウレタン株式会社 工業用プラスチック製品製造業 総合職（営業職） 13010-1340198 1 　　3年以内

50 ニチアスウレタン株式会社 工業用プラスチック製品製造業 総合職（事務職） 13010-15808 1 　　3年以内

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

60 ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ　株式会社 航空運送業 総合職（通関業務・営業） 13010-823298 5 　　3年以内

64 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 5 　　5年以内

67 セコム株式会社 警備業 総合コース 13070-293998 20 　　3年以内

70 ブリヂストンモーターサイクルタイヤ　株式会社 他に分類されない卸売業 総合職 13040-507498 1 　　3年以内

90 江東信用組合 中小企業等金融業 金融総合職 13130-207798 4 　　3年以内

97 株式会社　清和光学製作所 光学機械器具・レンズ製造業 総合職（営業、製造、設計、品質保証） 13080-693198 2 　　3年以内

101 株式会社　システム　ツー・ワン ソフトウェア業 総合職（ＳＥ・ＰＧからスタート） 13080-723498 5 　　3年以内

102 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

104 株式会社　マジオネット その他の専門サービス業 総合職 13080-711798 1 否

108 株式会社フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-1116198 2 　　5年以内

115 ワヨー　株式会社 広告業  ＳＰコーディネーター（総合職） 13030-232098 3 　　3年以内

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

12 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

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

15 株式会社エーエスケーインターナショナル 旅行業 営業（旅行代理店への営業） 13010-261598 4 　　3年以内

16 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

17 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

18 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

30 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業 営業・警務職（セキュリティ） 11050-33998 5 　　3年以内

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

36 共立信用組合 中小企業等金融業 営業 13060-144998 3 　　3年以内

44 株式会社三進社 印刷業 ルート営業／木場 13040-637198 1 　　3年以内

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

54 田島メタルワーク　株式会社 その他の金属製品製造業 営業 13090-360498 1 　　3年以内

56 ヤチヨコアシステム　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職（法人・０Ａ機器） 27020-303698 20 　　5年以内

57 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

58 スターメディカル　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 営業 13110-24598 2 　　1年以内

74 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

76 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業 自社製品ルート営業（建材）／東京 13010-443398 2 　　5年以内

76 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業 商社部門ルート営業（化成品） 13010-445198 2 　　5年以内

78 日本電算設備株式会社 機械器具設置工事業 営業職（設備工事を受注する営業活動）東京 13010-1262298 1 　　3年以内

80 株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業 法人ルート営業（ＰＣ機器・飛込み営業なし） 13010-334598 2 　　3年以内

84 スカイリーフ株式会社 ソフトウェア業 営業 13070-545898 1 　　3年以内

86 株式会社　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 営業販売職（海外営業） 13130-32398 1 　　3年以内

87 日金スチール　株式会社 鉄鋼製品卸売業 営業 13040-129598 4 　　3年以内

89 株式会社　東京富士カラー 写真機・時計・眼鏡小売業 営業及び営業事務 13080-726598 1 　　3年以内

98 株式会社　昭栄美術 家具製造業 営業 13010-1354698 5 　　3年以内

100  ＢＢＫテクノロジーズ　（文化貿易工業株式会社） 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 海外営業（工業用計測機器） 13010-219498 2 　　3年以内

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

109 瀬味証券印刷　株式会社 印刷業 営業職 13010-634698 2 　　3年以内

１総合職

２営業
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110 日本船舶薬品　株式会社 医薬品・化粧品小売業 営業部員 14010-389198 2 　　3年以内

112 富士エレックス　株式会社 電気機械器具卸売業 ルート営業（電子部品商社） 13010-446298 1 　　3年以内

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

118 テックビルド　株式会社 一般土木建築工事業 営業 13040-734898 5 　　3年以内

5 昌運工業　株式会社 その他の設備工事業 営業事務 13010-1349498 1 　　3年以内

8 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業 施設事務職（介護業務含む） 13080-426298 20 　　3年以内

11 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

15 株式会社エーエスケーインターナショナル 旅行業 営業事務（海外・国内ホテルの手配） 13010-262898 4 　　3年以内

18 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　マテリアルハウス 非鉄金属卸売業 営業事務（事務職） 13060-228298 1 否

28 Ｃ－ＨＲＣ株式会社 ソフトウェア業 ＳＥサポート／サポート事務 13040-606598 2 　　5年以内

35 株式会社　アウトソーシング 労働者派遣業 事務系総合職 13010-728598 1 　　2年以内

36 共立信用組合 中小企業等金融業 金融事務 13060-143698 2 　　3年以内

40 日本通運　株式会社　関東警送支店 警備業 事務職 13130-220898 1 否

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

49 株式会社　井門エンタープライズ その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの） 事務（総務・経理）総合職 13040-834698 2 否

52 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 13040-312498 3 　　3年以内

58 スターメディカル　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 貿易業務 13110-23298 1 　　1年以内

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

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

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

72 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

74 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

75 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

75 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

85 G・O・G株式会社
管理，補助的経済活動を行う事業所（３
９情報サービス業） 事務スタッフ 13010-1272598 2 　　3年以内

86 株式会社　桜井グラフィックシステムズ 生活関連産業用機械製造業 総務職（総務人事、経理、情報システム） 13130-267998 1 　　3年以内

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

93 スイングバイテクノロジー株式会社 情報処理・提供サービス業 ＯＡ事務（新卒・第二新卒） 13010-1005098 2 　　3年以内

99 医療法人社団　順洋会　武蔵野総合クリニック 一般診療所 総務、経理 13170-61798 2 　　3年以内

99 医療法人社団　順洋会　武蔵野総合クリニック 一般診療所 医療事務 13170-62698 2 　　3年以内

103 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

106 株式会社　アウトソーシングテクノロジー　大阪支店 ソフトウェア業  一般事務・経理・総務営業事務・エンジニアサポート 27020-630298 10 　　3年以内

107 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

112 富士エレックス　株式会社 電気機械器具卸売業  営業サポート事務（電子部品商社） 13010-447598 1 　　3年以内

114 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

117 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

120 ナビオコンピュータ株式会社　　東京本社 ソフトウェア業 一般事務・ＩＴサポート・ヘルプデスク 13010-289098 5 　　3年以内

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

61 株式会社　安楽亭 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 店長（幹部）候補 11050-55898 15 　　3年以内

62 株式会社　黒船 パン・菓子製造業 販売職（菓子） 13070-411198 5 　　3年以内

117 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

119 メトロ製菓　株式会社 パン・菓子製造業 洋菓子販売・企画・営業 13080-130698 5 　　3年以内

1 株式会社　セル ソフトウェア業 ネットワークエンジニア 13030-45198 2 　　3年以内

1 株式会社　セル ソフトウェア業 プログラマー 13030-46298 3 　　3年以内

3 株式会社　エスイーアーキテクト ソフトウェア業  システムエンジニアプログラマー 13010-970598 5 　　3年以内

3 株式会社　エスイーアーキテクト ソフトウェア業  インフラエンジニアサーバーエンジニア 13010-971898 5 　　3年以内

11 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

11 株式会社フォー・ジェイ ソフトウェア業 ネットワークエンジニア 13080-116398 4 　　3年以内

11 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

14 株式会社　アズテックス ソフトウェア業 サーバ・ネットワークエンジニア 13010-1233698 2 　　1年以内

14 株式会社　アズテックス ソフトウェア業 プログラマ・システムエンジニア 13010-1234998 2 　　1年以内

18 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

20 株式会社　スーパーリージョナル 情報処理・提供サービス業 ＩＴエンジニア 13080-389898 9 　　3年以内

23 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・システムエンジニア（社内業務中心） 13010-555998 2 　　3年以内

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

28 Ｃ－ＨＲＣ株式会社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13040-607898 2 　　5年以内

38 株式会社　ユーソフト ソフトウェア業 システムエンジニア・ネットワークエンジニア・プログラマー 13090-22298 5 　　3年以内

３事務

４接客・販売

２営業

５ＩＣＴ系
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人一覧（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数
既卒者
の応募

39 株式会社　ノムラシステムコーポレーション その他の専門サービス業 ＩＴコンサルタント 13070-166298 10 　　3年以内

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

43 ユニバーサルコンピューター株式会社 ソフトウェア業 ＩＣＴエンジニア（プログラマー） 13010-272798 15 　　3年以内

46 株式会社　オープン・システム・ソリューションズ ソフトウェア業 ＳＥ・ＰＧ 13100-20298 5 　　3年以内

51 株式会社　ケンファースト 情報処理・提供サービス業 ＷＥＢアプリ開発エンジニア 13010-1030098 5 　　3年以内

52 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

55 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

59 株式会社　システム・フジ ソフトウェア業  システムエンジニアプログラマー 13080-86498 2 　　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 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 一般職（インフラ・サポート・テストエンジニア） 13070-544598 5 　　5年以内

65 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

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

69 株式会社　フェーズワン ソフトウェア業 システムエンジニア 12080-2698 5 　　3年以内

72 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

72 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

73 株式会社　ウイズ・ワン ソフトウェア業 テストエンジニア 13010-362998 5 　　5年以内

73 株式会社　ウイズ・ワン ソフトウェア業 インフラエンジニア 13010-363398 10 　　5年以内

73 株式会社　ウイズ・ワン ソフトウェア業 システムエンジニア／プログラマ 13010-364498 20 　　5年以内

73 株式会社　ウイズ・ワン ソフトウェア業 サービスエンジニア／インストラクター 13010-368898 5 　　5年以内

77 株式会社システムファクトリ ソフトウェア業 ＳＥ、プログラマ 13010-519098 5 　　3年以内

79 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

79 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

80 株式会社トゥモロー・ネット 情報処理・提供サービス業 インフラエンジニア 13010-680898 2 　　3年以内

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

82 株式会社　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 13010-1324298 3 　　3年以内

83 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

83 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

83 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

84 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

85 G・O・G株式会社
管理，補助的経済活動を行う事業所（３
９情報サービス業） Ｗｅｂプログラマー 13010-1160798 1 　　3年以内

91 株式会社　ノア・ソリューション 情報処理・提供サービス業 インフラ構築エンジニア 13080-612598 5 　　3年以内

91 株式会社　ノア・ソリューション 情報処理・提供サービス業 アプリケーション　　　　　　開発エンジニア 13080-613898 5 　　3年以内

92 アンドール株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニアプログラマ 13070-322498 5 　　3年以内

93 スイングバイテクノロジー株式会社 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア（新卒・第二新卒） 13010-1004898 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 株式会社　プリンスソフト 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13010-241998 2 　　3年以内

96 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
管理，補助的経済活動を行う事業所（９
２その他の事業サービス業

未経験ＯＫ！システムエンジニア・インフラエンジニア・運用 28010-52098 10 　　3年以内

111 ヒューマンウェア　株式会社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 13080-57898 5 　　3年以内

120 ナビオコンピュータ株式会社　　東京本社 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ 13010-287598 5 　　3年以内

120 ナビオコンピュータ株式会社　　東京本社 ソフトウェア業 システム運用エンジニア 13010-288898 10 　　3年以内

8 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業 介護職 13080-425198 50 　　3年以内

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

2 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

5 昌運工業　株式会社 その他の設備工事業 技術職・施工管理職（東京） 13010-1350598 1 　　3年以内

5 昌運工業　株式会社 その他の設備工事業 技術職・施工管理職（千葉） 13010-1347998 2 　　3年以内

5 昌運工業　株式会社 その他の設備工事業 技術職・施工管理職（神奈川） 13010-1348398 2 　　3年以内

6 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

16 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

17 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

27 株式会社　システック・エンジ二アリング 電気工事業 送電線工事に関する施工管理 13080-721998 10 　　3年以内

29 株式会社　コンテック 建築工事業（木造建築工事業を除く）  建設技術者（施工管理・設計・積算等） 13040-202898 5 　　5年以内

30 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ 警備業 セキュリティ〈空港保安／施設常駐警備　他〉 11050-32698 30 　　3年以内

33 株式会社小田急エンジニアリング その他の設備工事業 線路設備の施工管理、メンテナンス 13070-576298 2 　　5年以内

33 株式会社小田急エンジニアリング その他の設備工事業 鉄道電気設備の施工管理・メンテナンス 13070-577598 2 　　5年以内

37 株式会社トスネット首都圏 警備業 セキュリティスタッフ（警備） 13130-54798 10 　　3年以内

37 株式会社トスネット首都圏 警備業 セキュリティスタッフ（幹部候補） 13130-56998 5 　　3年以内

40 日本通運　株式会社　関東警送支店 警備業  貴重品警備輸送（ドライバー候補） 13130-167098 3 否

57 三協工業　株式会社 その他の設備工事業 プラントエンジニア 13040-411298 2 　　3年以内

 ７専門職・その他

６介護・福祉

５ＩＣＴ系
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人一覧（職種別）

職種区分 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数
既卒者
の応募

57 三協工業　株式会社 その他の設備工事業 製造（環境プラント装置等） 13040-412598 2 　　3年以内

57 三協工業　株式会社 その他の設備工事業 技術エンジニア 13040-413898 2 　　3年以内

58 スターメディカル　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 開発技術 13110-165798 2 　　1年以内

61 株式会社　安楽亭 食堂，レストラン（専門料理店を除く） キッチンチーフ候補 11050-74998 10 　　3年以内

65 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

68 プライムエンジニアリング　株式会社 その他の専門サービス業 自動車開発エンジニア（設計・解析・実験） 13080-678298 5 　　3年以内

68 プライムエンジニアリング　株式会社 その他の専門サービス業 航空機開発エンジニア（設計・解析・実験・保守） 13080-679598 5 　　3年以内

68 プライムエンジニアリング　株式会社 その他の専門サービス業 宇宙機（人工衛星）開発エンジニア（評価・試験） 13080-680798 5 　　3年以内

68 プライムエンジニアリング　株式会社 その他の専門サービス業 精密機器開発エンジニア（設計・試験・保守） 13080-681698 4 　　3年以内

68 プライムエンジニアリング　株式会社 その他の専門サービス業 放送映像機器・設備の検査・調整業務 13080-682998 5 　　3年以内

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

75 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

75 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

78 日本電算設備株式会社 機械器具設置工事業 技術職（設備の設計・施工管理）東京 13010-1264898 2 　　3年以内

85 G・O・G株式会社
管理，補助的経済活動を行う事業所（３
９情報サービス業） コールセンタースタッフ 13010-1271298 2 　　3年以内

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

92 アンドール株式会社 ソフトウェア業 機械設計エンジニア 13070-323198 5 　　3年以内

92 アンドール株式会社 ソフトウェア業 回路設計エンジニア 13070-325598 5 　　3年以内

98 株式会社　昭栄美術 家具製造業 製作 13010-1355998 5 　　3年以内

100  ＢＢＫテクノロジーズ　（文化貿易工業株式会社） 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 購買管理業務 13010-220598 1 　　3年以内

105 山下電気　株式会社 工業用プラスチック製品製造業 技術／品川区 13040-172098 1 　　3年以内

114 町田印刷　株式会社 印刷業  印刷オペレーター　　　　／埼玉　熊谷 13010-859098 2 　　1年以内

114 町田印刷　株式会社 印刷業  印刷オペレーター　　　　／埼玉　戸田 13010-860998 2 　　1年以内

116 株式会社　アミック 土木建築サービス業 ・建築生産設計業務／横浜 13010-819798 1 　　3年以内

119 メトロ製菓　株式会社 パン・菓子製造業 洋菓子の製造・製品梱包 13080-131998 3 　　3年以内

７専門職・その他
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

５ＩＣＴ系 1

株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

ネットワークエンジニ
ア
13030-45198

ＬＡＮ構築やＬＡＮ設計、ＬＡＮ環境の監視などの業務。
ネットワークシステムの設計書を作成し、その設計書から構築し、また、その
構築された環境に問題がないかを監視するなどのネットワークのシステムをつくる
業務です。
　入社後２ケ月程度、外部セミナーにて、基礎からの研修を受講して頂きますので、
未経験の方でもエンジニアのスキルが身につきます。なお、研修後は、先輩社員の
指導の下、業務を経験しながらスキルアップして頂きます。
　※スキルに応じた業務から携わって頂きますので、安心してください。

2 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

◎文系・ＩＴ未経
験者可。

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 1

株式会社　セル
(ソフトウェア業)
1303-208114-5

プログラマー
13030-46298

設計書をもとにプログラミング及びテスト等を行う業務。
設計書をもとにシステムを作成したり、そのシステムが設計通りに作成されている
かをテストする業務。
入社後２ケ月程度、外部セミナーにて、基礎からの研修を受講して頂きますので、
未経験の方でもエンジニアのスキルが身につきます。
　なお、研修後は、先輩社員の指導の下、業務を経験しながらスキルアップして頂
きます。
　※スキルに応じた業務から携わって頂きますので、安心してください。

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科不
問）

◎文系・ＩＴ未経
験者可。

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

2

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 3

株式会社　エスイー
アーキテクト
(ソフトウェア業)
1301-659004-3

システムエンジニア
プログラマー
13010-970598

研修ではビジネスマナー・ビジネス文書・ＩＴの基礎・プログラムの基礎を学びます。研修後
にはプロジェクトに配属。最初のプロジェクトはシステムが問題なく動くかチェックをするテス
ト業務等から携わり、徐々にＩＴ業界に慣れていきます。それ以降は以下のようなプロジェク
トに携わっていただきます。
※下記は一例で数多くのプロジェクトがあります
＊業務効率化のためのＲＰＡ開発 ＊クラウドとＡＩを使った開発
＊インターネットバンキングの開発 ＊音楽配信サービスの開発

5 大学院・大学・
短大・能開校　
　
各卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 3

株式会社　エスイー
アーキテクト
(ソフトウェア業)
1301-659004-3

インフラエンジニア
サーバーエンジニア
13010-971898

研修ではビジネスマナー・ビジネス文書・ＩＴの基礎・ネットワークの基礎・サーバーの基礎（Ｌ
ｉｎｕｘ）を学びます。研修後にはプロジェクトに配属。
最初のプロジェクトはユーザーに安定したサービスを提供する運用業務等から携わり、
徐々にＩＴ業界に慣れていきます。
それ以降は以下のようなプロジェクトに携わっていただきます。
※下記は一例で数多くのプロジェクトがあります
＊仮想環境を使ったサーバー運用 ＊全国規模のＷｉＦｉ構築
＊電子マネー決済の正常性の評価テスト

5 大学院・大学・
短大・能開校　
　
各卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

１総合職 4

築地産業株式会社
(農畜産物・水産物卸売
業)
1302-415264-3

総合職
13010-129398

◇将来、当社の中核・幹部候補としての採用です◇
　本人の希望や適性、社内のバランスを考慮の上、次の仕事をしていただきます。
　１　営業
　２　生産管理・衛生管理
　３　総務・経理・人事
　４　営業事務・社内ＳＥなど

5 大学院・大学
卒・短大卒・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

３事務 5

昌運工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1301-205615-1

営業事務
13010-1349498

＜主な業務＞
資料や各書類の作成・電話、メール対応・客先対応・データ入力等

＊見積書や請求書作成時の理解を深める為、現場（火力発電所内当社事業所）
　での研修もあります

＊人材育成の教育制度（各種研修等）あり

1 大学・短大・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）
※中退者の応
募：可（３年以
内）
条件はお問合
わせ下さい

基本的なＰＣス
キル（Ｗｏｒｄ，Ｅ
ｘｃｅｌ）

　　3年以内

７専門職・
その他

5

昌運工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1301-205615-1

技術職・施工管理職
（東京）
13010-1350598

＊東京電力火力発電所や企業のプラント設備のメンテナンス建設工事に
　従事して頂きます。
　主な業務は設備機械の分解・点検・整備や配管工事等を行っています。

＊電力というインフラ事業に携わっており、創業以来自己資金による経営を
　続けていますので、将来に渡って安心して働ける環境を整えています。

＊入社後の研修（半年間）が充実していますので安心してご就業頂けます。

1 大学・短大・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）
※中退者の応
募：可（３年以
内）
条件はお問合
わせ下さい

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）
※入社までの
取得・限定解除
が難しい場合
は配慮します

　　3年以内

７専門職・
その他

5

昌運工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1301-205615-1

技術職・施工管理職
（千葉）
13010-1347998

＊東京電力火力発電所や企業のプラント設備のメンテナンス建設工事に
　従事して頂きます。
　主な業務は設備機械の分解・点検・整備や配管工事等を行っています。

＊電力というインフラ事業に携わっており、創業以来自己資金による経営を
　続けていますので、将来に渡って安心して働ける環境を整えています。
＊入社後の研修（半年間）が充実していますので安心してご就業頂けます。
※就業場所人数は千葉エリアの合計人数を記載

2 大学・短大・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）
※中退者の応
募：可（３年以
内）
条件はお問合
わせ下さい

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）
※入社までの
取得・限定解除
が難しい場合
は配慮します

　　3年以内

７専門職・
その他

5

昌運工業　株式会社
(その他の設備工事業)
1301-205615-1

技術職・施工管理職
（神奈川）
13010-1348398

＊東京電力火力発電所や企業のプラント設備のメンテナンス建設工事に
　従事して頂きます。
　主な業務は設備機械の分解・点検・整備や配管工事等を行っています。

＊電力というインフラ事業に携わっており、創業以来自己資金による経営を
　続けていますので、将来に渡って安心して働ける環境を整えています。
＊入社後の研修（半年間）が充実していますので安心してご就業頂けます。
※就業場所人数は神奈川エリアの合計人数を記載

2 大学・短大・専
修学校　各卒
（学部学科不
問）
※中退者の応
募：可（３年以
内）
条件はお問合
わせ下さい

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）
※入社までの
取得・限定解除
が難しい場合
は配慮します

　　3年以内

７専門職・
その他

6

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４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

１総合職 7

株式会社　鈴木シャッ
ター
(その他の金属製品製
造業)
1309-100342-6

総合職
13090-261698

入社３ヶ月で各職種の研修を実施し、研修を通して本人希望、適性に応じた職種を
選択
〈営業〉（１）建設会社、ビル管理会社への営業活動　（２）既存顧客へのメンテナン
ス契約推進営業　（３）その他関連する業務
〈設計〉（１）作図（ＣＡＤ）（２）工程打合せ　（３）工場での発注業務
〈施工管理〉（１）現場工事管理　（２）工場との納期調整　（３）顧客との施工打合せ


10 大学院・大学・
短大・高専卒業
予定者
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

　　3年以内

６介護・福
祉

8

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

介護職
13080-425198

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

50 大学院、大学、
短大
高専、専修学
校

不問 　　3年以内

３事務 8

株式会社　ベストライフ
(老人福祉・介護事業)
1308-450667-9

施設事務職（介護業
務含む）
13080-426298

○有料老人ホームでの、ご入居者様への請求事務、受付、電話対応、職員の
　給与計算、施設内掲示物作成、ご入居様の見守り、誘導等の介護業務を
　行って頂きます。

○入社後１年は介護職として介護業務に従事して頂きます。その後、本人の
　適性・施設の状況等を判断した上で業務内容変更となります。



20 大学院　大学
短大　高専　専
修学校

不問 　　3年以内

２営業 9

斉田電機産業株式会社
(電気機械器具卸売業)
1304-215749-4

営業（ルート営業）
13040-343798

当社は、電設資材を販売している専門商社です。
地域に密着して既存取引先に満足していただけることをモットーに営業展開しています。担当得意先
を訪問し、商品のＰＲ・物件情報の収集を行い、それぞれのお客　様に相応しい商品の提案を行いま
す。
配属より約１年間は、営業サポートの事務をして頂き、自然と商品知識や商品の流れを身に付ける事
が出来ます。先輩社員が親切丁寧にお教えします。
【主要取扱いメーカー】東芝ライテック（照明器具、配線器具等）
日東工業（受配電機器）、古河電気工業（電線ケーブル・電路資材）、ダイキン工業（空調機器）、その
他１００社以上

6 大学、短大、専
修学校
（学部学科不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
※入社までに
取得できてい
れば可

　　3年以内

１総合職 10

ハピネスデンキ株式会
社
(発電用・送電用・配電
用電気機械器具製造
業)
1306-614370-2

総合職
13060-73398

★１／６システム刷新により記載不備あり。大森所学卒担当へご確認下さい。
【営業】外渉、受注活動（ゼネコン、設計事務所、電気・設備工事会社等といった既
存得意先へ向けた営業活動）
【技術】制御盤・配電盤・監視盤類の設計製図業務
【コンピューター関連・システムエンジニア】情報処理、社内ネットワーク関連
【事務】総務・積算・購買・営業事務　総合職として適性を見て、上記の中から仕事
を担当して頂きます。

4 

　大学院・大
学・短大・専修

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 11

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 11

株式会社フォー・ジェイ
(ソフトウェア業)
1308-613915-2

ネットワークエンジニ
ア
13080-116398

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

4 大学院、大学、
短大、高専、
専修学校

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 11

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 11

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

２営業 12

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

２営業 13

江戸川木材工業　株式
会社
(建築材料卸売業)
1313-103616-9

営業
13130-138498

当社の工場で生産する製品を含め、住資材を木材店、建材店、工務店に販売
する。

取引先への営業時には、社有車を使用する。

2 大学院、大学
卒

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内
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・資格
既卒者
の応募

５ＩＣＴ系 14

株式会社　アズテックス
(ソフトウェア業)
1301-575225-8

サーバ・ネットワーク
エンジニア
13010-1233698

サーバの設計・構築・運用、ネットワーク設計・構築

お客様に必要なシステムの安全性と利便性のバランスを取りながら、システムの基
盤を作り上げていく仕事です。
ＯＳ・ミドルウェア・データベース・サーバ・ネットワーク等、幅広い知識が必要となる
職種で、ＩＴインフラの根幹を担う重要なポジションです。


2 大学院・大学・
短大
高専・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 　　1年以内

５ＩＣＴ系 14

株式会社　アズテックス
(ソフトウェア業)
1301-575225-8

プログラマ・システム
エンジニア
13010-1234998

Ｗｅｂアプリケーション開発、スマートフォンアプリ開発


2 大学院・大学・
短大
高専・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 　　1年以内

１総合職 14

株式会社　アズテックス
(ソフトウェア業)
1301-575225-8

総合職（人事・総務・
経理）
13010-1237198

総務部でのお仕事です。

主な業務
来客・電話応対、採用業務、経理業務　など


1 大学院・大学・
短大
高専・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

不問 　　1年以内

２営業 15

株式会社エーエスケー
インターナショナル
(旅行業)
1301-575302-7

営業（旅行代理店へ
の営業）
13010-261598

・顧客である既存の旅行代理店や新規の旅行代理店を訪問して、
　国内・海外ホテルの予約を受注出来るよう説明。

・顧客である旅行代理店に対してキャンペーンの作成や宣伝。

・各旅行代理店の送客集計表等の作成。



4 　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 15

株式会社エーエスケー
インターナショナル
(旅行業)
1301-575302-7

営業事務（海外・国内
ホテルの手配）
13010-262898

「海外ホテル、国内ホテルの予約手配受付・見積もり対応」

電話もしくはＥメールでの対応となります。
旅行代理店からの依頼を受けて、予算・日程・内容など、お客様のニーズにマッチ
するホテルを探して、メリット・デメリットを伝えながら提案をする仕事です。また送迎
用の車の手配や通訳・ガイドの手配なども行っています。



4 　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

16

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

２営業 16

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 17

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
＊免震構造マンション、楽器対応型賃貸「音楽マンション（Ｒ）」、収入付
　住宅「ヴェージュ（Ｒ）」をはじめとする個人住宅や民間工事では商業ビル・銀行店舗・学
校・首都圏の企業向けリノベーションなど、公共工事では公共施設、公営住宅、警察署など
人々の生活に欠かせない重要施設の建築　物も幅広く施工しており、営業エリアは東京２３
区を中心に近県まで展開しています。

2 大学院・大学・
短大
高専・専修学
校・能開校卒
（履修科目不
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

17

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（集合住宅、学校、オフィスビル、個人住宅等）、官公庁施設、
　公営住宅等の施工・安全・設計及び工程の管理業務
＊協力業者手配・調整
＊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
・普通自動車運
転免許尚可
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

５ＩＣＴ系 18

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

３事務 18

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
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

２営業 18

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

１総合職 19

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

総合職（営業）
13040-383098

＜具体的な仕事内容＞・商品の受発注、入出荷作業 ・お取引先様へのルートセールスが
メインです。
＜入社後１年目の流れ＞入社後１年目は商品の知識を身に着けるために営業所にて、受
発注やお問い合わせ対応からスタートします。１～２年後からは先輩社員の同行を通して営
業ノウハウを学び、得意先様への営業活動を行っていただきます。入社後は充実した社内
研修やＯＪＴ研修がございますので車の知識がない方でも大丈夫です。
＜取扱商材＞自動車用のブレーキ部品や照明・電装部品がメインになります。

3 大学、短大
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

　　5年以内

１総合職 19

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

総合職（技術）
13040-388498

＜具体的な仕事内容＞
・入社後の新入社員研修の後、現場にて部門内教育、現場実習を行います。
・半年後には、先輩に指導を受けながら、ハーネスやプリント基板製造工程の構想，設備・
治具の製作、立上げまでを行います。
＜研修について＞
・技術部内では、大和産業で取扱う製品知識，モノづくりに関わる製造技術講座等で基礎
から学んでいただきます。また、ハーネス製造工場にて現場実習を行い，モノづくりの基礎
を学んでいただきますので、経験がないかたでも安心してご入社いただけます。

1 大学・短大
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ可）

　　5年以内

５ＩＣＴ系 20

株式会社　スーパー
リージョナル
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-631325-4

ＩＴエンジニア
13080-389898

◎ＩＴエンジニアとして幅広い専門技術と専門知識を奮える仕事です。自分に合った技術分野でプログ
ラミング・ＤＢオペレーション・サーバー構築・ＮＷ構築といった技術業務やシステムインテグレーターと
して商品やサービスの提案といった業務を担当してもらいます。技術の習得や開発工程の経験を積
んだ後に要件定義や設計・ＰＪマネジメントを主業務として活躍していただきます。
※当社のメイン事業は、寮・ホテルなどの集合施設向けインターネット接続サービス。この分野に特化
した競合は少なく大手企業とも取引を続けています。加えてグーグルストリートビューに関する新規事
業も展開。継続型・単発型の収益の双方を確保しています。※東証マザーズ上場を目指して準備中
です。

9 大学卒 ＩＴ系資格あれ
ば尚可

　　3年以内

３事務 21

株式会社　マテリアル
ハウス
(非鉄金属卸売業)
1306-8033-3

営業事務（事務職）
13060-228298

　
○素材・加工品事業部で営業事務を担当していただきます。

・ＪＲなど一部上場企業をはじめとする多数のお客様とのリピート取引を中心に、こ
れらの注文手配、納期管理、伝票事務、電話応対がメイン業務となります。

・上記のほかに、英文による海外貿易書類作成などの業務もあります。


1 　（学歴）　　　
　　大学・短大

　（履修科目）　
　　不問

不問 否

１総合職 22

株式会社　インボイス
(電気通信に附帯する
サービス業)
1304-229807-7

総合職（営業・総務）
13040-696198

総合職（営業・管理）
　●営業：「Ｇｉ営業部」法人向け一括請求サービスにおける新規顧客開拓
　　　　　　　　　　　　→電話営業にてアポイントメント、提案
　　　　　　 「ＩＣＴ事業部」学生寮や社宅向けインターネットサービスに
　　　　　　　　　　　　　おける新規顧客開拓と既存顧客サポート
　●管理：「管理本部」総務業務または人事業務

5 大学卒・大学院
卒
※学部不問

不問 　　1年以内

５ＩＣＴ系 23

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・システ
ムエンジニア（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内部・外部研修（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ヶ月の外部研修後、２～３ヶ月の社内研修（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。
・プログラマーとして経験を積んだ後、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。・希望があれば、プログラマーとして突き詰めたり、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

１総合職 24

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
（AT限定可）
内定後入社ま
でに取得でも可

　　3年以内

３事務 25

株式会社　ジェイテック
(その他の専門サービス
業)
1301-557679-3

総合職〔事務系〕
13010-1323198

※入社後、３ケ月間の研修にて適性を判断させていただき、職種が決定します。
〔主な業務〕＊営業：顧客企業（自動車・家電等の大手優良メーカー）で働く当社技術職
の就業支援、顧客企業への技術開発支援に関する提案型営業、新卒採用に伴う学校訪問
等 ＊事務：当社及びグループ会社の総務、営業事務、経理の事務業務。
※配属が総務の場合、一部採用業務をお願いする可能性あり。
※技術的な知識、経験不問。就業場所に関しては本人の希望及び適性に応じ決定致しま
す。 ＊就業場所人数は東京本社の人数を記載

3 大学院・大学・
短大・専修　各
卒
（学部学科不
問）

留学生の方は
日本語能力Ｎ１
以上

　　3年以内

１総合職 26

株式会社　ＬａｉｎＺ
(ソフトウェア業)
1301-624989-1

総合職（ネットワーク・
サーバエンジニア・Ｐ
Ｇ）
13010-74398

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

3 大学院・大学・
短大・
高専・専修学校
卒
（学部・学科不
問）

不問 　　5年以内

７専門職・
その他

27

株式会社　システック・
エンジ二アリング
(電気工事業)
1308-626454-0

送電線工事に関する
施工管理
13080-721998

主に東京電力管内にて送電線の建設とメンテナンスを行っている会社です。

・配属する現場の期間は平均６ケ月ぐらいになります。
・現場事務所の近くに宿舎も用意します。自宅が近い場合、通勤も可です。

10 大学院、大学、
短大

普通自動車第
１種免許
＊ＡＴ限定でも
可
＊入社後の取
得も可

　　3年以内
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

３事務 28

Ｃ－ＨＲＣ株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

ＳＥサポート／サポー
ト事務
13040-606598

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


2 不問 不問 　　5年以内

５ＩＣＴ系 28

Ｃ－ＨＲＣ株式会社
(ソフトウェア業)
1304-642284-9

ＩＴエンジニア
13040-607898

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




2 不問 不問 　　5年以内

７専門職・
その他

29

株式会社　コンテック
(建築工事業（木造建築
工事業を除く）)
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

30

株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
(警備業)
1105-2683-5

セキュリティ〈空港保
安／施設常駐警備
他〉
11050-32698

【セキュリティ】
◆空港保安警備～空港内への出入者並びに商品等の空港保安検査業務・停留航空機監視業務・搭
乗客手荷物検査／受託手荷物検査・空港施設内外巡回及び監視業務　他
◆施設常駐警備～官公庁／大学／空港／オフィスビル等における出入管理、受付案内対応・施設内
外巡回・監視・立哨警備・防災センターにおけるモニター監視・防災／防犯対応　他
◆イベント警備・交通誘導警備　他セキュリティサービス
＊入社時警備業務法定研修及び現場研修実施有り
＊資格取得支援制度有り

30 大学・短大・高
専・専修
（履修科目・不
問）

不問 　　3年以内

２営業 30

株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
(警備業)
1105-2683-5

営業・警務職（セキュ
リティ）
11050-33998

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


5 大学・短大・高
専・専修学校

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
（取得見込・予
定可）

＊入社後取得
可

　　3年以内

３事務 30

株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ
(警備業)
1105-2683-5

総合職（警備実務；営
業／警務／総務事
務）
11050-34398

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

10 大学・短大・高
専・専修学校

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
（取得見込可）

　　3年以内

２営業 31

シンプロメンテ　株式会
社
(その他の専門サービス
業)
1304-658755-1

総合職
13040-809698

［オペレーター］お客様からいただいたメンテナンスのご依頼を分析し、全国の協力
業者から適した業者を選定、手配を行います。また、お客様と業者の間に立って調
整、折衝を担当していただきます。［営業］すでにお取引のある企業との関係をはか
りながら、新たな顧客開拓も併せてお願いします。［事務］報告書や請求書作成な
どの事務処理を行います。［人事・総務］株主総会など年に１度しかない業務も多数
あり、幅の広い業務です。［経理］出入金の管理、収支の管理、財務諸表の作成な
ど会社全体のお金の出入りについて把握していただきます。
※配属先は希望を考慮し決定します。

7 大学院卒、大
学卒

不問 　　3年以内

２営業 32

株式会社　アロワーズ
(建築リフォーム工事業)
1308-449031-9

営業
13080-391998

営業部にて移転コンサルティング営業をしていただきます。

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

2 大学院　大学
短大　高専

専修学校　能
開校

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

33

株式会社小田急エンジ
ニアリング
(その他の設備工事業)
1307-328060-3

線路設備の施工管
理、メンテナンス
13070-576298

線路設備の施工管理、メンテナンスのお仕事です。
お客様（施主）や下請協力会社との打ち合わせ、現地調査、作業工程の管理、現場
作業の監督、メンテナンス作業などをしていただきます。

2 専修学校
高専
短大
大学
大学院

不問 　　5年以内

７専門職・
その他

33

株式会社小田急エンジ
ニアリング
(その他の設備工事業)
1307-328060-3

鉄道電気設備の施工
管理・メンテナンス
13070-577598

鉄道電気設備などの施工管理、メンテナンスのお仕事です。
お客様（施主）や下請協力会社との打ち合わせ、現地調査、作業工程の管理、現場
作業の監督、メンテナンス作業などをしていただきます。

2 専修学校
高専
短大
大学
大学院

不問 　　5年以内

４接客・販
売

34

サラダカフェ　株式会社
(その他の飲食料品小
売業)
2706-419940-4

販売職（店舗スタッ
フ）関東
27060-75498

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

5 大学・短大・専
門学校卒業見
込、又は既卒３
年以内の方

☆学部・学科は
不問
クラブ活動をし
ている方　又は
アルバイト経験
のある方歓迎
です

　　3年以内
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職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

３事務 35

株式会社　アウトソーシ
ング
(労働者派遣業)
1301-639825-3

事務系総合職
13010-728598

◇総務・人事・労務・システム・経理業務全般
　入社後、経営管理本部に配属になります。
　経営管理本部には、総務部・法務部・経理部が属しており、上記の業務に
　携わってもらいます。

1 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

不問 　　2年以内

３事務 36

共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

金融事務
13060-143698


○窓口応対（入出金・振込・公共料金収納・各種届出等の受付）

○後方事務（入出金・新規作成、解約等オペレーション等）

○電話応対

2 
・専修学校卒
・短大卒
・大学卒

不問 　　3年以内

２営業 36

共立信用組合
(中小企業等金融業)
1306-3362-2

営業
13060-144998


○取引先を訪問し、集金業務・融資相談受付業務

○顧客情報収集・管理

○新規開拓　　等

3 
・大学卒


・普通自動車運
転免許（ＡＴ限
定可）

　　3年以内

７専門職・
その他

37

株式会社トスネット首都
圏
(警備業)
1313-418969-4

セキュリティスタッフ
（警備）
13130-54798

都内・神奈川・埼玉・千葉を中心に各警備現場で、高まるセキュリティ意識に応えます。希
望適正に応じて、実績・経験を積めば、スタッフを引っ張っていくマネジメント業務もお任せし
ます！商業施設内や病院、オフィスビル等において施設管理業務を行う。
・出入管理（入館者の受付） ・巡回（施設内を巡回し、異常等の有無を確認、事件事故の発
生を未然に防ぐ） ・監視業務（モニターで施設内の監視。各種防災・防犯機器の運用状況
等の確認） ・立哨（施設内において、警備員の存在を示す事による犯罪の抑止）、交通誘
導、イベント（雑踏）警備 ・施設駐車場や各種建設現場での車両誘導
・花火大会やスポーツイベント、地域のお祭り等、大小様々なイベント警備

10 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒・

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

37

株式会社トスネット首都
圏
(警備業)
1313-418969-4

セキュリティスタッフ
（幹部候補）
13130-56998

都内・神奈川・埼玉・千葉を中心に各警備現場で、高まるセキュリティ意識に応えます。希望適正に応
じて、実績・経験を積めば、スタッフを引っ張っていくマネジメント業務もお任せします！商業施設内や
病院、オフィスビル等において施設管理業務を行う。
・出入管理（入館者の受付）
・巡回（施設内を巡回し、異常等の有無を確認、事件事故の発生を未然に防ぐ）
・監視業務（モニターで施設内の監視。各種防災・防犯機器の運用状況等の確認）
・立哨（施設内において、警備員の存在を示す事による犯罪の抑止）、交通誘導、イベント（雑踏）警備
・施設駐車場や各種建設現場での車両誘導
・花火大会やスポーツイベント、地域のお祭り等、大小様々なイベント警備

5 大学院・大学卒 不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 38

株式会社　ユーソフト
(ソフトウェア業)
1309-626420-4

システムエンジニア・
ネットワークエンジニ
ア・プログラマー
13090-22298

＊ＶＢ，ＮＥＴ，Ｊａｖａ，Ｃ＃，ＮＥＴ，ＰＬＳＱＬを利用したシステム
　開発業務。アプリケーションの設計、プログラミング及びテスト、システム　開発関
連作業及び運用・保守作業。

＊システム開発プロジェクトにおけるネットワークの設計及び構築、試験・
　運用作業。移行ツールの作成、移行リハーサルの計画・実施、性能評価。



5 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 39

株式会社　ノムラシステ
ムコーポレーション
(その他の専門サービス
業)
1307-341955-1

ＩＴコンサルタント
13070-166298

コンサルティング事業部に配属後、ＳＡＰ認定資格の習得を経て、現場でシステム構築を学
んでいただきます。＊各チームにてＥＲＰパッケージソフトウェアの導入・運用支援などのコ
ンサルティング業務に参加していただきます。 ＊ビジネスマナー、基本的なコンピューター
言語、財務会計・人事をはじめ各分野の講習など、充実した研修制度あり（約半年間）。丁
寧に教育・サポートいたします！！＊ＳＡＰは世界各国で使用されている、ドイツ製のソフト
ウェアです！当社は業界屈指のＳＡＰ社認定コンサルタント数を誇っており、企画から運用
まで、ワンステップでお客様の支援を行い、高い技術力と導入ノウハウだけでなく、豊富な
業務と実務知識により高い評価を頂いております。

10 大学・大学院卒 不問 　　3年以内

３事務 40

日本通運　株式会社
関東警送支店
(警備業)
1313-418289-8

事務職
13130-220898

・営業担当の後方事務
具体的には見積、作業指図書作成および契約書作成、社内申請処理など。習得度合いが高まれば
お客様へのセールスにも同行することもあります。
・管理的な事務
給与実務、社会保険の関係など、採用全搬に関すること
・共通
社内・社外の電話対応、伝票処理（社内専用システム）、資料の作成といった庶務も含みます。
＊社内外業務打合せに際し社用車運転を行うことがあります。

1 大学卒 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可、入
社後取得可）

ワード、エクセ
ル等ＰＣ基本操
作能力必須

否

７専門職・
その他

40

日本通運　株式会社
関東警送支店
(警備業)
1313-418289-8

貴重品警備輸送
（ドライバー候補）
13130-167098

警備輸送車両に乗り、運転手横に座る助手業務からスタート。将来的には運転業
務を担当し、作業指導者になります。
主な内容として
１．契約先顧客を回り、貴重品のお届けあるいは貴重品のお預かりをする。
２．契約先顧客より売上金をお預かり、あるいは両替金をお届けする。
３．ＡＴＭ機への現金補充および回収
４．両替機、外貨両替機への現金補充および回収　他
さまざまなことを行っています。

3 大学・専修学校
卒

普通自動車運
転免許（ＡＴ不
可）

否

１総合職 41

株式会社　大東青果
(野菜・果実小売業)
1315-310192-6

総合職
（将来の店長・幹部候
補）
13150-4298

◎将来の店長・幹部候補として、店舗で青果販売、店舗の運営に取り組んでいただ
きます。
　店舗での仕事を通じて、年間を通して青果流通（種類や産地の変化等）を理
　解するとともに、接客や店舗運営の技術、鮮度の見方、値付けの考え方を身
　に付けていただきます。
◎店舗は、東京、埼玉、千葉、群馬、山梨に３４店舗（Ｈ３１．２．１現在）
◎就業場所人数は、全社合計（パート、アルバイト含）です。
　正社員は、１１８名（男性１１２名、女性６名）です。また、大卒社員は、６４名です。

8 大学卒以上（学
部、学科不問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 42

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

システムエンジニア
13080-254498

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

20 大学卒
大学院卒


不問 　　3年以内
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５ＩＣＴ系 43

ユニバーサルコン
ピューター株式会社
(ソフトウェア業)
1301-624855-6

ＩＣＴエンジニア（プロ
グラマー）
13010-272798

製造業、金融業、流通業、販売サービス業など、様々な業種の多様なシステムを開発する
総合システム開発企業です。例えば
◇自動車に搭載されているＥＣＵシステム開発◇Ａｎｄｒｏｉｄなどを用いたモバイル分野の開
発◇電子マネーや銀行に関するシステム開発
など、私たちの生活を快適にするためのシステムを開発することで社会に貢献しています。
※文系・未経験の方でも安心です。Ｏｆｆ－ＪＴ、ＯＪＴ研修を通してみっちり６ヶ月間を掛けて
勉強して頂きます。その後も各種技術研修を通じてスキルアップをはかって頂きます。ま
た、各種資格取得に向けて、資格取得報奨金制度も充実していますのでご利用ください。

15 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 44

株式会社三進社
(印刷業)
1304-252265-6

ルート営業／木場
13040-637198

当社は総合印刷会社になります。デザイン・印刷から製本まで受注しています大型
から小型まで１３台の印刷機と１７ｍの大型製本機など設備し、名刺サイズから大
判ポスター、様々な冊子を作成しています。
≪主な担当業務≫
すでに取引のある顧客に対して営業を行うルート営業です。
日々メインに担当するのは３～５社。
顧客より依頼を受け、見積書を作成、受注すると訪問して見本・データを受け取り、
社内の作業指示書を作成するなど。

1 大学卒
（学部学科不
問）

普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

２営業 45

株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

営業
13010-314398

＊担当地区を持ち得意先を訪問し電子部品等の紹介、販売、見積り提案
＊既存販路の営業
＊得意先は関東圏の１０～１５社
＊営業車を使用
※先輩社員が同行の上、一から教えます。
　社内での業務を覚えたり、勉強会にでたりして知識を覚えてから
　得意先回りになります。
　その際は先輩が同行の上、慣れてから一人で行います。

1 大学・短大・専
修学校　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

３事務 45

株式会社　サン電子
(電気機械器具卸売業)
1301-508912-5

営業アシスタント（営
業事務）
13010-315498

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

1 大学・短大・専
修学校　各卒

（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 46

株式会社　オープン・シ
ステム・ソリューションズ
(ソフトウェア業)
1310-105478-1

ＳＥ・ＰＧ
13100-20298

・銀行系システム開発・保守・運用
・携帯アプリ開発・保守・通販サイト開発・保守
・ＡＩ（人工知能）開発・保守・運用
・Ｗｅｂデザイン業務
・ブロックチェーン関連業務
＜使用言語＞Ｊａｖａ，ＳＱＬ，ＨＴＭＬなど ＜新人研修＞Ｊａｖａ，ｅｘｃｅｌを中心に学習（～３ヶ
月）アプリ、ホームページ製作など

5 専修学校・能開
校卒以上
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

１総合職 47

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

総合職（提案営業・保
安定検・事務スタッ
フ）
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
・ガス機器の提案営業・オフィス内事務
約２ヶ月間の研修期間にすべての部署を同行研修しながら、適性と本人の
希望を考慮のうえ、上記のいずれかの部署に配属となります。


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

１総合職 48

ソフィアメディ　株式会
社
(老人福祉・介護事業)
1304-663214-1

本部総合職・学部学
科不問・医療業界に
興味のある方
13040-881098

在宅医療関連の事業所を４０ヶ所以上運営しています。

本部総合職として企業経営を担い、事業所に在籍する医療職の
後方支援を行います。

本部機能としては、経営管理、人事、労務総務、営業、医事、会計などが
あります。

2 大卒もしくは大
学院卒
学部、学科不
問

不問 　　1年以内

３事務 49

株式会社　井門エン
タープライズ
(その他の各種商品小
売業（従業者が常時５０
人未満のもの）)
1304-247902-7

事務（総務・経理）総
合職
13040-834698

＜総務事務＞
勤怠管理・給与処理・庶務
各種規定管理・社会保険や雇用保険の手続きなどが主な仕事です。

＜経理事務＞
入出金の管理、伝票や帳簿の記入・作成、パソコンへのデータ入力・管理。
月次貸借対照表、損益計算書の作成、決算書の作成などが主な仕事です。

2 大学・短大・専
修学校
（学部・学科不
問）

不問 否

１総合職 49

株式会社　井門エン
タープライズ
(その他の各種商品小
売業（従業者が常時５０
人未満のもの）)
1304-247902-7

販売（総合職）
（ジュエリー・鉄道模
型）
13040-301698

ジュエリー部門はジュエリー販売の他に金の買取りや、リフォーム、修理なども取り
扱っております。
鉄道模型部門は鉄道模型車両、キット、パーツから染料や工作器具、素材、鉄道
書籍、ＤＶＤなどの商品販売、接客業務、レジ打ち、品出し、顧客管理、在庫管理、
電話応対などが主な仕事です。
ジュエリー・鉄道模型に興味をお持ちの方、販売に興味をお持ちの方に適したお仕
事です。

10 大学・短大・専
修学校卒
（学部学科不
問）

不問 否

１総合職 50

ニチアスウレタン株式
会社
(工業用プラスチック製
品製造業)
1301-521969-8

総合職（営業職）
13010-1340198

◆指定得意先（既存）へのルートセールス（営業交渉）

　　指定得意先への御提案や受けた注文の仕様・納期・金額の調整、
　　工場への手配が主な業務内容となります。

　＊入社後は入社時研修や実務研修等の教育指導を確実に行います


1 大学院・大学
各卒
（学部学科不
問）
※既卒者の応
募：可
卒業後概ね３
年

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

※入社までに
取得のこと

　　3年以内

１総合職 50

ニチアスウレタン株式
会社
(工業用プラスチック製
品製造業)
1301-521969-8

総合職（事務職）
13010-15808

◆総務・経理・人事・営業事務及び製造事務
工場内の総務全般の業務、材料の手配や入出金管理、労務集計や採用活動
配車の手配や生産管理補助等、何れかの業務に従事して頂きます。

＊入社後は入社時研修や実務研修等の教育指導を確実に行います。

1 大学院・大学・
短大　各卒
（学部学科不
問）
※既卒者の応
募：可
卒業後概ね３
年

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

※入社までに
取得のこと

　　3年以内
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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

５ＩＣＴ系 51

株式会社　ケンファース
ト
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-645692-4

ＷＥＢアプリ開発エン
ジニア
13010-1030098

ＪＡＶＡ等のオープン言語でのＷｅｂアプリ開発
および保守／運用を担当。

・金融業務アプリケーションを中心に開発していきます。
・ＩＴスキルだけでなく、金融業務知識も身に着けることができます。

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校、能開
校
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 52

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
13040-312498

・資料作成（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）・プロジェクト管理（スケジュール調整、
報告書作成）・議事録管理、見積作成・電話、メール対応・書類のファイリング、整
理、様々なプロジェクトのサポート業務を担当します。入社後、２カ月間の研修を経
て、お客様先（都内・神奈川）での就業の可能性あり。（転居を伴う転勤はありませ
ん。希望を考慮して決定します。）ビジネスマナーからＰＣ操作まで、幅広い研修を
行っています。スキルを身に付ける環境は整っていますので経験・知識が無い方も
安心です。エンジニアやクリエイターにキャリアチェンジしたい、将来の為に手に職
をつけたいという意欲のある方にピッタリの環境です。

3 大学・短大・高
専・専修学校
（学部・学科は
不問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 52

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

・システム開発　・設計／製造／単体テスト／総合テスト
要件定義から設計、開発、保守・運用までのシステム構築のあらゆるプロセスに携
わります。上流工程から下流工程まで幅広く経験を積むことができます。入社後、２
カ月間の研修を経て、お客様先（都内・神奈川）での就業の可能性あり（転居を伴う
転勤はありません。希望を考慮して決定します。）ビジネスマナーからＰＣ操作ま
で、幅広い研修を行っています。スキルを身に付ける環境は整っていますので、経
験・知識がない方も安心です。「エンジニアやクリエイターにキャリアチェンジしたい」
「将来の為に手に職をつけたい」という意欲のある方にピッタリの環境です。

3 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 53

株式会社　銘林
(建築材料卸売業)
1313-108102-0

総合職（営業）
13130-17498

ハウスメーカー、ビルダー、建設会社、設計事務所などへ、木質の建築内装仕上げ材などの商品を
販売しております。
既存の顧客へのルート営業を行うほか、ハウスメーカーや設計事務所への提案営業も行います。一
般住宅では和室材を多く納品しており、和室部材の提案がオーナー様に採用され提供できるなど、大
変やりがいのある仕事です。
また、現場での打合せや現場へ納品することもあり、仕事の活動内容は多岐に渡ります。
入社一年目は、先輩社員に同行してのＯＪＴを実施しております。
当社は東京新木場を拠点に、東日本を中心に１５部所の営業展開をしております。
※社用車使用のため普通自動車運転免許が必要です。

2 大学卒（学部不
問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定不
可）
準中型自動車
免許　尚可



　　3年以内

２営業 54

田島メタルワーク　株式
会社
(その他の金属製品製
造業)
1309-434025-1

営業
13090-360498

◇営業（現場打合せ、月２０社程度等）
◇商品ＰＲ活動
◇見積り作成
◇得意先との値決め
◇ＰＣによる作業　　　　　他

1 大学卒
（学部・学科不
問）

普通自動車免
許あれば尚可
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

５ＩＣＴ系 55

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

２営業 56

ヤチヨコアシステム　株
式会社
(産業機械器具卸売業)
2702-143685-2

営業職（法人・０Ａ機
器）
27020-303698

【５名一組のチーム制営業】
法人に対し、デジタルカラー複合機などのＯＡ機器を提案します。
営業活動はチーム単位、チームマネージャーを含む５名が専用車両に乗って営業
活動をします。
チームマネージャーや先輩社員が常に一緒に居るので商談に関する相談はその
場で解決できます。
個人営業に比べてマネージャーの同行がしやすく、早期に販売ノウハウが学べま
す。チーム制の販売ノウハウは面接時に詳しくご説明します。

20 大卒 不問 　　5年以内

２営業 57

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

７専門職・
その他

57

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

57

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

７専門職・
その他

57

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
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７専門職・
その他

58

スターメディカル　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1311-304930-2

開発技術
13110-165798

医療機器の電気回路の設計を担当して頂きます。
脳波・心電・筋電図などの生体情報のアナログアンプの、開発からデジタル処理ま
での技術的な手伝いをしつつ、独立した主任技術者を目指して頂きます。

2 大学院、大学
（電気、電子）

不問 　　1年以内

３事務 58

スターメディカル　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1311-304930-2

貿易業務
13110-23298

輸出入に係る業務一切。例えば仕様確認、オーダー、輸出入に関る通関等の業
務、薬事法に係る書類の取得等全ての書類の保管や記載。

1 大学
（履修科目不
問）

不問 　　1年以内

２営業 58

スターメディカル　株式
会社
(医療用機械器具・医療
用品製造業)
1311-304930-2

営業
13110-24598

＊医師研究者を訪問し、製品（精密機械）使用方法説明、学術情報提供
＊製品に対する要求情報収集
＊販売業務
●年間９～１２回、機械展示を学会併設にて実施し、販売促進します。
●年間２～３回、５０～１００名の顧客（医師）を集めてハンズオンセミナー
　を実施し、販売促進します。
●年間業務時間の３分の１から２分の１は出張があります。
　（出張手当、日当有り）

2 大学卒
医療機器を扱う
ため、理系の
方、電気・機械
の知識を持つ
方を歓迎いたし
ます。

不問 　　1年以内

５ＩＣＴ系 59

株式会社　システム・フ
ジ
(ソフトウェア業)
1308-405811-8

システムエンジニア
プログラマー
13080-86498


＊Ｗｅｂシステムの設計・開発

＊アプリケーションシステムの設計・開発・運用・保守





2 大学・短大・専
修学校
（学部・学科・不
問）

不問 　　3年以内

１総合職 60

ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ　株式会
社
(航空運送業)
1301-662364-2

総合職（通関業務・営
業）
13010-823298

≪通関業務≫税関へ申請手続きを中心とした通関実務
○航空貨物の各種検査立合い作業　○植物防疫貨物の抽出作業 ○貨物の内容点検作業　○各種
通関書類・運送書類作成 ○税関、厚労省など関連する役所への各種申請 ○運送手配、請求書の発
行等通関・フォワーディング業務全般
≪営業≫多国間に渡る国際運送を総合的にコーディネートします。
○顧客への見積り作成、情報の提供、各種提案　○請求書の作成○国際輸送に係わる書類作成○
運送手配（トラック・航空便等のブッキング）○海外代理店との交渉、見積り調整など営業業務全般
※採用後、希望・適性により配属を決定いたします。（詳細はホームページ参照）

5 大学院・大学・
短大・
高専・専修学校
各卒
（学部学科不
問）

＊普通自動車
免許（ＡＴ可）
※入社までに
取得のこと
＊英語（英検３
級程度）
＊基本的なパ
ソコン操作（エ
クセル・ワード）

　　3年以内

７専門職・
その他

61

株式会社　安楽亭
(食堂，レストラン（専門
料理店を除く）)
1105-105574-7

キッチンチーフ候補
11050-74998

当社が運営する焼肉レストラン「安楽亭」「七輪房」でキッチンチーフ候補として勤務
していただきます。
入社後、まずは店舗にてホール（接客）、キッチン（調理）両方の業務を基礎から
しっかりと学び、習得後はキッチン責任者としてキッチン業務全般の統括をしていた
だきます。具体的には、業務の管理・衛生管理・スタッフ教育・マネジネント・商品ク
オリティーの追及などを行い、調理のプロとしてお客様に価値の高いものを提供し
ます。キッチン業務に特化した業務になりますが、店長のサポートなど、お店作り全
体に関わっていただきます。

10 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（履修科目不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※取得見込み
可
（２０２０年３月
末迄に取得）

　　3年以内

４接客・販
売

61

株式会社　安楽亭
(食堂，レストラン（専門
料理店を除く）)
1105-105574-7

店長（幹部）候補
11050-55898

当社が運営する焼肉レストラン「安楽亭」「七輪房」で店長（幹部）候補として勤務し
ていただきます。入社後、まずは店舗にてホール（接客）、キッチン（調理）両方の業
務を基礎からしっかりと学び、習得後はマネジメントスキルを磨いてください。具体
的には、売上目標を達成するための営業計画を立て、料理などの品質の維持、衛
生管理、食材管理などを行い、売上アップを目指して店舗の管理・運営をしていき
ます。
幹部候補として、将来的には店舗マネージャー職以上のステージでのご活躍を期
待しています。

15 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（履修科目不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※取得見込み
可
（２０２０年３月
末迄に取得）

　　3年以内

４接客・販
売

62

株式会社　黒船
(パン・菓子製造業)
1307-621393-1

販売職（菓子）
13070-411198

「黒船」「然花抄院」の各店舗での販売、接客業務を担当します。
お客様の要望にあった商品をお勧めしたり、進物の包装、配送作業という仕事が中
心となります。カフェを併設した店舗では、接客はもちろん、簡単な調理業務をお任
せすることもあります。
当社では、各ブランドイメージを大切にしているため、販売スタッフのみなさんには、
一つ一つの商品についてしっかりと理解してもらい、丁寧にお客様へ伝えてもらい
たいと考えています。

5 短卒
大卒
大学院卒

不問 　　3年以内

３事務 63

株式会社　アクト
(ソフトウェア業)
1308-415650-5

人事
13080-689098

・人事業務（採用、労務等）、その他附随する業務。



「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」「企業ＰＲシートあり」

1 大学 不問 　　5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）　・ＰＧ（構築、テスト）
「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」「企業ＰＲシートあり」

25 大学院・大学・
専修学校

不問 　　5年以内

５ＩＣＴ系 64

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

一般職（インフラ・サ
ポート・テストエンジニ
ア）
13070-544598

＜一般職＞
■インフラエンジニア：企業向けサーバー・ネットワークの運用監視業務
■サポートエンジニア：開発メンバーのサポートや問合せ対応、ヘルプデスク
■品質評価エンジニア：企業向けソフトウェアや製品のテスト実施、品質評価

※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」

5 能開校
専修学校
高専
短大
大学
大学院

不問 　　5年以内
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

１総合職 64

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

総合職（ゲーム・Ｗｅ
ｂ業界向け技術職）
13070-9398

【１／６システム変更に伴い一部不完全な箇所あり。渋谷所学卒担当へご確認くだ
さい。】
＜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
※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」

5 能開校　専修
学校　高専
短大　大学　大
学院

不問 　　5年以内

５ＩＣＴ系 65

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」
「企業ＰＲシートあり」

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

65

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」「企業ＰＲシートあり」

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 66

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

システムエンジニア
13070-179698

【１／６システム変更に伴い一部不完全な箇所あり。渋谷所学卒担当へご確認くだ
さい。】
色々な種類のコンピューター言語やツールを使って様々なシステム、ソフトウェアや
アプリを作るお仕事です。
設計、プログラミング、Ｗｅｂデザイン等色々なジャンルのエンジニアを求めていま
す。
自分の作ったプログラムが動くと感動しますよ！
☆「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」「企業ＰＲシートあり」

4 専修学校　高
等専門学校
大学　大学院

不問 　　3年以内

１総合職 67

セコム株式会社
(警備業)
1307-341364-5

総合コース
13070-293998

セコムグループの中核を担う社員として多岐にわたる事業や職種に挑戦。

入社後は警備現業職へ配置となり緊急対処巡回、保守点検、ＡＴＭ障害対応等の
業務に就きます。

その後、適性、能力、希望により海外を含むセコムグループの各部門や
新規事業等において、安全、安心、快適、便利な社会の実現に取組みます。

20 大学
（履修科目不
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

68

プライムエンジニアリン
グ　株式会社
(その他の専門サービス
業)
1308-449571-1

自動車開発エンジニ
ア（設計・解析・実験）
13080-678298

自動車に関する開発業務
・設計業務
・解析業務
・実験業務
・研究開発業務

5 工学系（機械・
電気・電子・建
築・化学・情報
等）

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

68

プライムエンジニアリン
グ　株式会社
(その他の専門サービス
業)
1308-449571-1

航空機開発エンジニ
ア（設計・解析・実験・
保守）
13080-679598

航空機に関する開発業務
・設計業務
・解析業務
・実験業務
・機体保守（メンテナンス）業務

5 工学系（機械・
電気・電子・建
築・化学・情報
等）

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

68

プライムエンジニアリン
グ　株式会社
(その他の専門サービス
業)
1308-449571-1

宇宙機（人工衛星）開
発エンジニア（評価・
試験）
13080-680798

宇宙機（人工衛星）に関する開発業務
・設計業務
・振動・音響等実験業務
・品質管理業務
・人工衛星組立及び実験業務

5 工学系（機械・
電気・電子・建
築・化学・情報
等）

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

68

プライムエンジニアリン
グ　株式会社
(その他の専門サービス
業)
1308-449571-1

精密機器開発エンジ
ニア（設計・試験・保
守）
13080-681698

半導体製造装置をはじめとした精密機器に関する以下の業務
・設計業務
・試験業務
・調整業務
・保守（メンテナンス）業務

4 工学系（機械・
電気・電子・建
築・化学・情報
等）

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

68

プライムエンジニアリン
グ　株式会社
(その他の専門サービス
業)
1308-449571-1

放送映像機器・設備
の検査・調整業務
13080-682998

放送映像機器・設備に関する
・社内調整・検査業務
・ＮＨＫ・民放各放送局内での調整・検査業務
・システム検査、プログラムテスト業務

5 工学系（機械・
電気・電子・建
築・化学・情報
等）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 69

株式会社　フェーズワン
(ソフトウェア業)
1208-107756-0

システムエンジニア
12080-2698

【プロジェクト】
技術分野：Ｗｅｂアプリケーション開発から業務アプリケーション開発、基幹システム開発、
ネットワーク、サーバー設計、構築など
業務分野：特にクレジット業務システム、銀行、証券、損保、生保業務システム、流通、通販
業務、ＥＣサイトシステム、ＡＩシステムの設計構築など
【開発フェーズ】要件定義～設計～製造～保守、運用までの幅広いステージあり
※ご希望や適性を検討した上で、配属が決まります。


5 不問 不問 　　3年以内
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第４回新規大卒者等合同就職面接会（２月・ＮＳビル）　求人概要（職種別）

職種区分
ブース
番号

事業所名
産業分類

事業所番号

職種名
求人番号

仕事の内容（抜粋） 求人数 学歴
必要な免許

・資格
既卒者
の応募

１総合職 70

ブリヂストンモーターサ
イクルタイヤ　株式会社
(他に分類されない卸売
業)
1304-243541-6

総合職
13040-507498

（株）ブリヂストン１００％出資のモーターサイクル用タイヤに特化した販売会社です。関東・中部東海・
近畿圏のオートバイ関連のお得意先様に対し、モーターサイクル用タイヤ及び関連用品の卸販売を
行っております。趣味性の高いモーターサイクルはユーザー様のみならず販売店様の方々も嗜好さ
れる方が多く、私たちもモーターサイクル好きが集まった会社です。入社後は商品知識、受注発注物
流業務を経験し、１～２年後にはブリヂストンセールスマンとしてお得意先様への営業活動（２輪車及
び４輪車にて訪問）、国内２輪レースやサーキット走行会でのアドバイス業務に携わっていただきま
す。
「好きこそものの上手なれ」の通り、大好きなモーターサイクルを通じ、ブリヂストングループの一員と
して共に働いてくれる方を募集しています。

1 大学卒
※学部学科不
問

自動二輪車免
許（大型または
中型）

普通自動車運
転免許（ＡＴ可）

　　3年以内

３事務 71

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

事務庶務
13110-18098

☆電話応対・来客対応・食材のチェック等

☆職員・スタッフのサポート業務等、庶務全般

☆弊社は昭和５９年に創業し、高齢者福祉施設を長年安定して運営している会社
です。
　若い人も熟年の人も、チームワークを大切に、いきいきと働いています。

1 大学、短大 不問 　　3年以内

３事務 71

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

事務系職員
13110-19798

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

1 大学、短大 不問 　　3年以内

６介護・福
祉

71

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

支援介護職員
13110-20398

・高齢者施設において、入居者・利用者一人一人、個別に係りながら施設で　　の
生活をサポートする支援介護職のお仕事です。

・弊社は昭和５９年に創業し高齢者福祉施設を長年安定して運営している会　　社
です。若い人も熟年の人も。チームワークを大切に、いきいきと働いています。

★入職前の研修実習あります。


3 大学院・大学
短大・高専
専修学校

不問 　　5年以内

３事務 71

株式会社　トリードアー
ト
(老人福祉・介護事業)
1311-315085-6

生活相談員（候補）
13110-21498

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

2 大学院・大学
短大・高専
専修学校

不問 　　5年以内

５ＩＣＴ系 72

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 72

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

３事務 72

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 73

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、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

５ＩＣＴ系 73

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、２０
１２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 73

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（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。
■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
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５ＩＣＴ系 73

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

２営業 74

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

３事務 74

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 75

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

★１／６システム変更により記載不備あり。大森所学卒担当へご確認下さい。○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 75

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

★１／６システム変更により記載不備あり。大森所学卒担当へご確認下さい。
○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

７専門職・
その他

75

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

★１／６システム変更により記載不備あり。大森所学卒担当へご確認下さい。
○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

75

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

★１／６システム変更により記載不備あり。大森所学卒担当へご確認下さい。
○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

２営業 76

山宗化学株式会社
(有機化学工業製品製
造業)
1302-402690-1

自社製品ルート営業
（建材）／東京
13010-443398

主に自社主軸製品であるコンクリート用化学混和剤拡販の為に、顧客である生コンクリート
工場を訪問し、営業活動全般を行います。
＊具体的な業務内容（独り立ちまでに半年から１年を想定しています） ・担当得意先（既存
顧客）を訪問し、使用目的、箇所、季節等によって性質が変わる生コンの、顧客ニーズに最
適な混和剤の提案　・顧客の品質管理や出荷する生コンの状態確認等、サポート業務
＊仕事のやりがい  ・生活を支えるダム等のインフラ整備に欠かせないコンクリートの品質
を自分の知識や経験で支え、社会貢献ができます　※社内外の教育研修やＯＪＴで商品の
知識、営業に必要なスキルを身に付けて頂きますので、文系の人も多く活躍しています。

2 大学院・大学・
高専　各卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※営業活動は
営業車での移
動が多くなりま
す

　　5年以内

２営業 76

山宗化学株式会社
(有機化学工業製品製
造業)
1302-402690-1

商社部門ルート営業
（化成品）
13010-445198

「化成品」は日常生活で使うものほぼ全てに関わりがあり、他化学会社の製造
したＨＰ記載の様々な商品を接着剤、花火、インキ、半田メーカー等へ卸売
しています。　＊具体的な業務内容（独り立ちまで半年から１年を想定しています）
・担当得意先（既存顧客）への化学品原料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さがし、商流確保
※社内外の教育研修やＯＪＴで化学や商品の知識、営業に必要なスキルを身に付けて頂き
ますので、文系の人も多く活躍しています。

2 大学院・大学・
高専　各卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※営業活動は
営業車での移
動が多くなりま
す

　　5年以内

５ＩＣＴ系 77

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

ＳＥ、プログラマ
13010-519098

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

5 大学院・大学卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

２営業 78

日本電算設備株式会社
(機械器具設置工事業)
1302-311387-6

営業職（設備工事を
受注する営業活動）
東京
13010-1262298

企業のＩＴ設備（電気、空調、電気通信等）工事を受注する営業活動。
既存並びに新規に開拓したお客様のニーズを収集し、社内の各部署（技術部門、
資材等発注部門）と連携しながら最適な提案を行い新たな受注に結びつけます。
また、小中規模案件では施工管理を行う場合もあります。
活動エリアは、主に関東エリア地域です。

1 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
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７専門職・
その他

78

日本電算設備株式会社
(機械器具設置工事業)
1302-311387-6

技術職（設備の設計・
施工管理）東京
13010-1264898

企業のＩＴ設備（電気、空調、電気通信等）工事の設計・施工管理を
行います。当社の営業を通してお客様から伺った要望をより具体的な形で
プランニングし、資材や協力会社の選定、設計積算を行います。
また、実際の現場においては安全かつ計画通りに進むよう各工程を管理し、
設備工事を完成へと導きます。
活動エリアは、主に関東エリアです。

2 大学、短大、高
専、専修学校、
能開校
（理科系統）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 79

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 79

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／Ｌｉｎａｘ／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 80

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

インフラエンジニア
13010-680898

サーバ等に搭載するＯＳ等のソフトウェア構築や開発を担うお仕事です。問題解決するための提案を
し、構築やテスト導入まで行っていきます。
【仕事の流れ】１．受注先へのヒアリング　２．ソリューション機能の提案　３．製造チームが組み立てた
ハードにソフトをインストールし、設定を行う　４．設定が正しいか各テストを行い、ソフトの設定検証を
する　５．設置場所にハードを設置し、お客様の環境に合わせて最終的な設定を行う　６．納品後の問
合せ対応　（１～６を他部署と連携して実施）
◆入社後は、ビジネスマナー等の入社研修を人事で行った後に、配属部署でＯＪＴ研修を行います。
◆個人個人のスキルや状況に合わせて丁寧にサポートしますので、徐々に独り立ちを目指せます。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
各卒
文理不問
プログラミング
や情報処理に
興味のある方

不問 　　3年以内

２営業 80

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

法人ルート営業（ＰＣ
機器・飛込み営業な
し）
13010-334598

◆大手通信・放送会社や教育機関等へ以下のご提案を行います。
「ＩＴインフラストラクチャー」：サーバー、ストレージの導入～運用・保守　「クラウドコンピューティング」：
業務効率化とコスト改善の両立を推進　「ＩＴサポート」１から丁寧にトータルサポートする
◆段階を踏んで成長できる仕組みがあります。最初は・・・名刺交換の仕方などのビジネスマナー研
修やＩＴやサーバー製品の知識を身につけるための勉強会で基礎を学ぶ
→先輩のアポイントの取り方を聞いたり、商談に同行して進め方を学ぶ
→簡単な見積や製造指示書の作成から始め、製品や業界に関する知見を深める
→１年間を目処に、先輩同席のもとアポイントや打合せを主導して行う
★丁寧なサポートの元、徐々にスキルを身につけて独り立ちを目指せます！

2 大学院・大学・
短大・専修学校
各卒（学部学科
不問）
既卒者の応募：
可（ただし職歴
がある場合は
履歴書に記載
下さい）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 81

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

システムエンジニア・
プログラマ
13150-32098

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

3 大学院、大学、
短大、高専、
専修学校、能
開校　各卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 82

株式会社　ライズテック
(ソフトウェア業)
1301-673754-6

プログラマ／インフラ
エンジニア／ＩＴサ
ポート
13010-1324298

・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」
「企業ＰＲシートあり」

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 83

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 83

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Ｊ
ａｖａ・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 83

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

２営業 84

スカイリーフ株式会社
(ソフトウェア業)
1307-634215-5

営業
13070-545898

ＩＴ業界の営業といえば、自社で開発したソフトウェアなどをお客様に提案し、導入して頂くようなイメージを持ってい
る方が多いと思いますが、弊社の営業は、お客様のシステム開発や運用を支援するサービスの営業になります。
お客様がどのようなエンジニアを必要としているのかを把握し、ニーズに合わせて技術支援していきます。また、逆
に自社技術者のスキルアッププランを本人と検討し、それに合った案件を探します。お客様のニーズと技術者の希
望業務がマッチした状態、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係を築きます。スカイリーフでは目標に対してがむしゃらに取り組むの
ではなく、目標の立て方から実践の仕方まで、「目標達成は技術」として取り組んでおります。ＩＴ業界はもちろん、
どんな業界でも通用する営業力を目指し、社員教育も積極的に取り組んでおります。作戦を立てて契約にたどり
着いた時の達成感は計り知れないものがあります。「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」

1 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部・学科不
問）

日本語能力試
験Ｎ１　同等の
資格必須

　　3年以内
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５ＩＣＴ系 84

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。
★これから世の中に出回るサービスの制作者の一人になる事ができる仕事です。★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。未経験者向けに工夫を凝らした研修制度で皆さん
をサポートします。「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」

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部・学科不
問）

日本語能力試
験Ｎ１　同等の
資格必須

　　3年以内

７専門職・
その他

85

G・O・G株式会社
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（３９情報
サービス業）)
1301-561291-3

コールセンタースタッ
フ
13010-1271298

コールセンターで、電話の予約受付・電話サポート・リモートサポート・コールセンターの運営などをお任せし
ます。
【具体的な仕事内容】
・電話受付対応　・電話サポート　・リモートサポート　・データ集計　・コールセンター運営業務全般　・他部署
との連携・情報共有など
入社後は、社内研修・社外研修を経て管轄部署に配属されます。先輩社員がＯＪＴでフォローしますので、少
しずつ業務に慣れていただければと思います。現在弊社では、途切れることなくクライアント様から様々なご
依頼をいただいておりますが、クライアント先の社数が増えていることもあり、スタッフを募集することにしまし
た。弊社の希望は、いずれ役職者としてご活躍いただける人材を希望しています。もちろんスタッフとしてご
活躍いただける方も大歓迎です。

2 大学院、大学、
短大、専修学
校
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 85

G・O・G株式会社
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（３９情報
サービス業）)
1301-561291-4

事務スタッフ
13010-1272598

弊社のメイン事業である訪問サポートを管轄する部署で、クライアント様と代理店様（訪問サポートの
委託先）の窓口業務及び事務業務をお任せします。
【具体的な仕事内容】・データ集計　・書類作成　・運用策定　・クライアント様からご提供いただく機器
の管理　・代理店様へのご依頼・スケジュール管理・品質管理　・クライアント様・代理店様からの電話
対応・メール対応　・他部署との連携・情報共有
入社後は、社内研修・社外研修を経て管轄部署に配属されます。先輩社員がＯＪＴでフォローします
ので、少しずつ業務に慣れていただければと思います。現在弊社では、途切れることなくクライアント
様から様々なご依頼をいただいておりますが、クライアント先の社数が増えていることもあり、スタッフ
を募集することにしました。

2 大学院、大学、
短大、専修学
校
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 85

G・O・G株式会社
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（３９情報
サービス業）)
1301-561291-5

Ｗｅｂプログラマー
13010-1160798

システム開発・設計・プログラミングなどをお任せします。全く知識のない未経験の方でも歓迎します。
外部研修や先輩社員が、ＯＪＴでフォローしますのでご安心ください。
業務内容は、弊社内でクライアント様・弊社・代理店様のサポート業務で使用するシステムの作成を
行っていただきますので、社外業務はございません。また、企画段階から参加することもできますの
で、支持を与えられた業務だけではなく、様々な可能性を考えながら仕事ができますので、飽きのこ
ない仕事だと思います。
【取得できるスキル】
・ＡＳＰ　NET、PHP、Zend　Framework、ASP（VBScript）、JavaScript等のプログラム言語　・データ
ベース、ネットワーク、ハードウェアの知識　・システム設計、スマホアプリ開発スキル

1 大学院、大学、
短大、専修学
校
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 86

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

総務職（総務人事、
経理、情報システム）
13130-267998

＜総　務人　事＞採用、給与、その他労務管理全般、ファシリティー管理全
般、その他会社行事等の運営。

＜経　　　　理＞伝票処理、経費精算、決算補助業務。

＜情報システム＞社内システムエンジニア（社内の情報システム管理全般）。
＊自動車免許取得者は関係先訪問に社用車を使用出来ます。

1 大学卒

※出身学科（文
系・理系）は不
問　です。

普通自動車運
転免許あれば
尚可
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

２営業 86

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

営業販売職（海外営
業）
13130-32398

「産業用印刷機」の営業販売（ＢｔｏＢ）

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

1 大学卒

※出身学科（文
系・理系）は不
問　です。

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

７専門職・
その他

86

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

サービスエンジニア
（技術職）
13130-33498

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

1 大学卒

※出身学科（文
系・理系）は不
問　です。

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

２営業 87

日金スチール　株式会
社
(鉄鋼製品卸売業)
1304-231500-3

営業
13040-129598

◎商社の営業業務です。
★当社は、東証一部「日本金属株式会社」の１００％出資子会社です。
★自動車、ＩＴ分野で使用されるステンレスで高いシェアを誇ります。
＊鉄鋼セールス（主にステンレス）
＊主な仕事は既存のユーザーへの対応（受注・納期管理）です。
＊配属先は東京営業部、海外部（勤務地：本社）、名古屋営業所です。（配属先の選択は出来ます）
★大阪支店、名古屋営業所への配属であっても入社後、東京での１年間のＯＪＴ期間があります。
★ノルマ営業はありません。

4 大学卒
（学部学科不
問）

パソコン（エクセ
ル、ワード）
普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

　　3年以内

３事務 88

第一港運　株式会社
(港湾運送業)
1313-100557-0

総合職（事務系）
13130-186698

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

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校卒

普通自動車運
転免許
（ＡＴ可）

　　5年以内

３事務 89

株式会社　東京富士カ
ラー
(写真機・時計・眼鏡小
売業)
1308-306176-1

営業及び営業事務
13080-726598

「写真」「データ」を基に、豊かな生活創造で社会貢献をめざすことを念頭に置いた
以下の内容です。
○自動証明写真機ＢＯＸの既存ルートへの設置拡大及び新規ルートへの企画提案
と開発営業。　○各種アミューズメント・テーマパーク・イベントに対する「記念写真」
「思い出写真」などの自動撮影システムのブース・コーナー企画。画像やデザイン
のカスタマイズ提案。　○新規事業プロジェクトの企画推進（既存ルート関連の活性
化・新しいメニューの構築とその拡大）

1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校卒

不問 　　3年以内

１総合職 90

江東信用組合
(中小企業等金融業)
1313-101608-5

金融総合職
13130-207798

・預金、融資、為替他金融業務全般
　　入組後、内部業務を一通り体験してもらいます。




4 大学・短大卒 不問 　　3年以内
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５ＩＣＴ系 91

株式会社　ノア・ソ
リューション
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-442406-6

インフラ構築エンジニ
ア
13080-612598

＊技術力の高い経験豊富なエンジニアが在籍していますので、エンドユーザー　や
ソリューションプロバイダと一緒に問題解決の方法を考え実践していくことになりま
す。
＊最新のＩＴ技術によるインフラ最適化のインテグレーションサービスを提供します。
＊エンドユーザーに対してはＩＴに係る提案から運用・保守までの
　ワンストップサービスを提供します。

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 91

株式会社　ノア・ソ
リューション
(情報処理・提供サービ
ス業)
1308-442406-6

アプリケーション
開発エンジニア
13080-613898


＊技術力の高い経験豊富なエンジニアが在籍していますので、エンドユーザー
　やソリューションプロバイダと一緒に問題解決の方法を考え実践していく
　ことになります。
＊プログラミング・ＳＥ業務・ＰＬ・ＰＭまで本人のレベルに応じた内容を担当しながら
成長できる環境です。
＊エンドユーザーに対してはＩＴに係る提案から運用・保守までのワンストップサー
ビスを提供します。

5 大学院、大学、
短大、高専、専
修学校
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 92

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

【１／６システム変更に伴い一部不完全な箇所あり。渋谷所学卒担当へご確認ください。】
■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

７専門職・
その他

92

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

【１／６システム変更に伴い一部不完全な箇所あり。渋谷所学卒担当へご確認くだ
さい。】
■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

７専門職・
その他

92

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

【１／６システム変更に伴い一部不完全な箇所あり。渋谷所学卒担当へご確認くだ
さい。】
■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 93

スイングバイテクノロ
ジー株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-671620-7

システムエンジニア
（新卒・第二新卒）
13010-1004898

＜システムエンジニア＞
ＩＴ業界でのシステム開発及びサポート業務
具体的な業務として
１）システム開発　２）ゲーム開発　３）システムテスト、デバッグ　４）サーバ運用、資料作成
５）ユーザーサポート　などの業務を通して、エンジニアとしての経験・スキルを高めて、活
躍する領域を広げて頂きます。

3 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

３事務 93

スイングバイテクノロ
ジー株式会社
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-671620-7

ＯＡ事務（新卒・第二
新卒）
13010-1005098

＜ＯＡ事務＞
手に職をつけるためのＩＴ業界向けＯＡ事務
具体的な業務として、
１）各種データ入力、データ集計　２）議事録作成、電話対応　３）プロジェクト管理、勤怠管
理４）Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等での資料作成５）ユーザーサポート
などの業務を通して、経験・スキルを高めて活躍する領域を広げて頂きます。

2 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 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 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 95

株式会社　プリンスソフ
ト
(情報処理・提供サービ
ス業)
1301-658822-2

プログラマー
13010-241998

Ｊａｖａ言語を使用したプログラミングを行います。
・Ｊａｖａプログラム詳細設計
・製造（プログラミング、プログラムテスト）
・結合テスト
入社後、Ｊａｖａ言語の研修を実施します。
２０１６年１０月創立の若い会社です。
将来の幹部候補として、一緒に働きましょう。

2 大卒・高専・専
修学校・能開校
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 96

株式会社日本ビジネス
データープロセシングセ
ンター
(管理，補助的経済活動
を行う事業所（９２その
他の事業サービス業)
2801-5066-9

未経験ＯＫ！システ
ムエンジニア・インフ
ラエンジニア・運用
28010-52098

＜文理不問＞ＩＴエンジニアを目指したい方歓迎
【システムエンジニア／プログラマー】
　業務系システム設計及び開発・Ａｎｄｏｒｏｉｄ／ｉｏｓアプリ開発【ＩＴインフラエンジニ
ア】ネットワーク／サーバーエンジニア・ネットワーク／サーバー構築及び導入支援
【運用サポート（運用保守）】社内及び顧客先のコンピューターシステムの運用業務
◇自治体、大手民間企業など多数のご要望にお応えするやりがいある仕事
◇先輩社員がしっかりとフォロー致します。

10 ◎大学院／大
学
　・・・文理不
問、全学部全
学科可
◎短大／専門
／高専
　・・・情報系学
科の卒業

不問 　　3年以内

１総合職 97

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

総合職（営業、製造、
設計、品質保証）
13080-693198

光学精密機器・装置機械等の製造メーカーです。
当社の基幹社員として幅広い業務を経験していただきます。
●営業部門（光学機器の販売促進活動、受注・顧客対応、製品提案、マーケティング、製品
開発）　●製造部門（光学精密機器・装置機械等の組立・調整）
●設計部門（光学精密機器・装置機械等の設計）
●品質保証部門（製品検査・評価試験、技術書類作成、ＩＳＯ管理、内部監査）
＊適性を考慮し配属いたします。　＊営業は日常英会話や英語のメールのやり取りのでき
る方。　＊ジョブローテーションあり。

2 大学卒
大学院卒
（理系）

不問 　　3年以内
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２営業 98

株式会社　昭栄美術
(家具製造業)
1301-644903-0

営業
13010-1354698

【営業】
　展示会やイベントなど各種プロモーションにおいて、企画・デザインから
　施工・運営まで、プロジェクトリーダーの役割を担います。
　部門はクライアント属性ごとに分かれていますが、営業担当者としての
　基本的な業務内容は同じです。
※クライアント属性については、補足事項参照

5 大学院、大学、
短大、高専、
専修学校　各
卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※入社後取得
可

　　3年以内

７専門職・
その他

98

株式会社　昭栄美術
(家具製造業)
1301-644903-0

製作
13010-1355998

第１製作部：造作物の施工管理（木工、システム）及び表具仕上げに
　　　　　　まつわる業務
第２製作部：サイン製作にまつわる業務（制作進行、品質管理、出力
　　　　　　機械オペレーター、現場施工担当　等）
第３製作部：主に機材のレンタルやイベント等で使用の備品管理、現
　　　　　　場設置にまつわる業務

5 大学院、大学、
短大、高専、
専修学校　各
卒
（学部・学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）
※入社後取得
可

　　3年以内

３事務 99

医療法人社団　順洋会
武蔵野総合クリニック
(一般診療所)
1317-308878-0

総務、経理
13170-61798

●職員さんをバックアップする法人管理本部での事務職を担当して
　いただきます。

●主な業務は、電話応対、資料作成、書類作成、社会保険の手続き、
　給与計算、入退職の処理、事務作業全般となります。

2 不問 パソコン（ワー
ド、エクセル）
基本操作ので
きる方

　　3年以内

３事務 99

医療法人社団　順洋会
武蔵野総合クリニック
(一般診療所)
1317-308878-0

医療事務
13170-62698

●クリニックでの受付業務を担当していただきます。

●主な業務は、受付、会計、電話応対、予約応対、レセプト点検、
　電子カルテ入力、パソコン業務、その他雑務となります。

2 不問 パソコン（ワー
ド、エクセル）
基本操作ので
きる方

　　3年以内

２営業 100

ＢＢＫテクノロジーズ　
（文化貿易工業株式会
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)
1301-642745-8

海外営業（工業用計
測機器）
13010-219498

◇ケミカルプラントおよび火力発電用ボイラーに用いる工業用計測機器（レベ
　ル計）を国内大手エンジニアリング会社および東南アジア、中近東の海外市
　場へ直接販売します。
　海外顧客や海外エンジニアリング会社、並びにエンドユーザーと、
　セールスエンジニアとして折衝するため、ある程度の英語力が必要です。
※留学生は日本語Ｎ２クラス以上。

2 大学卒・専修学
校卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

７専門職・
その他

100

ＢＢＫテクノロジーズ　
（文化貿易工業株式会
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)
1301-642745-8

購買管理業務
13010-220598

ケミカルプラントおよび火力発電用ボイラーに用いる工業用計測機器（レベル計）の
素材や部品の発注、仕入、受入検査業務をはじめとし、製品、部品の出荷業務、在
庫管理、システム管理、その他管理業務（総務、経理）です。

1 大学卒・専修学
校卒
（学部学科不
問）

普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

１総合職 101

株式会社　システム
ツー・ワン
(ソフトウェア業)
1308-422451-0

総合職（ＳＥ・ＰＧから
スタート）
13080-723498

「ＩＴｘ介護」が私たちのテーマです！３０年以上続くシステム開発の会社です。自社で介護系
のＩＴ製品の開発の他、以下のような顧客でＢｔｏＢ向けＩＴ製品の開発を行って頂きます。
・次世代向けＩＴサービス・製品を持っているベンチャー～大手有名企業
・ＡＩやＢＩ等のＩＴサービス・製品を展開する研究会社
・建築工学等の専門的なサービスを展開する企業のソフトウェア開発、ｅｔｃ
【ＩＴ開発未経験でもＯＫ】⇒２～３ヶ月のＪａｖａ研修をご用意
ＰＧからスタートして顧客と要件定義できるレベルまで育てます。ゆくゆくは営業やディレク
ター、総務といったキャリアチェンジも可能。

5 大学
大学院

不問 　　3年以内

１総合職 102

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

３事務 103

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有
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　各卒
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

１総合職 104

株式会社　マジオネット
(その他の専門サービス
業)
1308-443345-9

総合職
13080-711798

入社後まずは、マジオネットグループ本社の管理部門スタッフとして業務を行ってい
ただきます。その後適性に合わせて様々な職種（受付、営業、インストラクター＜教
習所指導員＞）を経験頂く可能性があります。
＊本社での業務内容
総務・経理・人事といったバックオフィス業務です。
・総務（例）電話対応、オフィスの備品管理
・経理（例）伝票作成、各拠点の数値管理
・人事（例）採用における応募者の管理、会社説明会補助等

1 大学卒、短大
卒

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）
＊ＭＴ取得尚良
し

否

２営業 105

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

営業／品川区
13040-171898

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

　　3年以内
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105

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

技術／品川区
13040-172098

プラスティック成型金型試作評価・製品測定・量産条件設定　等



1 大学院・大学・
短大・高専・専
修学校・能開校

不問 　　3年以内

３事務 106

株式会社　アウトソーシ
ングテクノロジー　大阪
支店
(ソフトウェア業)
2702-619793-4

一般事務・経理・総務
営業事務・エンジニア
サポート
27020-630298

・事務職全般の幅広い業務に携わります。
・製品や資材の受発注対応、出納帳管理
　受付、来客対応、電話対応
　資料作成、データ整理、翻訳など

※選考時にタイピング、エクセルのテストを実施します。
　希望等を考慮し配属を決定します。

10 大学院、大学、
短大、専修学
校
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 107

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

１総合職 108

株式会社フクイン
(印刷業)
1301-101491-3

総合職（営業）
13010-1116198

出版社、デザイン事務所、メーカーなどの得意先よりカタログや出版物の
制作・印刷・製本のお仕事を受注し、納品までの管理をすることが主な業務です。
近年ではウェブ関連の販促プロモーションの企画・提案も行っています。

上司や先輩社員とともに、既存の得意先を中心に営業活動を行います。
経験や資格よりも、人柄ややる気を重視しております。

2 大学院・大学・
短大・専修学校
卒
（学部学科不
問）

不問 　　5年以内

２営業 109

瀬味証券印刷　株式会
社
(印刷業)
1301-202093-5

営業職
13010-634698

主に金融機関へのルート営業（印刷物受注窓口、商品売り込み、
新規提案など）

2 大学卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

２営業 110

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

営業部員
14010-389198

ストレッチャー、酸素吸入装置、ＡＥＤなど救急車に搭載する製品のルートセール
ス。
また、災害医療に対しての医療資器材を官公庁や災害拠点、病院等へ提案しま
す。
営業以外に、販売をしたストレッチャーの簡単な修理も行います。

2 大学 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

５ＩＣＴ系 111

ヒューマンウェア　株式
会社
(ソフトウェア業)
1308-614355-7

ＩＴエンジニア
13080-57898

●アプリケーション開発（ＰＬ、ＳＥ、プログラマー）
・ＮＥＴ、Ｊａｖａによる開発等
・車載系組み込み等
●社内受託開発系
・営業支援システム開発、保守運用
・グループの情報、システムの保守
●インフラの設計構築および運用　●サーバー系設計／構築／運用　●ＮＷ系設計／構
築／運用

5 不問 ＩＴ業界に興味
のある方歓迎

ビジネスレベル
の日本語会話
能力と読み書
きの能力

　　3年以内

２営業 112

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

ルート営業（電子部
品商社）
13010-446298

各エリア内（ルート）でお取引をしているお客様へ定期的に訪問し、商品のお届け、納期打合わせ、新
製品ＰＲ、自分売り込み等を行い、お客様と常に親近感ある訪問営業を行います。電子部品の知識は
経験を積んで身に付くものですので、とにかくお客様との会話が楽しめ、お客様のお困りごとのため
に、自らが行動できることが重要となりますので未経験者、経験者問わず、ご応募ください。入社後、
７日間は社内研修、以降は現場での先輩社員からのＯＪＴとなります。誰もが毎日経験することで成
長できるシステムと環境になっております。　◆当社は創業５２年を迎えております。東京・秋葉原の
電子部品商社の中でも老舗的な存在です。当社の大きな特徴は、財務体質の健全性を維持し、安定
成長を続けている点です。当社は、将来を担う若い人材を求めています。

1 大学卒（学部・
学科不問）

普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

　　3年以内

３事務 112

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

営業サポート事務
（電子部品商社）
13010-447598

外勤営業員を社内で事務面（内勤）からサポートするお仕事です。お客様からの電話、メー
ル、ファックスでのお問い合わせ依頼を、社内システム（パソコン）を使用して、仕入先から
お客様への回答を行います。（納期管理、発注入力、商品発注、商品発送）入社後、７日間
は社内研修、以降は現場での先輩社員からのＯＪＴとなります。誰もが毎日経験することで
成長できるシステムと環境になっております。
◆当社は創業５２年を迎えております。東京・秋葉原の電子部品商社の中でも老舗的な存
在です。当社の大きな特徴は、財務体質の健全性を維持し、安定成長を続けている点で
す。当社は、将来を担う若い人材を求めています。

1 大学卒
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

３事務 114

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

７専門職・
その他

114

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
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114

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

２営業 114

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

１総合職 115

ワヨー　株式会社
(広告業)
1303-201047-9

ＳＰコーディネーター
（総合職）
13030-232098

＊企画営業職…担当顧客を持ち商品ＳＰを企画・提案します。お客様の課題や　悩みは何
か、どんなツールや仕掛けがあれば解決できるのかを自ら考えて提案する役割を担ってい
ます。
＊営業事務職…企画営業とチームを組み、事務処理やサポートを行います。　
＊プロダクトスタッフ…ＰＯＰツール製作の工程・予算・品質管理を行います
入社後３年間で、複数の仕事をローテーションで担当していただきます。
仕事の一連の流れを経験することで、仕事の全体像を把握し、１人のビジネスパーソンとし
ての能力を広げて下さい。

3 　大学院・大
学・短大
（学部・学科不
問）

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

116

株式会社　アミック
(土木建築サービス業)
1301-537164-4

・建築生産設計業務
／横浜
13010-819798

ＡＵＴＯＣＡＤやＢＩＭなどによる施工図・統合図・仮設作成（作図・修正・チェック）等
を行なう業務です。
・建築施工図及び仮設計画図の作成補助
・ＣＡＤオペレーター及び設計補助
・２Ｄ設計データーの３次元化補助
使用ソフト：　ＡｕｔｏＣＡＤ、Ｒｅｖｉｔ、Ａｒｃｈｉ、等
※研修期間は３ヶ月です。入社後本社で研修を実施、
　その後適性に合わせて各現場事務所にて勤務し経験を積んでいただきます。

1 大学・短大・高
専・専修学校・
能開校卒

（学部学科不
問、建築系尚
可）

不問 　　3年以内

３事務 117

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

４接客・販
売

117

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

２営業 118

テックビルド　株式会社
(一般土木建築工事業)
1304-613549-3

営業
13040-734898

・住宅やビルの建設現場や住宅をリフォームする時に必要な建設足場の調査
　図面の作成・見積の作成
　
　足場の施工管理、スケジュール調整、ＣＡＤを使用しての構築物図面の作成
　など知識と技術も磨けます。
　各営業所は５～１０名の構成でコミュケーションも良好な職場です。
　下記の他、神奈川、福岡など全国１５ヶ所の営業所があります。

5 不問 普通自動車運
転免許
（ＡＴ限定可）

　　3年以内

２営業 119

メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

洋菓子販売・企画・営
業
13080-130698

自社ブランド店舗「ロイスダール」や提携ブランドでの接客販売、商品等の企画、提
案営業など。

5 大学・短大・専
修学校

不問 　　3年以内

７専門職・
その他

119

メトロ製菓　株式会社
(パン・菓子製造業)
1308-423389-2

洋菓子の製造・製品
梱包
13080-131998

百貨店等で販売する洋菓子（焼菓子・生ケーキ・チョコレート等）商品の製造及び製
品の箱詰め等の梱包作業

3 大学・短大・専
修学校

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 120

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

プログラマー・ＳＥ
13010-287598

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

5 大学・短大・高
専・
専修学校・能開
校　各卒
（学部学科不
問）

不問 　　3年以内

５ＩＣＴ系 120

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

システム運用エンジ
ニア
13010-288898

＊現在稼働している業務システムのオペレーションを担当。マニュアルに従ってコマンド入力、運用管
理ツールのジョブ操作、システム点検、障害対応などを行います。
＊基本的なＰＣ操作ができれば問題ございません。入社後は社内研修や業務を通してＩＴシステム全
般の幅広い知識が身に付きますので、一人ひとりの適性に応じて段階的にステップアップしていける
ようキャリア形成をしていきます。将来的に運用管理業務やインフラエンジニアとしてＩＴインフラ構築
業務など活躍の幅が広げられます。　＊インフラエンジニア：サーバやネットワークに関連した専門知
識を有し、ＩＴインフラ（システムが円滑に動作する環境）を構築する技術者です。システムの構成図や
作業スケジュール等の計画書作成、ソフトウェアのインストールや動作確認テスト等を行います。　＊
教育・サポート体制が充実しています。詳細は補足事項をご参照ください。

10 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
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３事務 120

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

一般事務・ＩＴサポー
ト・ヘルプデスク
13010-289098

ＰＣ作業を主体に
伝票、各種書類の整理、資料作成（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ使用）、ファイリング、データ分
析・レポート作成、会議の準備・招集、スケジュール・作業進捗管理、各種問い合わ
せに対する対応、窓口、電話・来客対応、簡易経理業務の業務の内、いずれかの
業務を行っていただきます。
※スキルに応じてＩＴサポート、ヘルプデスクなどに従事していただきます。
※文系理系不問。研修については補足事項を参照して下さい。

5 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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