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会社名 会社からひとこと
若者応

援企業
業種 職種 学歴 既卒者

可

求人数 求人番号

東京ベッド　株式会社
睡眠関連商材の主役＝『ベッド』の
拡販を一緒に！

その他の家具・装備品
製造業 営業職 大学・高専・専修学校 新卒のみ 2 13040-1426048

ソリューション営業 大学院・大学・短大・高専 3年以内 3 13010-318748

システムエンジニア 大学院・大学・短大・高専 3年以内 3 13010-320848

携帯ショップスタッフ（東京
都中央区）

大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内 1 01070-24348

携帯販売スタッフ（埼玉県
春日部市）

大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内 1 01070-25448

総合職（ロジスティクスマネ
ジメント）

大学院・大学 3年以内 10 13130-181448

事務スタッフ 大学・短大 3年以内 8 13130-182748

営業職 大学院・大学 2年以内 4 13010-1563848

施工管理職 大学・短大・高専・専修学校 2年以内 2 13010-1564048

株式会社　リオネットセンター城南
他に分類されない小売
業 販売・営業・修理 大学・短大・高専・専修学校 2年以内 2 13040-1325448

株式会社　パルファン
大阪？東京？いいえ当社は日本の企
業です。海外目線。

● 下着類製造業
【面接会専用求人】
総合職

大学 3年以内 3 27100-32848

一般事務 大学院・大学・短大・専修学校 3年以内 2 13010-526648

コールセンタースタッフ 大学院・大学・短大・専修学校 3年以内 2 13010-527948

株式会社　システム技研
金槌を持たない大工さん？　そんな
夢のあるお仕事です。

ソフトウェア業 システムエンジニア 大学 3年以内 5 13080-620748

日本アイ・エス・ケイ　株式会社
若いパワー・行動力・企画力を思う
存分発揮できます。

●
その他の金属製品製造
業

営業（セールスエンジニア
リング）東京支店【若者応
援企業】

大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内 1 08040-325448

システムエンジニア 大学院・大学 3年以内 10 13080-177748

セールスエンジニア 大学院・大学 3年以内 5 13080-178648

株式会社　久世
食に興味がある人大歓迎！頼れる食
のパートナー久世

農畜産物・水産物卸売
業 総合職（営業） 大学・短大・専修学校 3年以内 2 13090-551048

株式会社　日本アイデックス
お客様から信頼され感謝されるベス
トパートナー企業へ

● ソフトウェア業
総合職（システム部門／事
務部門）

大学院・大学 3年以内 3 13090-538348

株式会社　インプレス
中央区認定「ワークライフバランス
推進企業」です。

● ソフトウェア業 ＩＴエンジニア 大学院・大学・短大・専修学校 3年以内 5 13010-784448

株式会社　アルゴグラフィックス
情報処理・提供サービ
ス業

株式会社　エムデジ
「人間成長企業」を目指す当社で一
緒に頑張りましょう

●
他に分類されない小売
業

株式会社　マルニトータルサービス
あなたのバイタリティーと若さが活
かせるのが当社です

●
その他の運輸に附帯す
るサービス業

ＴＯＴＯアクエア　株式会社
地図に残る建物建設にたずさわって
みませんか。

他に分類されない小売
業

オリゾンシステムズ株式会社
ITスキルを身に付けグローバルに活
躍できる人材に！

●
情報処理・提供サービ
ス業

Ｇ・０・Ｇ株式会社
業界トップクラスのクオリティで成
長中の元気な会社！

●
管理，補助的経済活動
を行う事業所（３９情報
サービス業）
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日本アルミット　株式会社
あなたのやる気に応えます。お気軽
にお越し下さい。

非鉄金属第２次製錬・
精製業（非鉄金属合金
製造業を含む）

営業職 大学 3年以内 2 13080-719648

電気・電子設計技術職 大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 5年以内 20 13070-276848

システムエンジニア 大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 5年以内 10 13070-277048

機械設計技術職 大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 5年以内 30 13070-278148

ハードウェアエンジニア 大学院・大学・高専・能開校 3年以内 1 13010-1600948
システムエンジニア（首都
圏Ａ）

大学院・大学・高専・能開校 3年以内 10 13010-604448

システムエンジニア
　（甲信越地区）

大学院・大学・高専・能開校 3年以内 2 13010-607948

システムエンジニア（東北・
北関東）

大学院・大学・高専・能開校 3年以内 6 13010-611348

システムエンジニア（首都
圏Ｂ）

大学院・大学・高専・能開校 3年以内 10 13010-610248

プログラマ 大学・短大・高専・専修学校 3年以内 3 13030-124448

ネットワークエンジニア 大学・短大・高専・専修学校 3年以内 2 13030-125748

株式会社　ソラマス・ソフトウェア・
サービス

入社１０年で一生食べていけるだけ
の技術を習得できます

● ソフトウェア業
システムエンジニア・プログ
ラマー

大学院・大学・短大・高専・専修学
校 3年以内 5 13080-116148

株式会社エム・シー・サービス 不動産管理業 一般事務（会計業務） 大学 3年以内 1 13060-127548

ヤオキン商事　株式会社　施設管
理部

● スポーツ施設提供業
公共図書館及び公共施設
スタッフ

大学 5年以内 10 13110-35848

株式会社　タニックス
お客様のトータルメリットを提案す
る商社です。

●
他に分類されない卸売
業 総合職（営業職） 大学 3年以内 5 13070-436148

総合職（ルートセールス） 大学 5年以内 8 13040-760948
総合職（事務職） 大学 3年以内 2 13040-761548

八正建設　株式会社
住まいと不動産のトータルプロ
デューサーです。

● 一般土木建築工事業
戸建住宅（１棟～多棟）の
施工管理業務

大学・短大・高専・専修学校・能開
校 3年以内 1 13090-473248

事務、人事 大学・短大・専修学校 3年以内 2 13040-1489448
法人営業 大学・短大 3年以内 2 13040-1491548
建築施工管理 大学・短大・専修学校・能開校 3年以内 5 13040-1492848
建築設計、ＣＡＤオペレー
ター

大学・短大・専修学校・能開校 3年以内 2 13040-1490948

株式会社　ヒップ　東京営業所
設計開発の仕事で、「生涯技術者」
を目指しましょう！

その他の専門サービス
業

●

シグマトロン　株式会社
モノづくりを実現する高い技術力と
総合力があります。

ソフトウェア業

株式会社　デサイト 欠席 土木建築サービス業

株式会社　セル
皆さんの生活の身近なシステムに関
わっている会社です

● ソフトウェア業

ナショナル　ベンディング株式会社 各種食料品小売業


