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石川特殊特急製本　株式会社
常に業界の最先端を行く印刷会社
です。

製本業，印刷物加工業 営業 大学 3年以内 5 27010-239948

営業（台東区） 大学・短大・高専・専修学校 3年以内 2 27180-327048

事務（台東区） 大学・短大・高専・専修学校 3年以内 1 27180-326848

事務職 大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 3 13040-938948

営業職 大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 3 13040-937648

株式会社　ＬＩＸＩＬ　トータル販売
住宅のドア、窓枠、キッチン、バ
ストイレ等の販売会社

他に分類されない卸売
業 営業 大学 3年以内 20 13130-155348

株式会社　アペックス
ＡＰＥＸ＝それは頂点を目指す、
専門家集団です。

● ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ 大学・専修学校 3年以内 2 13090-196648

生活相談員（候補） 大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 5 13110-41948

介護職員 大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 10 13110-42548

株式会社　コンピュータマインド
社

SEとして一生モノのスキルを身に
つけよう！学部不問

ソフトウェア業
システムエンジニア
（ＩＴ関連業務）

大学 3年以内 5 13010-627048

株式会社　三　徳
「健康・安全・安心・美味」が
テーマの高品質スーパー

各種食料品小売業 販売・製造販売 大学・短大 2年以内 10 13080-705048

株式会社　大盛工業
土木工事業（舗装工事
業を除く） 土木施工管理技士 大学院・大学・短大・専修学校 3年以内 3 13120-190948

隅田商事株式会社
食材の卸売会社です。食に興味の
ある方、ぜひ応募下さい。

● 食料・飲料卸売業 営業 大学 3年以内 2 13010-914548

社会福祉法人　原町成年寮
福祉学部学科以外の方も安心して
ご応募いただけます！

● 障害者福祉事業 生活支援員 大学・短大・専修学校 3年以内 10 13120-102148

設計 大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 2 12040-73248

プラント配管設計及び施工
管理

大学院・大学・短大・高専 3年以内 2 12040-75448

電気計装設備の設計・製
造及び施工管理

大学院・大学・短大・高専 3年以内 2 12040-78948

生産管理（手配・工程管
理）

大学・短大・高専・専修学校 3年以内 1 12040-86948

営業（設備・機械） 大学院・大学・短大・高専 3年以内 1 12040-83448

営業（設備・機械） 大学院・大学・短大・高専 3年以内 2 12040-79548

ヤスダファインテ　株式会社
食品を製造するための機械装置を
専門に製造しています。

一般産業用機械・装置
製造業

株式会社　トリードアート
ゆったりと、和気あいあい…チー
ムワークを大切に

● 老人福祉・介護事業

株式会社　光新星
アミューズメント関連会社として
お客様をサポート。

●
他に分類されない卸売
業

日本電算株式会社
創業３０周年の老舗IT企業！人物
重視の積極採用です

ソフトウェア業
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一般事務 大学 3年以内 1 充足の為取下げ
介護職員 大学・短大・専修学校 3年以内 5 13170-46848
一般事務 大学 3年以内 1 13170-65248
介護職員 大学・短大・専修学校 3年以内 10 13160-38148
介護職員 大学・短大・専修学校 3年以内 8 13060-140648
支援員 大学・短大・専修学校 3年以内 8 13060-139348

株式会社　クラウン無線
設立５６年目の秋葉原にある総合
商社

● 電気機械器具卸売業 営業 大学・専修学校 5年以内 1 13010-1731848

株式会社　東京ひよ子 パン・菓子製造業 営業職（台東区） 大学 新卒のみ 2 11100-31748

保育士（明日葉保育園） 大学・短大・専修学校 3年以内 10 13070-699448

栄養士（明日葉保育園） 大学・短大・専修学校 3年以内 3 13070-703448

総合職（管理部門・営業部
門）

大学院・大学 3年以内 4 13070-701248

児童指導員（学童、放課後
クラブ、児童館の運営）

大学・短大・専修学校 3年以内 15 13070-700148

栄養士・調理師（病院、福
祉施設、保育園の給食）

大学・短大・専修学校 3年以内 15 13070-702348

株式会社　アイエスエフネット
技術より大切なスキル＝ヒューマ
ンスキル

●
インターネット附随サー
ビス業 ＩＴエンジニア 大学院・大学・短大・高専・専修学

校・能開校 3年以内 250 13040-404648

【秋の大面接会】介護職 大学・短大・専修学校 3年以内 2 13150-106848

【秋の大面接会】保育士 大学・短大・専修学校 3年以内 2 13150-105548

株式会社　ジェイテック
会社の未来を担う人財の採用を共
にやっていきませんか

その他の専門サービス
業 総合職（人事採用担当） 大学院・大学 3年以内 1 13010-1735348

株式会社シーディア ●
その他の専門サービス
業 企画総合職 大学 3年以内 1 13080-310448

株式会社　スウィートファクトリー
ジャパン

Eat sweets be
happy！！

菓子・パン小売業 総合職 大学 3年以内 3 13010-1260248

職業指導員 大学 3年以内 4 13150-99948

一般事務（総務・経理） 大学 3年以内 2 13150-114848

八幡電気産業　株式会社
通信機械器具・同関連
機械器具製造業 事務職／大森工場・本社 大学・短大・専修学校 新卒のみ 3 13040-1401048

株式会社　東京リーガルマイン
ド

向上心をもって努力する人の潜在
力を引き出す仕事です

専修学校，各種学校
総合職（学校運営、商品企
画・営業・管理部門等）

大学院・大学・短大・専修学校 5年以内 12 13080-699848

東京電工　株式会社
平均年齢３４歳。若い意見が通り
やすい社風です。

● 電気工事業 電気工事技術職 大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内 3 13170-26648

社会福祉法人　東京リハビリ協
会

安定した経営基盤で常に新しい事
業に挑戦する法人です

● 障害者福祉事業

葉隠勇進　株式会社
社会に寄り添い、人に優しい職場
で共に働きましょう！

食堂，レストラン（専門
料理店を除く）

社会福祉法人　村山苑
福祉サービスを必要とする人に生
命の輝きを、あなたと

● 老人福祉・介護事業

社会福祉法人　徳心会
大田区・青梅市・武蔵野市の３拠
点にて２０事業を運営

老人福祉・介護事業


