
会場

開催日 平成３０年２月１日（木）　13：30～16：30　（受付時間13:00～15:30）

対象者

参加企業 １２０社予定

問合せ先 東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

※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。

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

平成３０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）

第３回 新規大卒者等合同就職面接会 

参加企業・求人一覧表 



第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人一覧表1（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒者

1 ウィツ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-294278 5 3年

システムエンジニア／電池パックメーカーでのお仕事 13060-80678 1 3年

経理／電池パックメーカーでのお仕事 13060-81978 1 3年

営業／東京 13010-349078 2 5年

技術提案営業／営業推進室 13010-1018978 2 5年

営業／東京（化成品） 13010-1019378 2 5年

4 アクアコンピュータサービス　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13080-108978 4 5年

5 ＢＢＫテクノロジーズ（文化貿易工業株式会社） 生産用機械・同部分品製造業 海外営業（工業用計測機器） 13010-1027378 1 3年

事務職 13010-1109178 2 3年

総合職（営業） 13010-1016778 10 3年

営業職 13090-370078 3 3年

施工管理職 13090-371178 1 3年

設計職 13090-372278 3 3年

8 東京エレク総業　株式会社 電気機械器具卸売業 ルート配送・ルート営業 13100-36378 3 3年

ベーカリー製造 13090-232078 4 3年

ベーカリー販売 13090-233178 4 3年

営業 13060-199178 1 3年

営業事務 13060-200978 1 3年

製造職 13060-158578 1 3年

購買事務 13060-121378 1 3年

11 株式会社　ファイブドライブ 情報処理・提供サービス業 セキュリティエンジニア 13010-608478 3 3年

12 株式会社　佐竹製作所 電子応用装置製造業 総合職（営業・品質管理・購買管理等） 13010-792178 2 2年

システムエンジニア 13040-499778 3 3年

インフラエンジニア 13040-498478 3 3年

総合職／東京 13040-601678 10 6年

総合職（ルートセールス・営業開発職） 13040-602978 5 6年

総合職（事務職） 13040-603378 3 3年

15 クオール　株式会社 医薬品・化粧品小売業 販売 13040-493078 3 3年

店舗マネジャー 12080-10778 5 3年

店舗マネジャー 12080-129278 5 3年

店舗マネジャー 12080-9578 30 3年

17 セコム　株式会社 警備業 総合コース 13070-247278 5 3年

18 株式会社　文化堂 各種食料品小売業 食品、生鮮食料品の販売 13040-114478 20 3年

19 株式会社　タカラエンジニアリング 土木建築サービス業 土木設計技術員 13040-648578 2 5年

20 株式会社　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-256878 3 5年

21 株式会社　昭和石材工業所 採石業，砂・砂利・玉石採取業 総合職 13080-463478 2 3年

本支店事務職員　現場事務職員 13090-268578 1 3年

機械電気設備設置工（トンネル工事現場・機械電気職員） 13090-266178 2 3年

施工管理（トンネル工事現場技術職員） 13090-267278 2 3年

23 株式会社　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 総合職／介護職・事務職・教育・採用担当・社内エンジニア 13010-497178 5 3年

24 株式会社　キール 婦人・子供服小売業 レディスアパレル、ゴルフアパレル、スポーツウェア販売 13040-124678 2 3年

25 株式会社　システム・フジ 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア　プログラマー 13080-73878 2 3年

26 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） 13080-654278 2 3年

総合職（ロジスティクスマネジメント） 13130-226378 10 3年

事務スタッフ 13130-227078 10 3年

28 サン・ライズ・システムズ　株式会社　東京支店 ソフトウェア業 事務総合職　サポートスタッフ／西新宿オフィス 13040-113878 1 3年

29 株式会社　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン 店舗運営 13040-1129978 8 3年

30 株式会社　ヴァンテルシステム ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13030-31878 4 3年

不動産売買仲介営業 13170-62778 4 3年

事業本部（営業職・事務職） 13170-63678 4 3年

業務本部（事務職） 13170-64978 4 3年

32 下田通商株式会社 各種商品卸売業 営業／埼玉県 13010-977378 1 3年

33 中川製袋化工　株式会社　東京営業所 卸売業 営業職（ルート営業） 13010-1273578 1 5年

34 株式会社メモリアルアートの大野屋 冠婚葬祭業 総合職（営業および事務） 13080-64278 10 5年

サービスエンジニア 13010-646078 1 3年

営業 13010-643678 1 3年

総合職（営業） 13110-85478 1 3年

総合職（生産管理） 13110-86778 1 3年

コンサルティング営業職 13080-684378 5 3年

管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-685078 3 3年

管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-686178 3 3年

営業 13060-90378 1 3年

施工管理及び設計 13060-91078 3 3年

39 中越運送株式会社　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、管理部門） 13110-155878 10 3年

不動産代理業・仲介業

小売業

広告業

建物売買業，土地売買業

電気通信・信号装置工事業

14

16

22

電子デバイス製造業

ソフトウェア業

各種食料品小売業

各種商品小売業

土木工事業

運輸に附帯するサービス業27

31

35

株式会社　ジェーソン

36

37

38

電気機械器具製造業

有機化学工業製品製造業

金融商品取引業

金属製品製造業

パン・菓子製造業

株式会社　フルハートジャパン

株式会社　ピー・アンド・ヴァック

ナショナル　ベンディング株式会社

吉田直土木　株式会社

株式会社　マルニトータルサービス

株式会社　藤和ハウス

エフ・ビー・エム　株式会社

株式会社　プレンティ

株式会社　グッドコムアセット

株式会社　エイチ・エス・ジェイ

13

トーカドエナジー株式会社

山宗化学株式会社

2

3

セントレード証券　株式会社

株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター

株式会社　アンテンドゥ

6

7

9

10
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人一覧表1（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒者

営業兼配送 13040-201278 2 3年

施工管理技術者 13040-202578 2 3年

事務職 13040-200178 1 3年

設計（キッチンレイアウト） 13040-404578 10 3年

営業（提案営業） 13040-405878 10 3年

メンテナンス（厨房機器の修理・点検） 13040-407778 10 3年

42 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業 建設コンサルタント業（発注者支援業務等） 13110-44678 3 3年

43 株式会社　デュエル 専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-932978 2 3年

システム開発エンジニア（開発） 13070-432878 4 3年

営業アシスタント 13070-434778 2 3年

システム開発アシスタント 13070-268678 4 3年

45 アイ・インテグレーション株式会社 ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-1204578 3 3年

46 ワヨー　株式会社 広告業 ＳＰコーディネーター 13030-179478 3 3年

47 イリオスネット　株式会社 小売業 総合職 13040-473778 40 3年

48 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業・経理 13040-433678 2 3年

49 株式会社　協進印刷 印刷業 ルート営業 13070-583078 2 否

50 朝日容器工業　株式会社 再生資源卸売業 営業、総務、技術、情報システム 13120-52478 5 3年

51 株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ インターネット附随サービス業 ＩＴエンジニア 13080-589078 5 5年

52 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 13080-620278 10 3年

53 株式会社　アブストラクト 情報処理・提供サービス業 プログラマー、システムエンジニア 13040-154578 2 3年

プログラマ 13080-66878 1 3年

システムエンジニア 13080-67478 1 3年

55 株式会社　バーンリペア 修理業 総合職 13080-727578 2 否

56 株式会社ベネミール 生活関連サービス業 営業職（総合職） 13010-1111478 7 2年

プラントエンジニア 13040-319778 2 3年

技術エンジニア 13040-320378 2 3年

製造（環境プラント装置等） 13040-321078 2 3年

営業 13040-322178 2 3年

事務 13040-323278 2 3年

58 株式会社　アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職
 13110-141978 3 3年

59 有限会社エムシーエム 土木建築サービス業 建築図面作成業務 13010-468678 2 3年

広報・プレス担当 13030-311578 1 3年

輸入事務 13030-124178 1 3年

販売職／新宿区・品川区・千代田区・中央区 13030-125278 2 3年

61 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-23178 3 3年

62 株式会社　ユニテックス 建物サービス業 総合職（ビルメンテナンス業務全般） 13010-1178478 3 3年

63 株式会社　ジオテック情報システム ソフトウェア業 システムエンジニア 13030-123078 2 3年

64 ヨシモトポール　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職（適性に応じて各職種に配属） 13010-586878 6 3年

営業サポート事務（電子部品商社） 13010-1077078 2 3年

ルート営業（電子部品商社） 13010-1078178 2 3年

66 株式会社　山元 各種物品賃貸業 総合職（業務職・営業職） 13010-844678 10 3年

67 株式会社　アイティ・イニシアティブ ソフトウェア業 システムエンジニア 22050-46078 1 3年

総合職／福祉職 13060-87878 5 5年

一般職／福祉職 13060-86578 5 5年

営業事務（東京営業所） 27030-135178 2 3年

総合職（営業開発職）東京営業所 27030-68778 2 3年

70 株式会社フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-1057478 1 5年

ネットワークエンジニア 13030-323678 3 3年

カスタマーエンジニア 13030-321478 3 3年

営業 13030-324978 2 3年

72 アオイ　スタジオ　株式会社 映像情報制作・配給業 営業職 13040-811078 1 3年

73 株式会社　三豊 水産食料品製造業 総務、経理事務 13080-595978 1 1年

74 株式会社　アペックス ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ 13090-75578 2 3年

75 ロジスネクスト東京　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 13060-89778 10 3年

76 株式会社　光陽社 製版業 営業職 13010-1246178 1 3年

77 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-143778 2 3年

78 栄和建物管理　　株式会社 建物サービス業 総合職 13040-290978 3 3年

79 光電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 電気工事の施工管理 13080-428578 3 3年

80 コーデンシＴＫ　株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13070-266478 10 3年

81 富双合成　株式会社 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 技術職 13110-126378 1 3年

82 ピップ物流　株式会社 こん包業 倉庫管理 13010-1009978 5 2年

83 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業 13010-830178 8 3年

84 株式会社　アロワーズ 電気機械器具卸売業 営業 13080-500478 2 3年

85 株式会社　アモック・システム ソフトウェア業 サーバエンジニア・ｗｅｂ及びビジネスアプリケーション開発 13010-236078 5 3年

老人福祉・介護事業

医薬品・化粧品等卸売業

機械修理業

ソフトウェア業

設備工事業

身の回り品卸売業

電気機械器具卸売業

建築材料卸売業

44

非鉄金属製造業

ソフトウェア業

40

41

71

54

57

60

65

68

69

三和機材　株式会社

社会福祉法人　池上長寿園

株式会社　テクノーブル

新興サービス　株式会社

タニコー　株式会社

株式会社　ウェブスター

日本システム通信　株式会社

三協工業　株式会社

株式会社　ハーモニープロダクツ

富士エレックス　株式会社

3 / 32 ページ



第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人一覧表1（ブース順）

ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒者

86 林六　株式会社 化学製品卸売業 総合職 27030-152578 2 3年

87 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 13090-105878 5 3年

88 常磐鋼帯　株式会社 非鉄金属・同合金圧延業 生産管理事務 13130-295178 2 3年

89 株式会社日本レストランエンタプライズ 飲食店 グランクラスアテンダント　グリーンアテンダント 13040-934078 20 4年

開発エンジニア（プログラマー） 13040-583278 5 3年

インフラ（サーバ・ネットワーク）エンジニア 13040-584578 5 3年

運用エンジニア 13040-585878 3 3年

91 株式会社　ヤオコー 各種食料品小売業 販売職（食品スーパーマーケット） 11040-78578 100 3年

92 日本ダイヤバルブ株式会社 はん用機械・同部分品製造業 ルート営業（総合職） 13040-675478 1 3年

93 丸三機械建設株式会社 設備工事業 施工管理 13010-88878 5 3年

94 株式会社　アーキコアテクノ新宿営業所 ソフトウェア業 見習い／プログラマー（ＷＥＢ系） 13080-607778 2 3年

経理、総務 13090-390878 2 3年

営業（総合建設業） 13090-391478 2 3年

土木工事（公共工事を主とする）の施工管理 13090-392778 5 3年

建築リノベーション事業の施工管理 13090-393678 5 3年

96 コネクシオ　株式会社 小売業 接客専任職（東京・埼玉・千葉・神奈川） 13080-455478 50 3年

97 エム・デー・ビー　株式会社 ソフトウェア業 プログラマ、ＳＥ、ネットワークエンジニア 13070-385578 15 5年

98 株式会社　コロワイドＭＤ 食堂，レストラン 総合職＜関東＞ 14010-163578 50 3年

製造・生産関連職 14030-3578 5 2年

営業職・企画プランニング職・開発・研究職・製造生産関連職 14030-4878 15 3年

100 ライトクリエイションシステム株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ　ネットワークエンジニア 13030-34678 5 3年

101 株式会社　エーワン 産業機械器具卸売業 総合職（技術・営業・事務） 13120-106278 3 3年

102 サンシード株式会社 情報処理・提供サービス業 ＩＴアシスタント（事務サポート） 13080-184178 2 3年

営業職（国内・海外） 27020-235978 4 3年

生産技術職 27020-234678 1 3年

104 株式会社　ザ・ヘッド ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13030-182078 5 3年

105 新光産業株式会社 不動産賃貸業 営業（テナント募集業務・運営業務・管理業務） 13080-696578 1 3年

106 株式会社　マサル 職別工事業 総合職（施工管理・営業） 13010-1217478 5 4年

107 大東印刷工業　株式会社 印刷業 営業 13120-11478 2 3年

108 株式会社　雑用社 一般廃棄物処理業 福祉整理・運搬 13110-103178 3 3年

109 斉田電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-710478 3 3年

電気系プラントエンジニア 13110-123778 1 3年

プラントエンジニア 13110-124678 3 3年

111 株式会社　ボックス・ワン 事業サービス業 イベントブースの企画営業 13130-195678 3 3年

112 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 13030-132178 10 3年

113 大和産業　株式会社 卸売業 総合職（営業）／東京　他 13040-788778 4 3年

114 フューチャー・アンティークス株式会社 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13070-102878 5 3年

115 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-7378 30 3年

システム開発　ＳＥサポート 13030-210378 2 3年

システム開発　ＳＥ／ＰＧ 13030-136478 6 3年

117 株式会社　オノマシン 産業機械器具卸売業 総合職（営業・営業事務・商品管理） 27030-60978 5 3年

技術 13010-650778 3 3年

総合職（営業　設備） 13010-593878 3 3年

119 ソフトウェア技術　株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマー 13080-263078 5 3年

120 株式会社　ニチイ学館 老人福祉・介護事業 総合職（営業、企画・管理等） 13010-626778 150 2年

電線・ケーブル製造業

機械器具設置工事業

情報処理・提供サービス業

建物サービス業

ソフトウェア業

土木工事業

自動車・同附属品製造業

新光電気工業　株式会社

ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社

株式会社　ティー・エス・イー

秀和ビルメンテナンス　株式会社

株式会社　ホープ

株式会社　テイン

110

116

118

95

99

103

90 株式会社　ティエスイー
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人一覧表2（職種別）

分類 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒者

6 セントレード証券　株式会社 金融商品取引業 総合職（営業） 13010-1016778 10 3年

12 株式会社　佐竹製作所 電子応用装置製造業 総合職（営業・品質管理・購買管理等） 13010-792178 2 2年

14 ナショナル　ベンディング株式会社 各種食料品小売業 総合職／東京 13040-601678 10 6年

14 ナショナル　ベンディング株式会社 各種食料品小売業 総合職（ルートセールス・営業開発職） 13040-602978 5 6年

14 ナショナル　ベンディング株式会社 各種食料品小売業 総合職（事務職） 13040-603378 3 3年

21 株式会社　昭和石材工業所 採石業，砂・砂利・玉石採取業 総合職 13080-463478 2 3年

26 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） 13080-654278 2 3年

27 株式会社　マルニトータルサービス 運輸に附帯するサービス業 総合職（ロジスティクスマネジメント） 13130-226378 10 3年

28 サン・ライズ・システムズ　株式会社　東京支店 ソフトウェア業 事務総合職　サポートスタッフ／西新宿オフィス 13040-113878 1 3年

34 株式会社メモリアルアートの大野屋 冠婚葬祭業 総合職（営業および事務） 13080-64278 10 5年

36 株式会社　プレンティ 広告業 総合職（営業） 13110-85478 1 3年

36 株式会社　プレンティ 広告業 総合職（生産管理） 13110-86778 1 3年

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 管理部門総合職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-685078 3 3年

39 中越運送株式会社　東京支社 一般貨物自動車運送業 総合職（企画営業、貿易事務、ＳＥ、管理部門） 13110-155878 10 3年

47 イリオスネット　株式会社 小売業 総合職 13040-473778 40 3年

50 朝日容器工業　株式会社 再生資源卸売業 営業、総務、技術、情報システム 13120-52478 5 3年

55 株式会社　バーンリペア 修理業 総合職 13080-727578 2 否

56 株式会社ベネミール 生活関連サービス業 営業職（総合職） 13010-1111478 7 2年

62 株式会社　ユニテックス 建物サービス業 総合職（ビルメンテナンス業務全般） 13010-1178478 3 3年

64 ヨシモトポール　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職（適性に応じて各職種に配属） 13010-586878 6 3年

66 株式会社　山元 各種物品賃貸業 総合職（業務職・営業職） 13010-844678 10 3年

69 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 総合職（営業開発職）東京営業所 27030-68778 2 3年

70 株式会社フクイン 印刷業 総合職（営業） 13010-1057478 1 5年

77 株式会社　銘林 建築材料卸売業 総合職（営業） 13130-143778 2 3年

78 栄和建物管理　　株式会社 建物サービス業 総合職 13040-290978 3 3年

86 林六　株式会社 化学製品卸売業 総合職 27030-152578 2 3年

92 日本ダイヤバルブ株式会社 はん用機械・同部分品製造業 ルート営業（総合職） 13040-675478 1 3年

98 株式会社　コロワイドＭＤ 食堂，レストラン 総合職＜関東＞ 14010-163578 50 3年

101 株式会社　エーワン 産業機械器具卸売業 総合職（技術・営業・事務） 13120-106278 3 3年

106 株式会社　マサル 職別工事業 総合職（施工管理・営業） 13010-1217478 5 4年

109 斉田電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業） 13040-710478 3 3年

113 大和産業　株式会社 卸売業 総合職（営業）／東京　他 13040-788778 4 3年

115 株式会社　ペッパーフードサービス 食堂，レストラン 総合職（調理、店舗運営管理及び本部での各業務） 13120-7378 30 3年

117 株式会社　オノマシン 産業機械器具卸売業 総合職（営業・営業事務・商品管理） 27030-60978 5 3年

118 秀和ビルメンテナンス　株式会社 建物サービス業 総合職（営業　設備） 13010-593878 3 3年

120 株式会社　ニチイ学館 老人福祉・介護事業 総合職（営業、企画・管理等） 13010-626778 150 2年

3 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業 営業／東京 13010-349078 2 5年

3 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業 技術提案営業／営業推進室 13010-1018978 2 5年

3 山宗化学株式会社 有機化学工業製品製造業 営業／東京（化成品） 13010-1019378 2 5年

5 ＢＢＫテクノロジーズ（文化貿易工業株式会社） 生産用機械・同部分品製造業 海外営業（工業用計測機器） 13010-1027378 1 3年

7 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 金属製品製造業 営業職 13090-370078 3 3年

8 東京エレク総業　株式会社 電気機械器具卸売業 ルート配送・ルート営業 13100-36378 3 3年

10 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 営業 13060-199178 1 3年

20 株式会社　ライト 産業機械器具卸売業 営業 13010-256878 3 5年

31 株式会社　藤和ハウス 不動産代理業・仲介業 不動産売買仲介営業 13170-62778 4 3年

31 株式会社　藤和ハウス 不動産代理業・仲介業 事業本部（営業職・事務職） 13170-63678 4 3年

32 下田通商株式会社 各種商品卸売業 営業／埼玉県 13010-977378 1 3年

33 中川製袋化工　株式会社　東京営業所 卸売業 営業職（ルート営業） 13010-1273578 1 5年

35 エフ・ビー・エム　株式会社 小売業 営業 13010-643678 1 3年

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 コンサルティング営業職 13080-684378 5 3年

38 株式会社　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業 営業 13060-90378 1 3年

40 三和機材　株式会社 建築材料卸売業 営業兼配送 13040-201278 2 3年

41 タニコー　株式会社 非鉄金属製造業 営業（提案営業） 13040-405878 10 3年

46 ワヨー　株式会社 広告業 ＳＰコーディネーター 13030-179478 3 3年

48 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業・経理 13040-433678 2 3年

49 株式会社　協進印刷 印刷業 ルート営業 13070-583078 2 否

52 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 13080-620278 10 3年

57 三協工業　株式会社 設備工事業 営業 13040-322178 2 3年

58 株式会社　アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職
 13110-141978 3 3年

65 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） 13010-1078178 2 3年

71 新興サービス　株式会社 機械修理業 営業 13030-324978 2 3年

72 アオイ　スタジオ　株式会社 映像情報制作・配給業 営業職 13040-811078 1 3年

75 ロジスネクスト東京　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職 13060-89778 10 3年

76 株式会社　光陽社 製版業 営業職 13010-1246178 1 3年

80 コーデンシＴＫ　株式会社 電気機械器具卸売業 営業 13070-266478 10 3年

1 総合職

2 営業
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人一覧表2（職種別）

分類 ブース 事業所名 産業分類 職種名 求人番号 求人数 既卒者

83 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業 13010-830178 8 3年

84 株式会社　アロワーズ 電気機械器具卸売業 営業 13080-500478 2 3年

95 株式会社　ホープ 土木工事業 営業（総合建設業） 13090-391478 2 3年

99 株式会社　テイン 自動車・同附属品製造業 営業職・企画プランニング職・開発・研究職・製造生産関連職 14030-4878 15 3年

103 新光電気工業　株式会社 電線・ケーブル製造業 営業職（国内・海外） 27020-235978 4 3年

105 新光産業株式会社 不動産賃貸業 営業（テナント募集業務・運営業務・管理業務） 13080-696578 1 3年

107 大東印刷工業　株式会社 印刷業 営業 13120-11478 2 3年

111 株式会社　ボックス・ワン 事業サービス業 イベントブースの企画営業 13130-195678 3 3年

2 トーカドエナジー株式会社 電気機械器具製造業 経理／電池パックメーカーでのお仕事 13060-81978 1 3年

6 セントレード証券　株式会社 金融商品取引業 事務職 13010-1109178 2 3年

10 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 営業事務 13060-200978 1 3年

10 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 購買事務 13060-121378 1 3年

22 吉田直土木　株式会社 土木工事業 本支店事務職員　現場事務職員 13090-268578 1 3年

27 株式会社　マルニトータルサービス 運輸に附帯するサービス業 事務スタッフ 13130-227078 10 3年

31 株式会社　藤和ハウス 不動産代理業・仲介業 業務本部（事務職） 13170-64978 4 3年

37 株式会社　グッドコムアセット 建物売買業，土地売買業 管理部門一般職（総務・人事／経営企画／経理） 13080-686178 3 3年

40 三和機材　株式会社 建築材料卸売業 事務職 13040-200178 1 3年

44 株式会社　ウェブスター ソフトウェア業 営業アシスタント 13070-434778 2 3年

57 三協工業　株式会社 設備工事業 事務 13040-323278 2 3年

60 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 広報・プレス担当 13030-311578 1 3年

60 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 輸入事務 13030-124178 1 3年

61 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務 13110-23178 3 3年

65 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） 13010-1077078 2 3年

69 株式会社　テクノーブル 医薬品・化粧品等卸売業 営業事務（東京営業所） 27030-135178 2 3年

73 株式会社　三豊 水産食料品製造業 総務、経理事務 13080-595978 1 1年

88 常磐鋼帯　株式会社 非鉄金属・同合金圧延業 生産管理事務 13130-295178 2 3年

95 株式会社　ホープ 土木工事業 経理、総務 13090-390878 2 3年

9 株式会社　アンテンドゥ パン・菓子製造業 ベーカリー販売 13090-233178 4 3年

15 クオール　株式会社 医薬品・化粧品小売業 販売 13040-493078 3 3年

16 株式会社　ジェーソン 各種商品小売業 店舗マネジャー 12080-10778 5 3年

16 株式会社　ジェーソン 各種商品小売業 店舗マネジャー 12080-129278 5 3年

16 株式会社　ジェーソン 各種商品小売業 店舗マネジャー 12080-9578 30 3年

18 株式会社　文化堂 各種食料品小売業 食品、生鮮食料品の販売 13040-114478 20 3年

24 株式会社　キール 婦人・子供服小売業 レディスアパレル、ゴルフアパレル、スポーツウェア販売 13040-124678 2 3年

29 株式会社　柿安本店　東京本部 食堂，レストラン 店舗運営 13040-1129978 8 3年

60 株式会社　ハーモニープロダクツ 身の回り品卸売業 販売職／新宿区・品川区・千代田区・中央区 13030-125278 2 3年

89 株式会社日本レストランエンタプライズ 飲食店 グランクラスアテンダント　グリーンアテンダント 13040-934078 20 4年

91 株式会社　ヤオコー 各種食料品小売業 販売職（食品スーパーマーケット） 11040-78578 100 3年

96 コネクシオ　株式会社 小売業 接客専任職（東京・埼玉・千葉・神奈川） 13080-455478 50 3年

1 ウィツ　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-294278 5 3年

2 トーカドエナジー株式会社 電気機械器具製造業 システムエンジニア／電池パックメーカーでのお仕事 13060-80678 1 3年

4 アクアコンピュータサービス　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13080-108978 4 5年

11 株式会社　ファイブドライブ 情報処理・提供サービス業 セキュリティエンジニア 13010-608478 3 3年

13 株式会社　ピー・アンド・ヴァック ソフトウェア業 システムエンジニア 13040-499778 3 3年

13 株式会社　ピー・アンド・ヴァック ソフトウェア業 インフラエンジニア 13040-498478 3 3年

25 株式会社　システム・フジ 情報処理・提供サービス業 システムエンジニア　プログラマー 13080-73878 2 3年

30 株式会社　ヴァンテルシステム ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマ 13030-31878 4 3年

43 株式会社　デュエル 専門サービス業 ３ＤＣＡＤエンジニア 13040-932978 2 3年

44 株式会社　ウェブスター ソフトウェア業 システム開発エンジニア（開発） 13070-432878 4 3年

44 株式会社　ウェブスター ソフトウェア業 システム開発アシスタント 13070-268678 4 3年

45 アイ・インテグレーション株式会社 ソフトウェア業 システム開発エンジニア 13040-1204578 3 3年

51 株式会社　ｊｉｏｗｏｒｋｓ インターネット附随サービス業 ＩＴエンジニア 13080-589078 5 5年

53 株式会社　アブストラクト 情報処理・提供サービス業 プログラマー、システムエンジニア 13040-154578 2 3年

54 日本システム通信　株式会社 ソフトウェア業 プログラマ 13080-66878 1 3年

54 日本システム通信　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア 13080-67478 1 3年

63 株式会社　ジオテック情報システム ソフトウェア業 システムエンジニア 13030-123078 2 3年

67 株式会社　アイティ・イニシアティブ ソフトウェア業 システムエンジニア 22050-46078 1 3年

71 新興サービス　株式会社 機械修理業 ネットワークエンジニア 13030-323678 3 3年

71 新興サービス　株式会社 機械修理業 カスタマーエンジニア 13030-321478 3 3年

74 株式会社　アペックス ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ 13090-75578 2 3年

85 株式会社　アモック・システム ソフトウェア業 サーバエンジニア・ｗｅｂ及びビジネスアプリケーション開発 13010-236078 5 3年

87 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 13090-105878 5 3年

2 営業

3 事務

4 販売・接客

5 ICT系
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90 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） 13040-583278 5 3年

90 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 13040-584578 5 3年

90 株式会社　ティエスイー ソフトウェア業 運用エンジニア 13040-585878 3 3年

94 株式会社　アーキコアテクノ新宿営業所 ソフトウェア業 見習い／プログラマー（ＷＥＢ系） 13080-607778 2 3年

97 エム・デー・ビー　株式会社 ソフトウェア業 プログラマ、ＳＥ、ネットワークエンジニア 13070-385578 15 5年

100 ライトクリエイションシステム株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ　ネットワークエンジニア 13030-34678 5 3年

102 サンシード株式会社 情報処理・提供サービス業 ＩＴアシスタント（事務サポート） 13080-184178 2 3年

104 株式会社　ザ・ヘッド ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア 13030-182078 5 3年

112 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 13030-132178 10 3年

114 フューチャー・アンティークス株式会社 情報処理・提供サービス業 プログラマー 13070-102878 5 3年

116 株式会社　ティー・エス・イー 情報処理・提供サービス業 システム開発　ＳＥサポート 13030-210378 2 3年

116 株式会社　ティー・エス・イー 情報処理・提供サービス業 システム開発　ＳＥ／ＰＧ 13030-136478 6 3年

119 ソフトウェア技術　株式会社 ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマー 13080-263078 5 3年

23 株式会社　グッドライフケア東京 老人福祉・介護事業 総合職／介護職・事務職・教育・採用担当・社内エンジニア 13010-497178 5 3年

68 社会福祉法人　池上長寿園 老人福祉・介護事業 総合職／福祉職 13060-87878 5 5年

68 社会福祉法人　池上長寿園 老人福祉・介護事業 一般職／福祉職 13060-86578 5 5年

7 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 金属製品製造業 施工管理職 13090-371178 1 3年

7 株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター 金属製品製造業 設計職 13090-372278 3 3年

9 株式会社　アンテンドゥ パン・菓子製造業 ベーカリー製造 13090-232078 4 3年

10 株式会社　フルハートジャパン 電子デバイス製造業 製造職 13060-158578 1 3年

17 セコム　株式会社 警備業 総合コース 13070-247278 5 3年

19 株式会社　タカラエンジニアリング 土木建築サービス業 土木設計技術員 13040-648578 2 5年

22 吉田直土木　株式会社 土木工事業 機械電気設備設置工（トンネル工事現場・機械電気職員） 13090-266178 2 3年

22 吉田直土木　株式会社 土木工事業 施工管理（トンネル工事現場技術職員） 13090-267278 2 3年

35 エフ・ビー・エム　株式会社 小売業 サービスエンジニア 13010-646078 1 3年

38 株式会社　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業 施工管理及び設計 13060-91078 3 3年

40 三和機材　株式会社 建築材料卸売業 施工管理技術者 13040-202578 2 3年

41 タニコー　株式会社 非鉄金属製造業 設計（キッチンレイアウト） 13040-404578 10 3年

41 タニコー　株式会社 非鉄金属製造業 メンテナンス（厨房機器の修理・点検） 13040-407778 10 3年

42 ホクト・エンジニアリング株式会社 土木建築サービス業 建設コンサルタント業（発注者支援業務等） 13110-44678 3 3年

57 三協工業　株式会社 設備工事業 プラントエンジニア 13040-319778 2 3年

57 三協工業　株式会社 設備工事業 技術エンジニア 13040-320378 2 3年

57 三協工業　株式会社 設備工事業 製造（環境プラント装置等） 13040-321078 2 3年

59 有限会社エムシーエム 土木建築サービス業 建築図面作成業務 13010-468678 2 3年

79 光電機産業株式会社 電気機械器具卸売業 電気工事の施工管理 13080-428578 3 3年

81 富双合成　株式会社 プラスチックフィルム等製造業 技術職 13110-126378 1 3年

82 ピップ物流　株式会社 こん包業 倉庫管理 13010-1009978 5 2年

93 丸三機械建設株式会社 設備工事業 施工管理 13010-88878 5 3年

95 株式会社　ホープ 土木工事業 土木工事（公共工事を主とする）の施工管理 13090-392778 5 3年

95 株式会社　ホープ 土木工事業 建築リノベーション事業の施工管理 13090-393678 5 3年

99 株式会社　テイン 自動車・同附属品製造業 製造・生産関連職 14030-3578 5 2年

103 新光電気工業　株式会社 電線・ケーブル製造業 生産技術職 27020-234678 1 3年

108 株式会社　雑用社 一般廃棄物処理業 福祉整理・運搬 13110-103178 3 3年

110 ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社 機械器具設置工事業 電気系プラントエンジニア 13110-123778 1 3年

110 ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社 機械器具設置工事業 プラントエンジニア 13110-124678 3 3年

118 秀和ビルメンテナンス　株式会社 建物サービス業 技術 13010-650778 3 3年

6 介護・福祉

7 専門職・その他

5 ICT系
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

1 総合職 6

セントレード証券　株式会社
(金融商品取引業)
1301-583282-3

第一種金融商品取引業者として証
券業務と外国為替証拠金取引の
両方を取り扱っていること。

総合職（営業）
13010-1016778

・主に個人の顧客に金融商品（株式や投資信託など）による資産運用のアドバイス
を行います。
・飛び込みではなく、電話でアポイントをとってからの訪問営業です。
　お客様と直接お会いするため、信頼関係の構築が大切になります。
・先輩社員が指導・同行訪問を行い、営業についての実践研修を行います。
・入社後１ヶ月は机上研修でビジネスマナーを身につけ、資格取得のための座学を
おこないます。
　２ヶ月目以降は、ＯＪＴによる営業活動研修に移ります。

10

大学院・大学・短大・
高専・専修学校卒
（学部学科不問）

不問 3年

1 総合職 12

株式会社　佐竹製作所
(電子応用装置製造業)
1301-633011-0

働きがい、やる気を基盤とする人
事制度と個人目標管理により社員
参画型経営を行っています。また
山形（飯豊町）に自社工場を持っ
ています。（ＩＳＯ９００１／１４００１
認証取得済み）

総合職（営業・品質管理・購
買管理等）
13010-792178

営業、品質管理、購買管理、営業事務などの仕事を本人の希望と適性により、配
属致します。事務の仕事が多いのでＰＣスキルのある方歓迎（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）
営業／既存のお客様への提案型営業。
品質管理／入荷した製品の検査や仕入先の監査。梱包・出荷作業。
購買管理／受発注業務。営業所での庶務など事務作業全般。
＊今回の募集は草加営業所の配属をメインするが本社及び上野営業所に配属の
場合もある。

2

大学院、大学、短大、
高専
（学部・学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

※留学生の応募ご希
望の方は日本語レベ
ル　Ｎ１が必須です。

2年

1 総合職 14

ナショナル　ベンディング株式
会社
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

昭和３８年紙コップコーヒー自動販
売機を日本初展開し５６年を迎え
ます。以後自販機一筋北海道～
山口まで４３拠点展開、現在は飲
料に限らず、パンや菓子、おにぎ
り惣菜等、職域を広げています。

総合職／東京
13040-601678

総合職
１）ルートセールス職：自動販売機への商品の補充等
２）情報処理職：社内のコンピューターを利用した管理業務
３）営業開発職：自動販売機の新規設置 10

大卒以上 普通自動車運転免許
（ＡＴ車限定可）

6年

1 総合職 14

ナショナル　ベンディング株式
会社
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

昭和３８年紙コップコーヒー自動販
売機を日本初展開し５６年を迎え
ます。以後自販機一筋北海道～
山口まで４３拠点展開、現在は飲
料に限らず、パンや菓子、おにぎ
り惣菜等、職域を広げています。

総合職（ルートセールス・営
業開発職）
13040-602978

総合職

１）ルートセールス：
　　企業に設置している自動販売機の管理をしていただます。
　　商品（紙コップ・食品・缶・ペットボトル等）の補充、衛生管理、翌日
　　原料積込み、売上管理、車の安全運転、お客様とのコミュニケーション。

２）営業開発職：
　　自販機新規設置先の開拓。
　　法人お客様を訪問し設置提案。

5

大卒以上 普通自動車運転免許
（ＡＴ車限定可）

6年

1 総合職 14

ナショナル　ベンディング株式
会社
(各種食料品小売業)
1304-24725-0

昭和３８年紙コップコーヒー自動販
売機を日本初展開し５６年を迎え
ます。以後自販機一筋北海道～
山口まで４３拠点展開、現在は飲
料に限らず、パンや菓子、おにぎ
り惣菜等、職域を広げています。

総合職（事務職）
13040-603378

●本人の希望、ならびに適性・能力をみて
　総務部もしくは経理部に配属致します。

　　＊経理に関しては、簿記３級程度の知識があれば尚可 3

大学
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ車限定可）

3年

1 総合職 21

株式会社　昭和石材工業所
(採石業，砂・砂利・玉石採取業)
1308-108425-5

石を通じて国土建設に貢献すると
いう創業理念を基に、東京埼玉神
奈川山梨を営業エリアとする砕石
を主体とした製造販売会社です。
又砕石の付加価値を高めアスファ
ルト合材の販売もしている。

総合職
13080-463478

＊生産工程管理、受注管理、営業などに配属予定　　　　　　　　　　　　　

＊入社後２ヶ月間は各部署による研修を行っています。
2

大学
（学部、学科不問）

普通自動車免許 3年

1 総合職 26

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。

総合職（営業、製造、設計、
品質保証）
13080-654278

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）

2

大学院、大学卒
（理系全般）

不問 3年

1 総合職 27

株式会社　マルニトータルサー
ビス
(運輸に附帯するサービス業)
1313-421337-5

お客様のベストパートナーとして常
に高品質の物流加工とサービスを
追求している会社です。真面目に
誠実に又、堅実に成長を続け、安
定利益を確保する為に業務の飛
躍的生産性向上を進めている。

総合職（ロジスティクスマネ
ジメント）
13130-226378

ロジスティクスの進行管理と商品管理を行います。
チームリーダーとして事務スタッフや現場スタッフをまとめ、物流加工等の進行管
理を行い、お客様のＳＨＯＰへ商品が届くまでの業務を担っています。
常に効率的な物流サービスを考え、ロジスティクスの司令塔としての役割を果たす
のがロジスティクスマネジメントです。

10

大学院、大卒卒 不問 3年
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ブース
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（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
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既卒
者

1 総合職 28

サン・ライズ・システムズ　株式
会社　東京支店
(ソフトウェア業)
1304-654689-3

システム概要から要件定義、基本
設計の上流工程を担う、インテグ
レーションカンパニーを目指してい
る。

事務総合職　サポートスタッ
フ／西新宿オフィス
13040-113878

・社内システムのメンテナンスサポートを通じて、顧客からの問合わせ対応とアシス
トがメイン！！
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使用した書類や資料、報告書の作成も行います。
　ＯＪＴを含めチーム内で連携した業務ですので、安心した職場環境が整っていま
す。
・事務的な作業だけでなく、システムに携わることになりますので、コンピュータシス
テムに関心、興味がある方、上位志向のある方にはキャリアパスが用意されてい
ます。

1

大学・短大
高専・専修学校・能開
校
（学部学科不問）

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ経験

3年

1 総合職 34

株式会社メモリアルアートの大
野屋
(冠婚葬祭業)
1308-624201-5

「こころの豊かさ、こころのやすら
ぎ」を社会に提供し続ける墓石業
界最大手企業。今後の高齢化社
会を踏まえ、保険・葬祭等の分野
にも事業領域を拡大しデスケアの
トータルサービスをめざす。

総合職（営業および事務）
13080-64278

【お墓】
・霊園、墓地のご紹介／墓石工事・企画提案
・お墓の引越し（改葬）のお手伝い
・お墓の免震施工、メンテナンス
【お葬式】
・様々な葬儀プラン、斎場のご案内
・葬儀の生前準備のお手伝い、企画・提案
・「家族葬」「社葬」「終活」等セミナーの開催
【お仏壇】
・最適なお仏壇選びのお手伝い
・お仏壇のリフォーム、リメイク
・「手元供養」商品の販売
当社の事業に付随する事務の業務を含む。

10

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
＊入社までに取得

5年

1 総合職 36

株式会社　プレンティ
(広告業)
1311-619246-2

企画やデザインなどソフト面から
提案が可能です。
大手メーカー、代理店様からも好
評をいただいており、数々の賞も
受賞しております。

総合職（営業）
13110-85478

営業：弊社窓口であり、お客様とのパイプ役です。お客様から課題や要望を聞き、
提案することから、予算管理、製作、納品まで責任を持ち、全体の舵取りを行いま
す。 1

大学院卒、大学卒、短
大卒、高専卒、専修学
校卒、能開校卒

不問 3年

1 総合職 36

株式会社　プレンティ
(広告業)
1311-619246-2

企画やデザインなどソフト面から
提案が可能です。
大手メーカー、代理店様からも好
評をいただいており、数々の賞も
受賞しております。

総合職（生産管理）
13110-86778

生産管理：
製作物を社内外の工場へ手配、管理を行います。
樹脂や金属・木工・紙器などの様々な素材についての知識を身につけ、生産工程
を管理します。
工場との折衝や効率性を高め、コストを抑える調整も行います。

1

大学院卒、大学卒、短
大卒、高専卒、専修学
校卒、能開校卒

不問 3年

1 総合職 37

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

東証二部に上場している会社で
す。
勤務成績等により、随時、昇給・昇
進できる環境でお仕事していただ
けます。

管理部門総合職（総務・人
事／経営企画／経理）
13080-685078

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証二部上場企業です。
総務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務。
　　　　　　　人事諸制度等の人事業務。
経営企画　：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する業務、各種規
　　　　　　　定に関する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務
経理　　　：税金処理に関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関
　　　　　　する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です。

3

不問 不問 3年

1 総合職 39

中越運送株式会社　東京支社
(一般貨物自動車運送業)
1311-302728-9

会社の事業は小口貨物混載輸送
を行う特別積合事業が中核です
が、ダイレクトメール便事業と国際
貨物の通関業が伸長している事
業です。全国に５６事業所、海外に
３事業所があります。

総合職（企画営業、貿易事
務、ＳＥ、管理部門）
13110-155878

入社研修後、本社及び各支社・営業所にて企画・営業・通関・貿易・事務・システム
管理などの部門に配属されます。
●物流企画、営業、お客様の多様なニーズに合わせて効率的な物流システムを提
案する提案型営業。
●通関、貿易、国際化が進み輸出入量が増大する中で、お客様に代わって当社の
通関士が複雑な税関手続きをトータル的にサポートします。
●ＣＦＳ事業、ＣＦＳとはパンフレットやカタログなどの軽量宅配物を扱うフレキシブ
ルな宅配便です。毎年成長を続けるこの事業では、新しい発想や企画提案力を持
つ若手社員の活躍が大いに期待されています。

10

大学卒以上
（学部学科不問）

不問 3年

1 総合職 47

イリオスネット　株式会社
(小売業)
1304-234106-2

年間休日１２６日・各種休日・社会
保険・厚生年金基金等福利厚生も
充実しています。親会社の株式会
社コシダテックは三菱電機（自動
車部門）東日本地区の総代理店で
昭和５年創業の技術商社です。

総合職
13040-473778

「ドコモショップ、ａｕショップ、ソフトバンクショップ」のスタッフとして
お客様のニーズに合った商品やサービスをご提案する仕事です。
各種手続きや故障・修理受付のほか、イベントの企画・運営などもお任せします。

40

大学、短大、専修学校
（学部学科不問）

不問 3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

1 総合職 50

朝日容器工業　株式会社
(再生資源卸売業)
1312-202152-3

創業以来６０余年、ドラム缶再生
の独自技術を開発により業績は堅
調に推移。取引先は化学、塗料業
界の大手企業で今後とも経営の
安定と発展が期待できる。

営業、総務、技術、情報シス
テム
13120-52478

当社は、ドラム缶の製造、再生、洗浄、販売、リースを行っており、希望や能力によ
り下記の業務に携わっていただきます。

【営業】　社用車による営業
【総務】　総務・庶務・人事・給与計算
【技術】　当社工場内の様々な技術的対応
【情報システム】　当社事務所、工場内の様々な情報システム対応

5

不問 不問 3年

1 総合職 55

株式会社　バーンリペア
(修理業)
1308-626743-7

建設分野にありながら建物を建て
る、ではなく【メンテナンスしながら
大切に使う】ということに初めて取
組んだ業界ＮＯ．１企業です。最近
の実績には東京スカイツリーや京
都御所などがあります。

総合職
13080-727578

バーンリペアは「住まい」という分野で「よいものを永く使い続ける」という新しいメン
テナンス文化を創造することを目指しています。
入社１年目は「サービススタッフ職」という、住宅に訪問してメンテナンスを実施する
部署の配属となりますが、営業職、コンシェルジュ職（コールセンター勤務）、事務
職にもキャリアパスをしていただくことが可能です。

2

大学卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

否

1 総合職 56

株式会社ベネミール
(生活関連サービス業)
1301-628038-5

病院・高齢者施設専門の給食の
受託会社として，創立以来着実に
業績を伸ばしている。関東圏を中
心に新潟，宮城，大阪，兵庫，岡
山と事業展開をしている。

営業職（総合職）
13010-1111478

◇病院・福祉施設の厨房内業務の受託事業における法人営業
　＊病院・福祉施設を車でまわり営業する。
　＊見積り書・提案書の作成
　＊試食会のセッティング・準備
　＊契約

7

大学卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

2年

1 総合職 62

株式会社　ユニテックス
(建物サービス業)
1301-572342-3

総合ビルメンテナンスで成長中の
企業

総合職（ビルメンテナンス業
務全般）
13010-1178478

入社後まずはＳＶ（スーパーバイザー）として、お客様の建物のコンサルティングを
行い、キャリアを積んでいってください。

総合職として適性に応じて仕事をして頂きます。
（企画、営業、人事教育など）

設備、清掃、警備、をはじめ、ビルのことならなんでも丸ごと頼りにされることで他社
にはない付加価値を提供してください。

3

大学、専修学校卒
（学部・学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

1 総合職 64

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

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

総合職（適性に応じて各職
種に配属）
13010-586878

１）ものづくり部門（設計）
　　図面や構造計算書の作成を主として様々なポールの設計を行う職種です。
２）ものづくり部門（技術開発）
　　新製品や新技術の研究開発を主とする職種です。
３）ものづくり部門（製造管理）
　　製造工程の調整や管理、ものづくりの現場で働く社員のマネジメントを行う職種
です。
４）営業部門
　　取引先の需要を聞き取りそれに合致する製品や技術を提案するなど、エンジニ
アの要素も大切となる職種です。
　※理工系（建築・土木・機械など）に関する知識・スキルは当社にて大きく活かせ
ます。

6

高専・大学・大学院卒
（学部学科不問）
理工系履修者、尚可

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）
（必須）

3年

1 総合職 66

株式会社　山元
(各種物品賃貸業)
1302-308268-8

全国有名百貨店を中心に催事用
のショーケース類をはじめ多種多
様な什器レンタル業界のリーディ
ングカンパニーです。創業以来、
業績も安定しています。

総合職（業務職・営業職）
13010-844678

【スケジュール】
・入社から当面の間は商品センターで業務職として物流業務の基本と商品知識を
学んでいただきます。
　その後、本人の希望を考慮した上で、適性により営業に異動となる場合もありま
す。（業務ローテーションによる）
＜業務職＞
・レンタル商品陳列器具の商品管理（入出庫、在庫管理、保守メンテナンスほか）
＜営業職＞
・百貨店ほかクライアントへの催事イベント会場づくりにかかわる提案営業

10

大学・短大・専修学校
卒
（学科学部不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 69

株式会社　テクノーブル
(医薬品・化粧品等卸売業)
2703-100919-7

開発主導型企業・一枚岩体制。
年々受注が増え、生産量が上がっ
ています。それに伴い設備導入・
人員増加を計っている将来性のあ
る企業です。

総合職（営業開発職）東京
営業所
27030-68778

営業開発職
　・当社独自開発の化粧品有用性素材を
　　国内外の化粧品メーカーへ提案ならびに販売
　・国内外の化粧品メーカーとの企画立案
　・当社社内での商品企画

2

大学卒業 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 70

株式会社フクイン
(印刷業)
1301-101491-3

創業７０年を迎える総合印刷会
社。印刷技術を継承しつつ、デジ
タルデバイスへの対応を積極的に
進めている。　　　　　　　　　　アット
ホームな総合情報伝達企業。

総合職（営業）
13010-1057478

・出版社、デザイン事務所、メーカーなどの得意先に対して印刷及び製本に関　す
るサービスを企画・提案する仕事です。
　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、人柄ややる気を重視しております。

1

大学院・大学・短大・
専修学校卒
（学部学科不問）

不問 5年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

1 総合職 77

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。

総合職（営業）
13130-143778

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おこなうほか、ハウスメーカーや設計事務所への提
案営業もおこないます。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、北は札幌から南は福岡まで１５部所の営業展開をし
ております。
■２０１８年新卒採用者の勤務地は、本社東京です。

2

大学卒（学部不問） 普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

3年

1 総合職 78

栄和建物管理　　株式会社
(建物サービス業)
1304-7941-3

誠実をモットーに従業員が力を合
わせ業務に取り組んでいます。創
業５９年の実績と経験を生かし丸
ビル等の管理もしています。

総合職
13040-290978

●オフィスビル・商業施設・医療関連施設等の管理業務全般
　（業務の進捗管理、スタッフのシフト管理、安全・衛生管理等）

3

大学
（学部学科不問）

不問 3年

1 総合職 86

林六　株式会社
(化学製品卸売業)
2703-626834-2

昭和２１年の創業以来、顧客先が
一流企業・官公庁中心の、銀行借
入のない堅実安定経営

総合職
27030-152578

総合職
＊化学工業薬品の営業販売
・電話対応
・営業補助
＊当初６～１２ヶ月先輩同行、補助にて仕事、商品知識を取得してもらいます
＊その後、ルート営業（取引先：製紙会社、段ボール会社等）
・総務、経理業務　人事、庶務、販売管理、経理一般

2

大卒 不問 3年

1 総合職 92

日本ダイヤバルブ株式会社
(はん用機械・同部分品製造業)
1304-248340-6

豊富な経験と、膨大な実験データ
に基づき、あらゆる種類、性状の
流体に対して最適な構造、材質の
バルブを選定し、ユーザーに提供
しております。特に、ダイヤフラム
弁の国内トップメーカーです。

ルート営業（総合職）
13040-675478

・工業用バルブの受注販売業務
　～代理店、エンドユーザー訪問、商品説明、見積もり作成

※バルブとは流体を通したり、止めたり、流量を調節したりするために流体の流路
を開閉できる「しくみ」を持つ機器の総称で、あらゆる産業設備で使用されておりま
す。
※入社後は、新入社員研修として社内外研修実地担当部署の社員より製品教育
を実施します。
※各種セミナー参加、資格取得支援、研修メニュー（バルブ知識向上講座）も充実
しており、自己啓発を図りやすい職場環境です。

1

大学院、大学卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 98

株式会社　コロワイドＭＤ
(食堂，レストラン)
1401-936151-4

甘太郎・北海道・三間堂・ＮＩＪＹＵ
－ＭＡＲＵ・ラパウザなど居酒屋・
レストランを全国展開している会社
です。

総合職＜関東＞
14010-163578

レストラン、居酒屋に於いて、ご来店されたお客様に対して、おいしいお料理や親
切なサービスをして差し上げる仕事です。
ホールでの接客から調理補助等のレストラン業務を経験していただき、まず店長や
地区長を目指していただきます。その後は、適性を判断し、更にステップアップした
活躍の場が与えられます。
又、一緒に働く仲間のことも大切にし、「全てのお客様に喜ばれるサービス」を仲間
と一緒にどう実現するかを考え、追求していくことが皆さんにお任せする仕事です。

また、日本語を母国語としない方には、入社後３～５年程度を目安に日本外食産
業におけるビジネス（レストラン・居酒屋での接客、調理補助、ビジネスマナーなど）
を経験し、その後は海外での立ち上げや運営に携わっていただきます。

50

大学院・大学・短大・
専修学校

日本語を母国語としな
い方は、日本語能力
Ｎ１レベル以上

3年

1 総合職 101

株式会社　エーワン
(産業機械器具卸売業)
1312-515513-9

オフィスのトータルプランナーとし
て、中古ＯＡ機器・厨房機器等を扱
うので、不況に強い会社です。
社員が一致団結する、明るく家庭
的な職場です。

総合職（技術・営業・事務）
13120-106278

入社後の研修（３～６ヶ月）を通してご本人の適性と希望を考慮し以下のいずれか
の職に就いていただきます。

１、技術職：商品（ＯＡ機器）の点検・動作検証・修理　等
２、営業職：商品（ＯＡ機器）の仕入／販売に関する営業、法人顧客への訪問
３、事務職：電話対応、パソコンへのデータ入力、書類の作成・整理

3

高専卒、専修学校卒
短大卒、大卒、大学院
卒
（全学部、全学科対
象）

不問 3年

1 総合職 106

株式会社　マサル
(職別工事業)
1301-661714-6

創業以来、シーリング防水事業を
柱に首都圏における超高層ビル
の約７割の工事に携わってきまし
た。新築時の最新工法をリニュー
アルにも応用することでより高度
な技術提案をしています。

総合職（施工管理・営業）
13010-1217478

●高層ビルやマンションなどの建物を「雨・風・地震」から守り、
　働く人と居住者の安心を守る仕事です。
１）あらゆる改修工事の知識を学び、常駐・巡回管理者として、
　　品質・工程・安全・原価管理を担当します。
２）新築工事のビッグプロジェクトに関わりながら成長し、
　　技術提案ができる総合職として、現場を一環して管理します。

5

大学院・大学卒
（学部学科不問）

不問 4年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

1 総合職 109

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」の顧客第一主義の
会社です。熱い心、若い心、思い
やりの行動で信頼を得、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。

総合職（営業）
13040-710478

ますば内勤を中心にサポート業務や商品知識などを覚えてもらい、将来的には電
気設備機器を担当電設資材卸売店へルート営業に就いて頂きます。
当社の販売先は、首都圏の電設資材卸売店です。
　●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
　●担当得意先を訪問し商品のＰＲ・物件情報の収集を行い顧客にマッチした商品
の提案
＊取扱いメーカー：日東工業（受配電設備）、古河電気工業（ケーブル・電路材）東
芝ライテック（照明設備）、ダイキン工業（空調設備）他、１００社以上

3

大学、短大、専修学校
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 113

大和産業　株式会社
(卸売業)
1304-649288-2

内外ともにトップメーカーである
「曙ブレーキ工業株式会社」のブ
レーキ関連部品、「東芝ライテック
株式会社」の照明・電子関連部品
などを主力商品として、堅実な成
長を重ねております。

総合職（営業）／東京　他
13040-788778

自動車補修部品、自動車用照明・電子部品のルート営業

■補修品営業
　主力商品は自動車のメンテナンスにかかせない交換用自動車部品です。
　地域の自動車部品取扱い企業様へのルートセールスを行います。
■ＯＥＭ営業
　主力商品は新車に取り付けられる自動車用ルームランプやメーター、ＬＥＤ、ワイ
ヤーハーネス等です。
　自動車部品メーカーに設計開発より提案を行い商品の納入を行います。

4

大学 普通自動車免許
（ＡＴ可）

3年

1 総合職 115

株式会社　ペッパーフードサー
ビス
(食堂，レストラン)
1312-501912-7

２０１７年８月東証一部に株式上
場。「いきなりステーキ」「ペッパー
ランチ」を全国に展開中。海外も東
南アジア・アメリカを中心に拡大
中。社員独立制度もあります。

総合職（調理、店舗運営管
理及び本部での各業務）
13120-7378

・直営店における調理・接客及び店舗運営管理業務
いきなりステーキ、ペッパーランチ他　全９業態
（但し、業務都合により配置転換する場合あり）

・本部での経理、人事、販売管理、購読、営業企画、広報、開発等の業務
（但し、入社後、研修の為、店舗勤務）

30

不問 不問 3年

1 総合職 117

株式会社　オノマシン
(産業機械器具卸売業)
2703-41888-7

大正１５年創業、全国有力得意先
３０００社以上大阪本社をはじめ１
４事業所で全国ネットする。

総合職（営業・営業事務・商
品管理）
27030-60978

＊商品管理にて在庫商品の管理、売上商品の品出し、地方発送、仕入商品の
　受入と検品等の仕事を経て、内勤にて電話応答、受発注業務を行う。

＊その後、適性を見て、外勤（ルートセールス）に従事してもらう。
5

大卒以上 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

1 総合職 118

秀和ビルメンテナンス　株式会
社
(建物サービス業)
1302-307972-2

１９６４年の創業以来、高度な技術
管理を基盤に、学校・病院・オフィ
スビル・工場などビル管理の総合
メンテナンス業を中心に様々な環
境サービスを提供している

総合職（営業　設備）
13010-593878

大学、病院等の施設内において、設備、電気、清掃、警備等の現場業務。従事す
る従業員の管理、安全衛生管理、顧客対応、本社における営業、総務、経理、管
理の業務、その他業務全般を担当していただきます。
将来的に適性、能力、希望等を考慮し、各部門のエキスパートとして活躍いただき
ます。
将来の幹部候補として従事いただきます。

3

大学卒
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

3年

1 総合職 120

株式会社　ニチイ学館
(老人福祉・介護事業)
1301-220065-0

東証一部上場。昭和４３年創業以
来、順調に業績を伸ばしている。
将来に向けた新規事業にも積極
的に取り組んでいる不況に強い安
定成長企業である。

総合職（営業、企画・管理
等）
13010-626778

１．当社の医療関連・介護・ヘルスケア・教育・保育・インターナショナルといった各
事業における営業、事業推進、企画開発等に携わっていただきます。
例）・医療機関・自治体・介護施設等に対する営業活動
　　・各事業における新商品・サービスの企画立案業務。
　　・サービスの質の向上、顧客満足向上のためのデータ分析、
　　　データ管理業務
２．各事業や経営を支えるための管理業務
例）経営企画業務、広報、宣伝、総務、人事、経理・財務、情報システム

150

大学院、大学、短大、
専門学校卒（学部学
科不問）

不問
※外国人留学生の応
募可。留学生の方は
日本語能力：Ｎ１程度

2年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

2 営業 3

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。

営業／東京
13010-349078

・自社製品のコンクリート用化学混和剤や建設関連商品を主体に担当得意先へ販
売し、その管理をしていただきます。

・具体的には、得意先や新規先への製品・技術提案等の営業活動とコンクリートの
試験や品質管理等の応援業務をしていただきます。

2

大学・高専卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

5年

2 営業 3

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。

技術提案営業／営業推進
室
13010-1018978

・自社製品混和剤の拡販のための各建設会社資材調達担当への営業活動。

・顕在市場、潜在市場のマーケティングおよび新規取扱商品の開発と企画立案

・他社情報を収集し、アライアンスの構築により業績の向上を目指す。
2

大学院・大学・高専卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

5年

2 営業 3

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。

営業／東京（化成品）
13010-1019378

「化成品部」配属で主に下記業務（（１）～（２））を行って頂きます。

（１）担当得意先への無機・有機薬品等の販売と売上予算管理をします。

（２）また、メーカーとユーザーの仲介となって新薬剤や用途の開発に携わります。
2

大学院・大学・高専卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

5年

2 営業 5

ＢＢＫテクノロジーズ　
（文化貿易工業株式会社）
(生産用機械・同部分品製造業)
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。

海外営業（工業用計測機
器）
13010-1027378

◇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。

1

大学・専修学校卒
（履修科目不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

※留学生は日本語Ｎ
１クラス以上。

3年

2 営業 7

株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター
(金属製品製造業)
1309-100342-6

当社は鹿島アントラーズを応援し
ているＬＩＸＩＬ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。

営業職
13090-370078

・建設会社、設計事務所への営業活動
・既存顧客へのメンテナンス契約推進営業
・その他関連する業務
（飛び込み営業はありません） 3

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

2 営業 8

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

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

ルート配送・ルート営業
13100-36378

・電気工事材料の販売
・住宅設備機器の販売
・家庭用電気製品の販売
・その他
　等々に関する販売業務、配送業務を担当して頂きます。
※初めのうちは配送を行い、業務に必要な知識や接客マナーや研修は先輩社員
が同行して指導を行います。
当社は創業１０７年のミツワ電機グループの１００％子会社として電設資材の総合
商社機能を担い、首都圏のお客様中心に業績発展をしています。

3

大卒 普通自動車運転免許
（ＭＴ）
所時又は取得可能な
方

3年

2 営業 10

株式会社　フルハートジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

各種自動化・省力化システムの研
究開発から設計製造までの、一貫
体制を確立。

営業
13060-199178

○既存顧客の管理

○新規顧客の推進

○営業全般

1

高専・短大・大学 自動車運転免許
　（ＡＴ限定　可）

3年

2 営業 20

株式会社　ライト
(産業機械器具卸売業)
1301-224673-6

昭和３８年創業以来一貫して黒字
経営を続け「創造と進化」を社是に
更なる企業発展を目指していきま
す。

営業
13010-256878

１）三菱電機やパナソニック製のコントローラーやセンサー・モーターなどの販売で
す。
２）当社の営業は、関東一円の既存顧客である主に電気、自動車、食品、薬品、化
粧品業界等向けに、モノづくりを行う為の装置メーカー様を対象としています。
３）また、新製品の紹介などメーカー営業担当者や技術担当者と同行して提案をし
て頂くこともあります。（納期管理や納品業務含む）
４）入社後は約１ケ月間ほど本社にて社内システム（ＰＣ操作、ＩＳＯ９００１、エコアク
ション２１など）及び商品研修や勉強会にて商品知識をつけて頂きます。

3

大学
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

5年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

2 営業 31

株式会社　藤和ハウス
(不動産代理業・仲介業)
1317-307026-0

地域密着型、お客様第一主義にこ
だわり、設立から４２周年を迎えま
した。住まいに関する幅広いサー
ビス展開は、当社の最大の強みで
す。

不動産売買仲介営業
13170-62778

不動産を買いたいとき、売りたいとき、きめ細やかな対応力と行動力でお客様の要
望にお応えします。
仕事内容は次のとおりです。

・調査
　土地や周辺環境などの不動産に関する調査を行います。
・査定
　ご売却・お買い替えの査定を行います。
・住宅ローン
　最適な融資計画のご提案を行います。

4

大卒・短大卒 普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 31

株式会社　藤和ハウス
(不動産代理業・仲介業)
1317-307026-0

地域密着型、お客様第一主義にこ
だわり、設立から４２周年を迎えま
した。住まいに関する幅広いサー
ビス展開は、当社の最大の強みで
す。

事業本部（営業職・事務職）
13170-63678

事業本部では開発部門、営業管理、資産運用といった営業系の仕事をしていま
す。仕事内容は次の通りです。
・開発部門
　住宅の建築、販売を行う部門です。
・営業管理
　当社のメイン部門である仲介営業を管理する部門です。
・資産運用
　マンション等の資産を運用し利益を得る部門です。

4

大卒、短大以上 普通運転免許（ＡＴ
可）

3年

2 営業 32

下田通商株式会社
(各種商品卸売業)
1302-301035-4

１永い社歴（西暦１８６４年創業）と
安定した業容　２国内外取引先７０
０社以上（上場企業含む）３毎月商
品知識と技術習得をめざす勉強会
を実施　４社是「誠実にして堅実、
そして最善を尽くす」

営業／埼玉県
13010-977378

○塗料、接着剤、シーリング材等の販売。
　取引先３０社～４０社を担当しルート営業。
○エクセル、ワードで資料作成。
○営業職といってもすぐに営業で活躍できる訳ではありません。
　まずは活躍する準備期間として１年～２年は業務（受発注等）を経験してもらい、
その間に取引先を覚え、商品知識を習得します。
　それから営業に従事し思う存分頑張っていただきます。
　仕事で分からない事は親切に指導しますので安心して下さい。

1

大学・短大卒
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 33

中川製袋化工　株式会社　東
京営業所
(卸売業)
1301-553078-4

生活に密着した袋の製造販売を
行っています。

営業職（ルート営業）
13010-1273578

固定した得意先への営業活動

※営業エリアは関東上信越になります。
※入社後、仙台工場にて約１ヶ月の研修があります。
※研修終了後、先輩営業員に同行しＯＪＴにて実務を学んでいただきます。 1

大学卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

5年

2 営業 35

エフ・ビー・エム　株式会社
(小売業)
1301-658734-5

創業以来無借金経営で安定した
経営を維持しております。富士フィ
ルム、富士ゼロックス、キヤノンの
製品を主力に販売する都内トッ
プディーラーです。

営業
13010-643678

富士ゼロックス、キヤノン、コニカミノルタ、リコーなど複写機メーカー各社のデジタ
ル複合機、オンデマンドプリンター、各社取扱商品の販売やＷｉｎｄｏｗｓ、Ｍａｃｉｎｔｏｓ
ｈなどのＰＣ及びその周辺機器の販売をしていただきます。
顧客は主に広告デザイン業、印刷業であり、その他一般企業や官公庁など幅広い
業種、業態に販売しており、その数は約２０００社におよびます。
２０２０年の東京オリンピック開催に向けオフィスのデジタル機器需要は益々増加
傾向にあり、将来性と発展性が見込まれています。

1

大学 普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 37

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

東証二部に上場している会社で
す。
勤務成績等により、随時、昇給・昇
進できる環境でお仕事していただ
けます。

コンサルティング営業職
13080-684378

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証二部上場企業です。
投資用マンションを通じてお客様の資産運用やライフプランの提案をする仕事で
す。
社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です。

5

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）あれば尚可

3年

2 営業 38

株式会社　エイチ・エス・ジェイ
(電気通信・信号装置工事業)
1306-617346-8

創設以来順調に業績を伸ばし、得
意先として大手企業の京王グルー
プやＮＥＣグループ他と取引があ
り、大変安定した経営と未来に広
がる通信事業を展開する企業で
す。

営業
13060-90378

○営業先においての提案・企画等
○工事現場の施工管理及びＣＡＤによる設計業務
○携帯電話アンテナ工事、電気通信工事、電気工事
※主に携帯電話アンテナ工事の総合マネジメントを実施
　営業業務　（１）ビルオーナー様へ現状の通信システム詳細説明
　　　　　　（２）ビルオーナー様へ利便性や導入の必要性を提案
　　　　　　（３）通信キャリア（ドコモ／ＫＤＤＩ／ソフトバンク等）の
　　　　　　　　　今後の通信事業展開を紹介
　調査業務　（１）ビル施設や商業施設の通信環境の現地調査
　　　　　　（２）最良のアンテナ設備配置等を提供
　　　　　　（３）通信キャリアに環境改善の提案と連携
　施工業務　（１）施工業務を下請会社に依頼
　　　　　　（２）施工に関わる業務指示や施工監督及び安全作業指示
　　　　　　（３）工事完成後の竣工図書作成（施工機器詳細・配線図他）

1

大学院・大学・短大・
高専・専修学校

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

2 営業 40

三和機材　株式会社
(建築材料卸売業)
1304-21772-4

自社ビルを保有し、業績も順調に
伸ばし、７年前より設備事業部を
事業化し、社員も半分以上が平成
入社です。全員参加経営をし２年
に１回の海外旅行を行い、厚生面
も充実しています。

営業兼配送
13040-201278

●管材（パイプ、継手）、住宅設備機器類の販売を将来目指して下さい。
●初めは業務Ｇに所属して商品の種類を覚えてもらうことから始めてもらいます。
●商品手配、配送、業務処理を覚えたら営業として活躍して下さい。
●業務を経験すれば自然と覚えるので、初心者でも大丈夫です。 2

大学卒 普通自動車運転免許
（ＭＴ必要）

3年

2 営業 41

タニコー　株式会社
(非鉄金属製造業)
1304-250877-2

業務用厨房機器のトップメーカー
です。納入のためのアドバイスか
らアフターメンテナンスまで、しっ
かりフォローしています。
業界未経験者も多く活躍していま
す。

営業（提案営業）
13040-405878

飲食店を開業するお客様の窓口となり、キッチンの企画提案から納入までを担当し
ます。
お客様のニーズに合う厨房機器を選定し設計と相談の上「キッチン」と言う形にして
提案し、販売します。
はじめは先輩同行で商談や現場の流れを覚えて頂き、行く行くは一人で窓口にな
ることを目指していただきます。
建築現場に入り、設備業者様とのやり取りもありますがトータルサポートの窓口と
なりお店がオープンした時の達成感は格別です。

10

大卒
学部不問

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

2 営業 46

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。

ＳＰコーディネーター
13030-179478

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頂きます。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。
＊企画営業…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。
＊営業パートナー…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。

3

　大学院・大学
（学部・学科不問）

不問 3年

2 営業 48

日本塩回送　株式会社
(港湾運送業)
1304-14977-5

創業９８年の歴史と伝統に裏付け
られた信頼、塩という人にも産業
にも欠く事の出来ない重要な貨物
を取り扱うという自負、私達はこの
思いを胸に、社会に貢献出来る企
業でありたいと考えています。

営業・経理
13040-433678

財団法人塩事業センターが塩事業法による財務大臣の指定を受けて供給・備蓄す
る塩の輸送を中心に、その他の貨物を船・トラックにて配送する物流業務の全般に
かかわる営業および経理。

道路凍結防止利用塩の輸入、配送にかかわる営業及び経理。
2

大学
（学部学科不問）

自動車普通自動車免
許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 49

株式会社　協進印刷
(印刷業)
1307-200951-3

製薬、食品の商品パッケ－ジの印
刷で年商２０億円。親睦会、旅行、
ハイキング、つりなど年間を通して
行事のある明るい職場です。

ルート営業
13070-583078

・既存　得意先へのルートセールス
・製薬・食品業界のパッケージの企画提案で自分のアイデアを自由に発信できま
す。
・営業エリアは主に首都圏です。
・この仕事はコミュニケーション能力が必要です。

2

大卒 不問 否

2 営業 52
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。

洋菓子販売・企画・営業
13080-620278

自社ブランド店舗「ロイスダール」「ロイスピエール」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。 10

大学・短大・専修学校 不問 3年

2 営業 57

三協工業　株式会社
(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。

営業
13040-322178

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、太陽光発電・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）

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

2 営業 58

株式会社　アイワコピー
(速記・ワープロ入力・複写業)
1311-306095-9

利益確保は自分のために必要で
す。自分を磨くことには時間もお金
も会社が支援します。

営業職
13110-141978

・複写情報加工業における営業職
地元の得意先担当をしていただきます。具体的には、図面データ出力、スキャニン
グデータ作成、印刷全般、オンデマンド出力の提案、受注、納品が主なる仕事です
が、軽自動車による受注納品業務も行っていただきます。大型カラーコピー等コ
ピー全般とデータ入出力を中心に電子化事業とＣＡＤデータ変換等を得意としてい
るオンデマンドプリントによる必要なモノを必要な時に必要な量だけを提案して地域
密着でも活動しています。
印刷では社内にデザイナーがおり、顧客満足度を高めています。
社会貢献度を高めるために、経営戦略をとっています。

3

大卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
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既卒
者

2 営業 65

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。

ルート営業（電子部品商社）
13010-1078178

既存のお客様へのルート営業を行います。
先輩社員に同行し、営業手法を学びながら少しずつ客先を受け持っていきます。
また、毎月の商品勉強会を通じて、取扱い商品の知識を習得しながら、
企画・提案営業へとステップアップしてゆきます。 2

大卒（学部・学科不
問）

普通自動車運転免許
必須
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 71

新興サービス　株式会社
(機械修理業)
1303-617630-8

全国規模でコンピュータの保守
サービスを担い、評価と信頼をい
ただき主としてＮＥＣ、パナソニック
の保守サービスを行っておりま
す。

営業
13030-324978

・取引先となるメーカーやエンドユーザーなど、お客様が課題と考えている
　ＩＴ技術に対して、解決策を提案し良好な環境でのシステムネットワーク
　運用を提案します。 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限定可）

3年

2 営業 72

アオイ　スタジオ　株式会社
(映像情報制作・配給業)
1304-8782-3

当社は録音スタジオとして６０年以
上の歴史があり、取り扱う作品は
映画、予告編、コマーシャル、アニ
メーション等多岐にわたります。そ
の他、全国でイベントの制作を
行っております。

営業職
13040-811078

●ポストプロダクション事業（録音スタジオおよびビデオ編集室における映画・映画
予告編・コマーシャル・アニメーション等の音声・映像編集）における営業
　映像制作会社がメインのお取引先で、主としてルート営業になります。 1

大学
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
あれば尚可
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 75

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

当社はニチユのバッテリーフォー
クリフトと三菱のエンジンフォーク
リフトで世界の物流シーンをリード
する、三菱重工グループの会社で
す。

営業職
13060-89778

○お客様の物流に関する問題解決を通じ、社会に貢献するお仕事です。
○大手企業の窓口担当者から中小企業の経営者まで、さまざまな方が商談相手
になります。すでにお取引のある企業だけでなく、新規開拓として担当エリアの企
業を訪問し、物流の効率化やコスト削減などのニーズを汲み取りながら最適な商
品をご提案します。
○ニチユ三菱フォークリフト製造の製品だけでなく、社外からの仕入れ商品も含め
た多様な物流機器の提案と調達・納品を行っていただきます。

10

大学卒 普通自動車運転免許
　　（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 76

株式会社　光陽社
(製版業)
1301-662571-6

製版業界トップクラス
本社：東京（東京証券取引所２部
上場）
事業所：大阪、神戸、名古屋、新
宿、飯能

営業職
13010-1246178

＊カタログやポスター等の印刷物を中心とした営業を、担当していただきます。
＊入社後は先輩の営業に同行して業務内容の全体の流れを把握します。
＊営業現場への同行を通じて、印刷の知識や顧客への提案方法を習得。
仕事の流れや印刷の中身を一通り理解した後、営業活動を行います。

＊６０年以上にわたる実績と信頼を武器に、自信を持って営業ができます。

1

大学・短大卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定）あれば尚可

3年

2 営業 80

コーデンシＴＫ　株式会社
(電気機械器具卸売業)
1307-636604-3

従業員のワークライフバランスの
推進を目指し、働き方改革宣言を
しております。

営業
13070-266478

法人のルート営業。
家電、ＯＡ機器、産業機器メーカー等幅広い業界をターゲットに、半導体やセンサ
の販売を行います。
東日本エリアを中心に、１０～２０社を担当して頂きます。
お客様より汲み取ったニーズの実現方法の考案、品質、納期、価格の調整を行
い、売上ＵＰへ繋げます。

10

短大卒・大卒以上 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）あれば尚可

3年

2 営業 83

水戸工業　株式会社
(産業機械器具卸売業)
1301-206967-0

官庁及び上場会社を得意先とし
て、機械部品、設備の製造販売す
る会社。建設機械用工具の９
０％、オートバイ用工具の６０％以
上のシェアーを有する。

営業
13010-830178

◆製造メーカーに対する部品、生産設備の製造及び販売。
固定客に対する営業で、飛び込み営業はありません。

8

大学院・大学・高専卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 84

株式会社　アロワーズ
(電気機械器具卸売業)
1308-449031-9

設立から１５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。

営業
13080-500478

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

2 営業 95

株式会社　ホープ
(土木工事業)
1309-411136-3

ゆとりと豊かさを追求し明るく楽し
い企業環境の構築を目差す企業
です。

営業（総合建設業）
13090-391478

宮公庁発注工事の入札、開札に伴う提出書類の作成・手続き等
指名参加に伴う書類作成等
宮公庁の挨拶回り等
民間業者への営業挨拶回り

2

大学・短大卒
（学部・学科　不問）

ワード・エクセル等
パソコンの入力が出
来れば可
＊簿記の資格があれ
ば尚可

3年
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既卒
者

2 営業 99

株式会社　テイン
(自動車・同附属品製造業)
1403-108517-5

カー用品市場に自動車用サスペン
ションを提供している専門メーカー
です。２００２年にＪＡＳＤＡＱ上場を
果たし、北米を中心とした海外市
場にも積極的に展開し、売上を伸
ばしています。

営業職・企画プランニング
職・開発・研究職・製造生産
関連職
14030-4878

私たちはサスペンション専門メーカーで製品の企画から、開発、試作、試験、生産、
品質管理までを一貫して行っています。世界市場をリードしていく物づくりのこだわ
りに共感してくれる方、やる気のある方のご応募をお待ちしています。
・開発・研究職（製品開発）
・製造・生産関連職（生産管理・生産技術）
・企画・プランニング職（製品企画）
・営業職（主に海外営業）
上記の職種を中心に募集を行っています。

15

大学院・大学・短大・
高専・専修学校

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）
（入社後取得可）

3年

2 営業 103

新光電気工業　株式会社
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

当社の電線、ケーブルの殆どが、
大手メーカー専用品であり、低コス
ト、高品質に優れ、社風である即
時・徹底でお得意様満足第一で対
応します。また生産拠点も国内と
中国工場の連携により拡大中。

営業職（国内・海外）
27020-235978

営業職（国内・海外）
・ロボット、工作機械メーカーへのルート営業及び新規営業活動

4

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
日本語検定能力Ｎ１
ないしＮ２　もしくは同
等レベルの能力

3年

2 営業 105

新光産業株式会社
(不動産賃貸業)
1308-400859-2

新宿区役所正面に位置し、創業以
来４９年間安定して業績を上げて
いる貸ビル業者です。事務所ビ
ル・住居ビル・商業ビルを所有して
います。社員を大切にするアット
ホームな社風です。

営業（テナント募集業務・運
営業務・管理業務）
13080-696578

都内ほか、様々なビルを所有している”大家さん”です。当社の営業の基本は、ま
ず主力であるビル賃貸事業を滞りなく運営するというもの。そのために、次のような
業務があります。
　○空室の借主を探す「テナント募集業務」：街の不動産業者に当社所有物件
　　の空室を紹介し、借りたい人を紹介してもらいます
　○契約更新等の手続きを行う「運営業務」：借主とコミュニケーションをと
　　り、安定的に入居してもらうよう努めます
　○安心して入居できる環境を整える「管理業務」：ビル全体・各部屋の修繕
　　や設備投資等を計画・実行し、物件価値の維持・向上を図ります
借主や業種に加え、実はビルも貸室も個性は様々！そう考えると大変そうですが、
個々に真剣に向き合うという点ではどんな業務も同じです。
誠実に仕事に取組める方、じっくりキャリアを形成したい方、いろんな方からのご応
募をお待ちしています。自己を高め、協力し合いながら、一緒に成長していきましょ
う。

1

大学 不問 3年

2 営業 107

大東印刷工業　株式会社
(印刷業)
1312-108753-9

提案した事を実現出来るあなたの
実力に見合った会社です。
事業拡張のため２０１６年３月新工
場竣工。

営業
13120-11478

○新規受注開発及び既存顧客からの受注活動
○受注から納品までの工程及びコスト管理
○お客様のビジネス課題を印刷メディアの活用による提案にて解決します。 2

大学・大学院卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

2 営業 111

株式会社　ボックス・ワン
(事業サービス業)
1313-407602-1

展示業界の中で、システム工法を
先駆けて行い、展示業界のシステ
ム工法の分野で確固たる地位を
築いている。

イベントブースの企画営業
13130-195678

イベント等の展示ブースを手掛けます。
お客様はイベント主催者、広告代理店や出展企業など。
お客様の要望を基にデザインや素材、予算との兼ね合いを考慮し、企画を進めて
行きます。
イベント当日は実際に現場に行き、設営から撤去を手伝います。
飛び込み営業やテレアポはなく、企画・提案に集中できます。
（ＩｌｌｕｔｒａｔｏｒやＣＡＤソフト（ｖｅｃｔｏｒｗｏｒｋｓ））の使用方法を学べます。
イベントやインテリアといった華やかな部分を見せる為、裏方の仕事を多くこなしま
す。
周囲とのコミュニケーションを取るのが得意な方に向いている仕事です。

3

大学・短大・高専・専
修学校卒

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

3 事務 2

トーカドエナジー株式会社
(電気機械器具製造業)
1306-207546-0

携帯電話、ノートパソコンに使用さ
れているバッテリーパック、充電器
の製造、販売並びに半導体等の
電子部品の販売を主な事業として
いる成長性のある企業です

経理／電池パックメーカーで
のお仕事
13060-81978

電池パックメーカーでの経理のお仕事です。
　～入社直後から携わる業務～
　　○各種伝票起票／仕訳計上　　○債権債務管理　　○固定資産管理
　　○月次決算補助　　○四半期決算補助　　○年次決算補助
　～将来的に携わる業務～
　　○連結決算業務　　○計算書類等の決算書作成業務など

1

大学院・大学・短大・
高専・専修学校卒

簿記３級以上 3年

3 事務 6

セントレード証券　株式会社
(金融商品取引業)
1301-583282-3

第一種金融商品取引業者として証
券業務と外国為替証拠金取引の
両方を取り扱っていること。

事務職
13010-1109178

会社のバックヤードを支える大切な業務を担います。
下記部署の中から、ご本人の適正・能力を考慮して配属が決定します。
（１）総務人事部：会社、人材の管理を担当します。
（２）経理部／証券管理部：会社の会計、金融商品関連の会計を担当します。
（３）トレーディング部：証券、ＦＸの受発注に伴う処理業務を担当します。
入社後１か月間は、新入社員研修にて、ビジネスマナー、証券会社の基本的な知
識や業務を習得していただきます。
その後、配属部署にてＯＪＴ研修をおこないます。

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

3 事務 10

株式会社　フルハートジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

各種自動化・省力化システムの研
究開発から設計製造までの、一貫
体制を確立。

営業事務
13060-200978

○営業アシスタント

○受注管理、ＰＣ入力

○来客・電話対応　等

1

高専・短大・大学 自動車運転免許
　（ＡＴ限定　可）

3年

3 事務 10

株式会社　フルハートジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

各種自動化・省力化システムの研
究開発から設計製造までの、一貫
体制を確立。

購買事務
13060-121378

１　電子部品・加工品の発注、受入、取り揃え

２　パソコン（生産管理システム）による在庫管理 1

高専・短大・大学 自動車運転免許
　（ＡＴ限定　可）

3年

3 事務 22

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

当社は（株）大林組の専属の協力
会社で大阪以東のトンネル・シー
ルド工事の概ね１００％受注してい
る。

本支店事務職員
現場事務職員
13090-268578

◇本社・支店での総務・経理業務
◇トンネル工事現場事務所での労務・会計処理業務
※業務により全国のトンネル工事現場付随事務所への配属があります
当社は大林組の専属会社として、日本を代表するトンネルを数多く手掛けてきまし
た。
＜工事例＞
新関門トンネル　台湾新幹線トンネル
青函トンネル　　マドリードシールドトンネル
関越トンネル　　ドバイモノレールシールド
アクアトンネル　山手トンネル

1

大学・短大・高専・専
修学校（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 27

株式会社　マルニトータルサー
ビス
(運輸に附帯するサービス業)
1313-421337-5

お客様のベストパートナーとして常
に高品質の物流加工とサービスを
追求している会社です。真面目に
誠実に又、堅実に成長を続け、安
定利益を確保する為に業務の飛
躍的生産性向上を進めている。

事務スタッフ
13130-227078

＊お客様のご要望に応じて、現場業務がスムーズに進行できるように、データ作
成、データ管理などを行います。
・お客様と現場スタッフの満足を実現する重要な役割を担っています。

10

大卒、短大卒、専修学
校卒

不問 3年

3 事務 31

株式会社　藤和ハウス
(不動産代理業・仲介業)
1317-307026-0

地域密着型、お客様第一主義にこ
だわり、設立から４２周年を迎えま
した。住まいに関する幅広いサー
ビス展開は、当社の最大の強みで
す。

業務本部（事務職）
13170-64978

業務本部では内部監査、経理、人事といった事務職の仕事をしております。仕事内
容は次のとおりです。

・内部監査
　各部署の仕事が法律に違反することなく行われているかチェックします。
・経理
　会社全体のお金の管理を行います。
・人事
　従業員の情報の管理、働き方の見直しなどを行います。

4

大卒、短大以上 普通運転免許（ＡＴ
可）

3年

3 事務 37

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

東証二部に上場している会社で
す。
勤務成績等により、随時、昇給・昇
進できる環境でお仕事していただ
けます。

管理部門一般職（総務・人
事／経営企画／経理）
13080-686178

不動産の売買及びコンサルティング事業を行っている東証二部上場企業です。
総務・人事：消耗品や固定資産の管理、福利厚生に関する業務等の総務業務。
　　　　　　　人事諸制度等の人事業務。
経営企画　：コンプライアンスに関する業務、内部監査に関する業務、各種規
　　　　　　　定に関する業務、投資家向け広報（ＩＲ）に関する業務
経理　　　：税金処理に関する業務、会計帳簿、帳票に関する業務、決算に関
　　　　　　する業務
※社内研修や外部研修が充実しているので知識がない方でも安心です。

3

不問 不問 3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

3 事務 40

三和機材　株式会社
(建築材料卸売業)
1304-21772-4

自社ビルを保有し、業績も順調に
伸ばし、７年前より設備事業部を
事業化し、社員も半分以上が平成
入社です。全員参加経営をし２年
に１回の海外旅行を行い、厚生面
も充実しています。

事務職
13040-200178

●電話応対、来客応対、データ入力、請求書作成
　集金管理、現金管理、書類整理など、一般的な事務職です。

●ＰＣ（ｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ）が出来て数字に強い方を歓迎します。 1

大学、短大卒 不問 3年

3 事務 44

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

社長をはじめ若い社員が中心と
なった会社です。まだまだ成長途
中の会社ですが、社員同士の繋
がりも深くみんなで成長したいとい
う社風の中で技術を磨いていくこと
ができます。

営業アシスタント
13070-434778

営業部門にて、契約資料の作成や電話対応など社内業務および既存顧客訪問や
就業しているエンジニアのアフターフォローなど営業事務に関わる職務に従事して
いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩社員と共に活動する
ので、ＩＴの知識がなくても心配ありません。また、ノルマもありませんのでご安心く
ださい。
まずは、名刺の渡し方、電話対応などビジネスマナーの基本から丁寧に指導・育成
します。

2

大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校

不問 3年

3 事務 57

三協工業　株式会社
(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。

事務
13040-323278

総務又は一般事務を担当していただきます。

（担当業務の例）
　・各種書類作成及びデータ入力
　・備品発注・管理、その他庶務
　・小口現金、その他精算処理
　・勤怠管理、各種保険の事務手続き

2

大学・短大
（学部・学科不問）

不問 3年

3 事務 60

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

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

広報・プレス担当
13030-311578

　＊ＤＭ作成、発送
　＊店舗のＶＭＤ（ビジュアルマーシャンダイジング）
　＊ＷＥＢ管理（インスタグラム運営、自社サイト更新）
　＊ノベルティー作成

1

大学院・大学・短大・
専修学校

不問 3年

3 事務 60

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

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

輸入事務
13030-124178

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

1

大学院・大学・短大・
専修学校

ＴＯＥＩＣ７００点～
もしくは同等の英語力

3年

3 事務 61

株式会社　丸和通運
(一般貨物自動車運送業)
1311-200376-7

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

管理事務
13110-23178

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

3

大学、短大、専修学校 不問 3年

3 事務 65

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。

営業サポート事務（電子部
品商社）
13010-1077078

営業担当者を事務面（内勤）からサポートするお仕事です。

お客様への納期回答、受注・売上入力、商品の発注、納期管理など。
2

大卒（学部・学科不
問）

不問 3年

3 事務 69

株式会社　テクノーブル
(医薬品・化粧品等卸売業)
2703-100919-7

開発主導型企業・一枚岩体制。
年々受注が増え、生産量が上がっ
ています。それに伴い設備導入・
人員増加を計っている将来性のあ
る企業です。

営業事務（東京営業所）
27030-135178

当社東京営業所内での事務全般
　・取引先との受発注並びに電話対応
　・お客様への請求書、納品書の作成
　・パソコン（ワード・エクセル等）を使用したデータ入力、資料作成
　・来客対応
　・営業所内庶務業務
　・海外取引先との電話対応、メール対応

2

大卒 英検準２級レベル 3年

3 事務 73

株式会社　三豊
(水産食料品製造業)
1308-410349-0

世界各地から輸入されたくらげ、
いか、にしん、ホッキ貝などの水産
物を素材にした高級珍味の製造、
日本全国に販売している会社で
す。

総務、経理事務
13080-595978

総務　勤怠管理、電話応対、年賀状、お中元、お歳暮の手配補助、お客様名簿の
更新

経理　伝票作成、会計ソフト入力、ＰＣ入力、資料作成、消耗品管理購入手配等
1

不問 簿記３級以上
エクセル、ワード基本
操作
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

1年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

3 事務 88

常磐鋼帯　株式会社
(非鉄金属・同合金圧延業)
1313-101742-9

東証一部上場企業との直接取引
が８５％を占める創業６６年のアル
ミ加工会社です。政府系投資会社
からの出資を受け、盤石の体制で
皆様の応募をお待ちしています。

生産管理事務
13130-295178

生産管理業務
まずは生産管理業務に携わっていただきます。
自社開発ソフトを駆使し、引き合い対応・受注・工程組み・資材管理・生産・在庫管
理・出荷・売上を司る、弊社の中心的組織の業務です。
勿論、ステップ・バイ・ステップで業務を理解いただくことになりますが、一つ一つの
作業は然程困難ではないはずです。
（生産管理業務全般を理解し対処可能に成って頂く目標期間は３年です）
その後、ご本人の希望、適性を判断し、他部署への配置転換の機会もございます。

2

大学・短大・専修学校
卒業

パソコン（エクセル・
ワード）

3年

3 事務 95

株式会社　ホープ
(土木工事業)
1309-411136-3

ゆとりと豊かさを追求し明るく楽し
い企業環境の構築を目差す企業
です。

経理、総務
13090-390878

１．経理業務
　　　月次計算、入出金管理、給与計算、各種分析資料作成

２．総務業務
　　　勤怠管理、保険関係の手続き、工事関係の書類作成、
　　　電話及び来客応対等

2

大学・短大卒
（学部・学科　不問）

ワード・エクセル等
パソコンの入力が出
来れば可
＊簿記の資格があれ
ば尚可

3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

4 販売・接
客

9

株式会社　アンテンドゥ
(パン・菓子製造業)
1309-404420-7

お客様が求める市場にないパン・
スイーツの夢・憧れ感のある商品
を社員１人々が考え独自開発し成
長している企業です。若者応援企
業に登録し育児休業１００％取得
で女性が活躍しています。

ベーカリー販売
13090-233178

・店舗にて販売の仕事をしていただきます。
・ベーカリーホスピタリティの実践をし、一人一人のお客様へ心からの応接をし、リ
ピーターを作り出すお仕事です。
・カフェ併設店も多く、カフェ作業も習得します。 4

大学院・大学・短大・
高専・専修学校・能開
校　卒業
（学部・学科不問）

不問 3年

4 販売・接
客

15

クオール　株式会社
(医薬品・化粧品小売業)
1304-628869-2

東証一部上場（２０１２年１２月２０
日承認）
私たちは社会貢献活動にも積極
的に取り組んでおります。詳しくは
ホームページをご参照ください。

販売
13040-493078

当社が経営するコンビニエンスストア「ローソン」内でレジ業務、接客、商品の品出
し、売り場の整理整頓、清掃などを担当していただきます。

慣れてきたら、発注、在庫管理、ＰＯＰ作成、レジ点検、精算業務などもお願いしま
す。

将来的には、店長や複数店を指導するエリアリーダーを目指していただきます。

3

不問 登録販売者あれば尚
可です

3年

4 販売・接
客

16

株式会社　ジェーソン
(各種商品小売業)
1208-104855-0

公平な評価で実力主義 店舗マネジャー
12080-10778

店舗マネジメント習得、バラエティストアの運営
その後、バイヤー等職務へ

日本語能力　Ｎ２レベル（留学生）
グローバルな人材を募集します。
中国語がネイティブレベルの方

5

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（入社時までに取得で
可）

3年

4 販売・接
客

16

株式会社　ジェーソン
(各種商品小売業)
1208-104855-0

公平な評価で実力主義 店舗マネジャー
12080-129278

店舗マネジメント習得、バラエティストアの運営
その後、バイヤー等職務へ

日本語能力　Ｎ２レベル（留学生）
グローバルな人材を募集します。
中国語がネイティブレベルの方

5

短大卒以上 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（入社時までに取得で
可）

3年

4 販売・接
客

16
株式会社　ジェーソン
(各種商品小売業)
1208-104855-0

公平な評価で実力主義 店舗マネジャー
12080-9578

バラエティストアの運営

30
不問 普通自動車免許 3年

4 販売・接
客

18

株式会社　文化堂
(各種食料品小売業)
1304-248547-1

共に働く仲間の成長と幸福を追求
しながら発展し続けてきました。地
域の食生活の向上にお役立ちす
べく生鮮食品で独自の強みを発揮
する地域密着型の都市型スー
パーマーケット。

食品、生鮮食料品の販売
13040-114478

●販売：スーパーの食品、青果、鮮魚、精肉、惣菜及びレジ
※各種経験後、実力次第で年齢、学歴に関係なく、店長、バイヤー、スーパーバイ
ザー、本部スタッフへ 20

大学院、大学、短大、
専修学校
（学部学科不問）

不問 3年

4 販売・接
客

24

株式会社　キール
(婦人・子供服小売業)
1304-616768-3

複数のブランドで店舗運営を行っ
てますので、あなたにぴったりのブ
ランドがあるはず。将来は店長、そ
の上の役職も目指して下さい。ア
パレルが初めてな方は、当社研修
システムにて育てます。

レディスアパレル、ゴルフア
パレル、スポーツウェア販売
13040-124678

・スポーツウェア、ゴルフアパレルショップでの接客・販売
　ナイキなど有名スポーツメーカーや人気ゴルフウェアブランドのウェアやアイテム
を取り扱っています。

・レディスアパレルショップでの接客・販売
　２０代～４０代の女性をターゲットとしたオフィスやフェミニン、カジュアルといった
様々なテイストのブランドでコーディネートを提案しています。

・ファッション雑貨イベントショップでの接客・販売
　ファッションビルや百貨店で様々な雑貨小物を販売しています。

2

大学、短大、専修卒 不問 3年

4 販売・接
客

29

株式会社　柿安本店　東京本
部
(食堂，レストラン)
2405-1301-8

惣菜事業をはじめ、精肉事業、食
品事業、レストラン事業、和菓子事
業を柱とした、豊かな食文化の創
造を目指す、総合食品企業です。

店舗運営
13040-1129978

当社直営レストラン（料亭業態、ビュッフェ業態、フードコート業態、ハンバーグ専門
店のいずれか）でのお仕事となります。
日々のホール接客に加え、金銭や物品の管理、アルバイトの労務管理など、飲食
店の運営に関する様々な業務に携わります。 8

大学卒、短大卒、専門
学校（２年制）卒

不問 3年

4 販売・接
客

60

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

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

販売職／新宿区・品川区・
千代田区・中央区
13030-125278

婦人靴の販売
売上管理、棚卸、ディスプレイ

2

大学院・大学・短大・
専修学校

不問 3年
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分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

4 販売・接
客

89

株式会社日本レストランエンタ
プライズ
(飲食店)
1304-236378-6

大変幅広い事業展開を行っており
ますが、最近はエキナカだけにと
どまらずエキソトにも進出しさらに
大きく飛躍するべく、積極的なチャ
レンジを行っております。

グランクラスアテンダント
グリーンアテンダント
13040-934078

アテンダント社員（１または２の業務の希望や、勤務地などの希望を聞いたうえで会
社で決定します）
１．グリーンアテンダント：普通列車グリーン車内でのグリーン券の確認及び発券・
車内販売・案内業務など
２．グランクラスアテンダント：グランクラスにおける商品提供、情報提供、車両設備
のご案内、車内販売との連携など、車内サービス全般。

20

専修学校、短大、大
学、大学院

不問 4年

4 販売・接
客

91

株式会社　ヤオコー
(各種食料品小売業)
1104-10266-0

当社は「豊かで楽しい食生活提案
型」の食品スーパーマーケットとし
て、地域のお客様にとって一番の
お店づくりを目指しております。
（東証一部上場　２８期連続増収
増益）＊事業所画像情報あり

販売職（食品スーパーマー
ケット）埼玉県他
11040-78578

入社時は、各店舗において９部門のいずれかに配属され、商品加工・陳列・発注・
接客を行います。
４月は部門等で研修、５月から店舗にて勤務です。
その後、売場責任者を経験した後に、個人の適性・経験・希望等と人事考課システ
ムによる評価を基に、店長・バイヤー等の販売に関するエキスパート、その他財
務・人事・店舗開発等、適材適所へ配置します。
＜９部門＞【精肉】【鮮魚】【青果】・・・・・・生鮮
　　　　　　【惣菜】【寿司】【ベーカリー】・・・デリカ
　　　　　　【加工食品】【日配】・・・・・・・・グロッサリー
　　　　　　【レジ】
　＊入社後、２～５年で売場責任者となります。

100

専修学校卒以上 不問 3年

4 販売・接
客

96

コネクシオ　株式会社
(小売業)
1308-634479-6

東証一部上場。平成２４年にパナ
ソニックテレコムと合併し、業界最
大手の一角となりました。伊藤忠
グループ、パナソニックグループの
強固な顧客基盤を有しています。

接客専任職
（東京・埼玉・千葉・神奈川）
13080-455478

東証一部上場／業界最大手／伊藤忠商事子会社
当社が運営するドコモ、ａｕ、ＳｏｆｔＢａｎｋの店舗での接客・販売業務。

＜仕事内容＞
・商品販売
・各種サービス契約手続き
・アフターサービスの提供等

50

不問 不問 3年
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ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

5 ICT系 1

ウィツ　株式会社
(ソフトウェア業)
1304-636076-5

当社の使命はウィストロン社の子
会社としてアジアにおいて世界第
一級のＩＴサービスプロバイダーに
なることです。社員と共に効率的
にパフォーマンスを最大化します。

システムエンジニア
13040-294278

●システムエンジニア
　＊ＷＥＢプログラミング研修からスタート。
　＊プログラマの技術を学んでいただき、徐々にシステム設計や要件定義など、シ
ステムエンジニアとしての経験も積んでいただきます。
　＊希望やスキルを考慮して、クライアントへの提案業務などもお任せしていきま
す。
　＊使用言語、ＪＡＶＡ使用

5

大学・大学院
（学部・学科不問）

不問 3年

5 ICT系 2

トーカドエナジー株式会社
(電気機械器具製造業)
1306-207546-0

携帯電話、ノートパソコンに使用さ
れているバッテリーパック、充電器
の製造、販売並びに半導体等の
電子部品の販売を主な事業として
いる成長性のある企業です

システムエンジニア／電池
パックメーカーでのお仕事
13060-80678

電池パックメーカーでのＳＥのお仕事です。
　○ＥＲＰシステムの開発・改修
　○部門ユーザー向け管理システムの構築
　○自立して、要件定義から設計・開発・テスト・移行まで一連の開発業務

1

大学院・大学・短大・
高専・専修学校卒

不問 3年

5 ICT系 4

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

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

システムエンジニア・プログ
ラマ
13080-108978

金融系（都市銀行、信託、証券、生損保）のシステム開発から、運用・保守等一連
の業務を担います。新入社員の多くは、まずはＩＴエンジニアとしてのキャリアをス
タートします。先輩の元で、プログラミングやテスト等を担うことになりますが、仕様
を取り決め、設計書作成等幅広い形で関わります。
お客様の”困ったこと”を改善し、”やりたいこと”を実現する、そんなやりがいのある
仕事を通じて一緒に成長していきましょう。

4

大学院、大学、短大、
高専、専修学校
（学部不問）

資格・免許不問
・ＳＥ資格、勉強中の
方歓迎
・ＪＡＶＡのプログラム
を見られる方歓迎

5年

5 ICT系 11

株式会社　ファイブドライブ
(情報処理・提供サービス業)
1301-582572-0

民間企業、官公庁に対し、主に脆
弱性診断、対策提案サービスを提
供する、技術者主体のセキュリ
ティ専門会社です。セキュリティ対
策の必要性増大により、業績急
伸、今後の発展も期待できます

セキュリティエンジニア
13010-608478

＊技術部にて、セキュリティエンジニアとして診断業務を担当していただきます。
・Ｗｅｂアプリケーション脆弱性診断
　Ｗｅｂアプリケーションに対してセキュリティ診断を実施し、Ｗｅｂアプリケーション
特有の脆弱性洗い出しを行います。
・ネットワーク脆弱性診断
　サーバー・ソフトウェアなどのネットワーク機器に対してセキュリティ診断を実施
し、脆弱性の存在確認を行います。
・診断結果に基づいて、専門的見地から評価・対策提案を行います。
＊まずは２～３人のチームに入っていただき、メンバーとして業務を行いながらセ
キュリティ診断に必要な知識や専門的な技術を身につけていただきます。

3

大学院・大学・短大・
高専卒（学部、学科不
問）

不問 3年

5 ICT系 13

株式会社　ピー・アンド・ヴァック
(ソフトウェア業)
1304-625645-9

ＩＴソリューション・経営コンサルティ
ング業務を行う『ソリューションベン
ダー』として、ＩＴシステムの設計と
構築、ＩＴ以外の各種業務改善及
び代行、又は人材提供による問題
解決を行います。

システムエンジニア
13040-499778

　システムエンジニアとしてソフトウェアの開発・保守を行います。

　始めは簡単なテスト業務からプログラミング・設計を段階を踏んで
　スキルを身に付けられます。

3

不問 不問 3年

5 ICT系 13

株式会社　ピー・アンド・ヴァック
(ソフトウェア業)
1304-625645-9

ＩＴソリューション・経営コンサルティ
ング業務を行う『ソリューションベン
ダー』として、ＩＴシステムの設計と
構築、ＩＴ以外の各種業務改善及
び代行、又は人材提供による問題
解決を行います。

インフラエンジニア
13040-498478

インフラエンジニアとして、サーバー構築・ネットワーク構築・運用保守業務を行い
ます。
始めは運用から携さわることもありますが、ゆくゆくは、構築業務を担当していただ
きます。

3

不問 不問 3年

5 ICT系 25

株式会社　システム・フジ
(情報処理・提供サービス業)
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。

システムエンジニア
プログラマー
13080-73878

○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
（学部・学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

5 ICT系 30

株式会社　ヴァンテルシステム
(ソフトウェア業)
1303-204104-2

主にＷｅｂ系の金融関連システム
開発。
他分野にも強く、官公庁、流通、電
子マネー、モバイルなど幅広く手
掛けてきました。

システムエンジニア・プログ
ラマ
13030-31878

オープン系のＷｅｂシステム開発を中心に受託開発業務を行っています。使用言語
はＪａｖａ、．ＮＥＴ、ＰＨＰ、Ｐｅｒｌ等。
業界は、金融、証券、流通、モバイル等、社会インフラに関わっています。
プログラミングだけではなく、コンサルティングや保守など幅広く手掛けています。
案件によっては、お客様先へ常駐してシステム開発を行う場合もあります。

4

大学院・大学・短大・
高専・専修学校・能開
校

不問 3年

5 ICT系 43

株式会社　デュエル
(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。

３ＤＣＡＤエンジニア
13040-932978

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
・３Ｄプリンター関連業務

2

不問 不問 3年
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既卒
者

5 ICT系 44

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

社長をはじめ若い社員が中心と
なった会社です。まだまだ成長途
中の会社ですが、社員同士の繋
がりも深くみんなで成長したいとい
う社風の中で技術を磨いていくこと
ができます。

システム開発エンジニア（開
発）
13070-432878

入社後、ＯＦＦ－ＪＴとして社外研修を受けていただきます。その後はＯＪＴとして先
輩社員とともに現場で実務経験を積んでいただきます。

最初は初級エンジニアとして経験を積み、将来的に優秀なシステムエンジニアとし
て成長するフィールドを準備しております。

4

大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校

不問 3年

5 ICT系 44

株式会社　ウェブスター
(ソフトウェア業)
1307-633910-7

社長をはじめ若い社員が中心と
なった会社です。まだまだ成長途
中の会社ですが、社員同士の繋
がりも深くみんなで成長したいとい
う社風の中で技術を磨いていくこと
ができます。

システム開発アシスタント
13070-268678

入社後、ＯＦＦ－ＪＴとして社外研修を受けていただきます。その後はＯＪＴとして先
輩社員の下で、システム開発に関するアシスタント業務を担当していただきます。

※教育研修を通じてビジネスマナー、技術的にスキルアップし、将来システム開発
も可能なよう、丁寧に指導・育成します。
※資格取得支援制度有（ＯＣＪ－Ｐ、Ｏｒａｃｌｅ、ＣＣＮＡ、ＬＰＩＣ等）

4

大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校

不問 3年

5 ICT系 45

アイ・インテグレーション株式会
社
(ソフトウェア業)
1304-651663-0

平均年齢２８．７歳（女性多数）社
員２３名の会社です。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。

システム開発エンジニア／
研修３ヶ月／イチから学べる
文系可
13040-1204578

開発エンジニアになる為、新人研修を３ヶ月間受講して頂きます。
その後、先輩社員のサポートの元、少しずつＯＪＴで経験を積み重ねスキルが蓄積
されます。
☆新入社員技術研修として
プログラム開発入門⇒Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ基礎と操作⇒情報処理基礎
⇒ソフトウェア基礎⇒はじめてのＣ⇒演算子⇒制御構造⇒データ型と宣言⇒ポイン
タ入門⇒ポインタ課題⇒関数⇒応用⇒Ｌｉｎｕｘ－Ｃ基礎・実技・応用⇒データベース
基礎⇒ＳＱＬ基礎⇒Ｊａｖａ基礎・初級・中級
☆その他にビジネスマナー研修・１分間スピーチ研修・メモ研修・面談研修・Ｅｘｃｅｌ
研修・Ｏｕｔｌｏｃｋ研修・Ｕｎｉｘ研修・電話対応研修等があります。

3

不問 不問 3年

5 ICT系 51

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

東京都中小企業振興公社の事業
可能性評価事業で事業評価を得
た事業を展開していく創業したて
のベンチャー企業です◆東京都
「経営革新計画事業承認」

ＩＴエンジニア
13080-589078

大手銀行系ネットバンクシステム、アパレル系ＥＣサイトの構築、開発やインフラ系
のプロジェクトにて、
＊ＰＨＰ、Ｊａｖａ、Ｃ＃等でのＷｅｂシステム開発
＊Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＵＮＩＸ、Ｌｉｎｕｘサーバーの構築等当社では、社外プロジェクトは先進
技術に触れられる大手企業案件に拘っています。スキル・状況等にもよりますが、
２年程を目安に社外で経験を積んだ後、社内で自社サービスの開発に携わるとい
うサイクルを考えています。
◆スキル等に応じて、先輩社員がいる社内外プロジェクトからＯＪＴスタートにする
等、無理なくステップアップできます。社内勉強会も開催しています。
◆長期的なビジネスを実現するために、働きやすく、長く働ける環境づくりに取組ん
でいます。

5

不問 不問 5年

5 ICT系 53

株式会社　アブストラクト
(情報処理・提供サービス業)
1304-636176-3

各ユーザー様から高評価を受てい
るので、重要な作業を数多く任さ
れています。当社独自の教育研修
プログラムを全員が受講しますの
で、高度な技術力とクオリティーの
高い技術者を目指せます。

プログラマー、システムエン
ジニア
13040-154578

●システムの設計・開発・保守

2

大学・高専・専修学校
（学部・学科不問）

不問 3年

5 ICT系 54

日本システム通信　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-437734-6

大手生命保険会社モバイル端末
向け制御機能およびＷｅｂアプリ
ケーションの受託開発
大手銀行向け基幹業務アプリケー
ションの受託開発

プログラマ
13080-66878

ソフトウェアのプログラミング

仕事は大手各企業から全て直接受託のみです。 1

大学　高専　専修学校 不問 3年

5 ICT系 54

日本システム通信　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-437734-6

大手生命保険会社モバイル端末
向け制御機能およびＷｅｂアプリ
ケーションの受託開発
大手銀行向け基幹業務アプリケー
ションの受託開発

システムエンジニア
13080-67478

ソフトウェアの開発

仕事は大手各企業から全て直接受託のみです。 1

大学　高専　専修学校 不問 3年

5 ICT系 63

株式会社　ジオテック情報シス
テム
(ソフトウェア業)
1303-211966-5

創業平成９年、独立系、社員も平
均３１歳と若く昇進のチャンス有
り。プロジェクトの種類が多彩であ
る為、スキルＵＰに適した環境。毎
月スキルＵＰのための研修制度有
り。

システムエンジニア
13030-123078

・ソフトウェアの企画、設計、製造業務
・一般向けのＳＮＳサイトやスマートホン向けアプリケーション開発

研修を行いますので、プログラム言語等が分からなくても教えます。
2

不問 不問 3年
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第３回　新規大卒者等合同就職面接会　求人概要（職種別）

分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

5 ICT系 67

株式会社　アイティ・イニシア
ティブ
(ソフトウェア業)
2205-105878-8

当社はシステム開発の請負および
情報処理の役務提供を行う独立
系のソフトウエア会社です。
近年は医療機関向けのシステム
開発が多くなっております。

システムエンジニア
22050-46078

医療系システム及び業務系システムのソフトウェア開発業務を担当していただきま
す。
使用言語は主にＪａｖａ、Ｃ＃、ＶＢ．ＮＥＴです。

経験のない方や経験の少ない方には、経験豊富な社員が丁寧に指導します。
また、ＩＴ関連の資格について資格取得一時金を支給する制度があります。

1

不問 基本情報技術者資格
あれば尚可

3年

5 ICT系 71

新興サービス　株式会社
(機械修理業)
1303-617630-8

全国規模でコンピュータの保守
サービスを担い、評価と信頼をい
ただき主としてＮＥＣ、パナソニック
の保守サービスを行っておりま
す。

ネットワークエンジニア
13030-323678

・企業や官公庁向けにネットワークおよびサーバーの提案・設計・構築、
　機器選定、見積など、トータルな技術支援を行ないます。

3

大学院卒、大学卒、短
大卒、高専卒、専修学
校卒、能開校卒

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

5 ICT系 71

新興サービス　株式会社
(機械修理業)
1303-617630-8

全国規模でコンピュータの保守
サービスを担い、評価と信頼をい
ただき主としてＮＥＣ、パナソニック
の保守サービスを行っておりま
す。

カスタマーエンジニア
13030-321478

・パソコン、プリンター、ＯＡ機器、ＡＴＭなどの定期点検や修理業務です。
・お客様は病院や薬局、企業やコンビニ等、多くのお客様がいます。

3

大学院卒、大学卒、短
大卒、高専卒、専修学
校卒、能開校卒

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

5 ICT系 74

株式会社　アペックス
(ソフトウェア業)
1309-409244-1

「エンドユーザー重視」の経営方針
のもとに実績を積み上げ、無借金
経営という堅実な経営基盤を築い
てきました。

ＳＥ・プログラマ
13090-75578

コンピュータソフトウェアの製造・導入
コンピュータシステムの運用・監視
ユーザーテスト支援 2

大学・専修学校卒
情報処理関連の科目
（必須ではありませ
ん）

基本情報技術者
ＩＴパスポート
（必須ではありませ
ん）

3年

5 ICT系 85

株式会社　アモック・システム
(ソフトウェア業)
1301-538529-0

ＰＣからメインフレームまで各種ＩＴ
システムの開発を行っています。
主な契約先は富士通及び富士通
関連会社です。特に金融機関系シ
ステム開発は多くの実績がありお
客様より高い評価を頂いてます

サーバエンジニア・ｗｅｂ及び
ビジネスアプリケーション開
発
13010-236078

■サーバエンジニア
Ｌｉｎｕｘ／Ｕｎｉｘ／Ｗｉｎｄｏｗｓサーバの設計、構築、運用
■Ｗｅｂアプリケーション開発
ＪＡＶＡ／ＨＴＭＬ／ＰＨＰ等によるアプリケーションの設計、開発
■ビジネスアプリケーション開発
金融システムなどのＣ／ＶＢＡ／ＣＯＢＯＬによる設計、開発

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

5 ICT系 87

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。

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
13090-105878

＊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

5 ICT系 90

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

会社創立以来着実に業績を伸ば
し、安定成長を遂げている。また、
完全週休２日制をはじめ、夏季休
暇、特別休暇等の休暇制度を設け
ているなど、福利厚生面も充実し
ている。

開発エンジニア
（プログラマー）
13040-583278

主にアプリケーション・ソフトウェアの「設計」と「製造」を行います。スマートフォン・タ
ブレット用のアプリケーションの開発や大手メーカーを中心とした生産、販売、在
庫、会計などを管理する業務系システムの設計・開発、システムのバックエンドの
開発まで幅広く対応しています。使用する言語は主にＪａｖａ（ＪＳＰ）、ＰＨＰ、ＤＢは
Ｏｒａｃｌｅや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。ＩＴ業界で活躍していくために、
「技術力・ヒューマンスキル・業務能力」から成る充実した教育プログラムを受けら
れます。そして、全力のサポートのもとで業務に就いていただき、業務経験を積ん
でください。将来に向けてキャリアプランをじっくり考えたいという方に最適な環境を
提供いたします。

5

不問 不問 3年

5 ICT系 90

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

会社創立以来着実に業績を伸ば
し、安定成長を遂げている。また、
完全週休２日制をはじめ、夏季休
暇、特別休暇等の休暇制度を設け
ているなど、福利厚生面も充実し
ている。

インフラ（サーバ・ネットワー
ク）エンジニア
13040-584578

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。
大規模システムやお客様社内ＬＡＮの設計と構築、サーバーやパソコンのキッティ
ング・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。使用するＯＳは、Ｕｎｉｘ・Ｌｉｒｕｘ・Ｗｉｎｄｏｗｓ、ネットワー
クではＣｉｓｃｏ・ＹＡＭＡＨＡ・ＢＩＧ・ＩＰ等が中心です。
早い段階から上流工程を経験することも可能です。ＩＴ業界で活躍していくために、
「技術力・ヒューマンスキル・業務能力」から成る充実した教育プログラムを受けら
れます。そして、全力のサポートのもとで業務に就いていただき、業務経験を積ん
でください。将来に向けてキャリアプランをじっくり考えたいという方にとって最適な
環境を提供いたします。

5

不問 不問 3年
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番号
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（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
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既卒
者

5 ICT系 90

株式会社　ティエスイー
(ソフトウェア業)
1304-255582-9

会社創立以来着実に業績を伸ば
し、安定成長を遂げている。また、
完全週休２日制をはじめ、夏季休
暇、特別休暇等の休暇制度を設け
ているなど、福利厚生面も充実し
ている。

運用エンジニア
13040-585878

顧客の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（運用・操作）を担当します。オペレーション業務とは、システムの入力やクライ
アント端末の管理、ヘルプデスク、障害対応、ＰＣ操作説明や電話・メール対応な
ど、様々なことを行うお仕事です。
業務上お客様と接することが多いので、人と接することが好きな方は顧客と関わる
ことで、早い段階からスキルアップすることが可能です。
ＩＴ業界で活躍していくために「技術力・ヒューマンスキル・業務能力」から成る充実
した教育プログラムを受けられます。そして、全力のサポートのもとで業務を行って
いただき、業務経験を積んでください。将来に向けてキャリアプランプランをじっくり
考えたいという方にとって最適な環境を提供いたします。

3

不問 不問 3年

5 ICT系 94

株式会社　アーキコアテクノ新
宿営業所
(ソフトウェア業)
1308-629439-9

未経験者から入社した社員が大
半を占めます。未経験者を一人前
のエンジニアに育てていくことが我
が社の使命だと考えています。協
調性を重視し社員同士のコミュニ
ケーションを重視しています。

見習い／プログラマー（ＷＥ
Ｂ系）未経験者歓迎（秋採
用）
13080-607778

見習いプログラマー（おもにＪＡＶＡ系）のお仕事です。
未経験者は必ず研修を受けてから実務に入ります。
※ＰＣに興味のある未経験者の方も歓迎します。

2

大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校

不問 3年

5 ICT系 97

エム・デー・ビー　株式会社
(ソフトウェア業)
1307-641402-7

平成３年創業。以来順調に業績を
伸ばす。大手メーカー複数社を固
定得意先としている。近年は、「ＩＴ
の所有から利用へ」という考えか
ら、政府系のシステム開発案件に
も参画している。

プログラマ、ＳＥ、ネットワー
クエンジニア
13070-385578

・ビジネスソリューションシステム開発支援
・ネットワーク設計・構築・運用・保守
・アプリ開発　等

職種は技術職ですが、資格・プログラム経験等、問いません。
入社後、コンピュータの基礎・プログラミング・ビジネスマナーを２～３ヶ月間学んで
いたただきます。
その後、適性を見て職種を決定していきます。

15

専修学校、高専、短
大、大学卒以上

不問 5年

5 ICT系 100

ライトクリエイションシステム株
式会社
(ソフトウェア業)
1303-214464-4

平均年齢が若く、風通しの良い
アットホームな会社です。
一人ひとりの持っているスキルや
適性を重視しながら、スキルアップ
していけるように業務をお願いして
いきます。

ＳＥ・プログラマ
ネットワークエンジニア
13030-34678

情報技術サービス
・業種別ソリューション
　業務アプリケーション開発、保守、パッケージ導入
　運用提案、導入後のサポート等
・インフラ基盤ソリューション
　インフラ構築からセキュリティー対策・検証
　クライアントパソコンの導入・設定、運用支援サービス等

5

専門・短大卒以上 不問 3年

5 ICT系 102

サンシード株式会社
(情報処理・提供サービス業)
1308-627638-9

例え未経験者の方でも活躍の
フィールドは無限です。ＩＴ技術だけ
でない、モノ作りの原点に立ち会
えます。簡単な仕事ではありませ
んが、貴重な時間を過ごせること
は保証致します。

ＩＴアシスタント（事務サポー
ト）
13080-184178

〇データ入力や書類整理等の事務処理
〇ＳＥ指示のもと、手順書やマニュアル類作成のお手伝い
〇ＥｘｃｅｌやＡｃｃｅｓｓを使用したデータ抽出・加工
〇電話やメールでの社内システムサポート対応

上記の他、適正に応じて様々な活躍の場をご用意します。
パソコンを使用した事務的なお仕事からスタートし、スキルアップを目指すことが可
能です。
最初は誰でも未経験。充実した研修制度があるのでご安心ください。

2

大学院、大学、短大、
専修学校
＜学部学科不問＞

不問 3年

5 ICT系 104

株式会社　ザ・ヘッド
(ソフトウェア業)
1303-209362-5

教育・研修を重視し、個々人の個
性と能力を大切にする会社です。

プログラマー・システムエン
ジニア
13030-182078

下請けではなく、ほとんど直接契約なので、上流工程から下流工程まで。
まずは半年間の研修をし、その後Ｊａｖａや・Ｎｅｔなどでプログラマーとして開発をし
ていただきます。

数年でシステムエンジニアやプロジェクトリーダーへステップアップも可能です。
5

大学院・大学・短大
高専・専修学校
（学部・学科不問）

不問 3年

5 ICT系 112

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

プログラマー
システムエンジニア
13030-132178

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

5 ICT系 114

フューチャー・アンティークス株
式会社
(情報処理・提供サービス業)
1307-650319-6

・ｗｅｂシステム開発・スマートフォ
ンアプリ開発に強み
・近年は社内研修、受託開発・自
社サービスの開発などに注力

プログラマー
13070-102878

Ｗｅｂサイト、スマートフォンアプリ、業務系アプリケーション等の開発に携わって頂
きます。
将来的にＩＴエンジニアを目指して頂きます。
※入社後、約２ヶ月間のＯＪＴによる研修期間有り

5

大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校

不問 3年
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ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

5 ICT系 116

株式会社　ティー・エス・イー
(情報処理・提供サービス業)
1303-206186-5

大手企業との安定した繋がりがあ
り、安心して業務を行っていただけ
る環境になっています。

システム開発
ＳＥサポート
13030-210378

アプリケーションシステムの開発・改善・維持管理のサポート業務

入社当初は、マナー研修やセキュリティ研修等の導入研修を受講し、その後、１ヶ
月半のＩＴ関連の研修を受講し、現場に配属される。

2

大学・短大・高専・専
修学校

不問 3年

5 ICT系 116

株式会社　ティー・エス・イー
(情報処理・提供サービス業)
1303-206186-5

大手企業との安定した繋がりがあ
り、安心して業務を行っていただけ
る環境になっています。

システム開発
ＳＥ／ＰＧ
13030-136478

業務アプリケーションシステムの開発・改善・維持管理
使用言語はＪａｖａ，Ｃ，ＣＯＢＯＬ，ＡＢＡＰ他

入社当初は、マナー研修やセキュリティ研修等の導入研修を受講し、その後、１ヶ
月半のＪａｖａ等のプログラム研修を受講し、配属される。

２～３年後、システムエンジニアとして、システムの設計を行うことを目指す。

6

大学・短大・高専・専
修学校

不問 3年

5 ICT系 119

ソフトウェア技術　株式会社
(ソフトウェア業)
1308-204044-0

ネットワークや機器制御などのコ
アな技術を活用して、基盤となるソ
フトウエア作りが得意です。会社
の運営は、経営理念に立脚して民
主的・自主的に行っています。家
族的な会社です。

ＳＥ・プログラマー
13080-263078

○下記のような分野のソフトウェアを受託開発する仕事です。
　主に基本設計・製造・テストの作業を担当していただきます。
　　　・制御計測
　　　・業務システム／情報通信システム
　　　・ＷＥＢ／分散システムや
　　　　ＴＣＰ／ＩＰをベースとした通信アプリケーション

○Ｊａｖａ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ＰＨＰ、Ｃ／Ｃ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ．ＮＥ　Ｔなどのプログラミング
言語を使用してプログラムを作成します。

5

大学院　大学　短大
高専　専修学校　能開
校

不問 3年
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分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

6 介護・福
祉

23

株式会社　グッドライフケア東
京
(老人福祉・介護事業)
1301-614341-4

グッドライフケアでは、介護、看
護、居宅、リハビリデイサービスそ
して定期巡回・随時対応型訪問介
護看護のサービスを提供すること
により多職種が連携した地域密着
型サービスを展開しています。

総合職／介護職・事務職・
教育・採用担当・社内エンジ
ニア
13010-497178

入社１年目：介護職（訪問介護・小規模多機能型居宅介護・グループホーム・リハ
ビリデイサービス）グッドライフケアにおける介護サービスを幅広く習得して頂きま
す。

入社２年目以降～それぞれのスキルおよび目標に合わせてキャリアアップ～
○サービス提供責任者：訪問介護計画書の作成や訪問介護員の教育、指導など
を行います。
○２４時間チームスタッフ：定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスの介護ス
タッフとして勤務。
○事務職：介護サービス提供に関する事務業務全般を習得して頂きます。

その他、教育・採用担当者、社内エンジニア等、業務有り。

5

大学、短大、専修学校
　（学部学科不問）

ホームヘルパー２級
または
介護職員初任者研修
あれば尚可

3年

6 介護・福
祉

68

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

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

総合職／福祉職
13060-87878

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

5

大学、短大、専修学校
卒

不問 5年

6 介護・福
祉

68

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

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

一般職／福祉職
13060-86578

●特別養護老人ホームや高齢者在宅サービスセンターにおいて、
　高齢者の食事・入浴・排泄などの生活援助や、華道・書道などの
　クラブ活動・諸行事をとおしての社会的援助サービスを提供する。 5

大学、短大、専修学校
卒

不問 5年
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分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

7 専門職・
その他

7

株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター
(金属製品製造業)
1309-100342-6

当社は鹿島アントラーズを応援し
ているＬＩＸＩＬ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。

施工管理職
13090-371178

＊現場工事管理
＊工場との納期調整
＊顧客との施工打合せ

1

大学・高専卒業予定
者

普通自動車免許
（ＡＴ可）

3年

7 専門職・
その他

7

株式会社　ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター
(金属製品製造業)
1309-100342-6

当社は鹿島アントラーズを応援し
ているＬＩＸＩＬ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。

設計職
13090-372278

＊作図（ＣＡＤ）
＊工程打合せ
＊工場への発注業務

3

大学・高専卒業予定
者

普通自動車免許
（ＡＴ可）

3年

7 専門職・
その他

9

株式会社　アンテンドゥ
(パン・菓子製造業)
1309-404420-7

お客様が求める市場にないパン・
スイーツの夢・憧れ感のある商品
を社員１人々が考え独自開発し成
長している企業です。若者応援企
業に登録し育児休業１００％取得
で女性が活躍しています。

ベーカリー製造
13090-232078

・基本となる小麦粉からのパン生地仕込・手造りを大切にした成形・発酵を見極め
た焼成までのパン作り工程に携わります。
・工房店舗ではお客様と楽しいコミュニケーションをとりながら（オープンスタイル
キッチン）自分が心を込めた商品をお買い求めいただきます。
・将来は工場管理（品質・生産工程・労務管理）をします。

4

大学院・大学・短大・
高専・専修学校・能開
校　卒業
（学部・学科不問）

不問 3年

7 専門職・
その他

10

株式会社　フルハートジャパン
(電子デバイス製造業)
1306-12588-9

各種自動化・省力化システムの研
究開発から設計製造までの、一貫
体制を確立。

製造職
13060-158578

１　電子機器の配線組立、調整、検査

２　プリント基板の実装作業 1

高専・短大・大学 自動車運転免許
　（ＡＴ限定　可）

3年

7 専門職・
その他

17

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・大証１部上場】

総合コース
13070-247278

セコムグループの中核を担う社員。
入社後は、警備現業職へ配属となり、緊急対処、巡回、保守点検、ＡＴＭ障害対応
等の業務に就きます。
将来は、適性・能力に応じ、営業・業務・管理等の部門への異動・登用もあります。

5

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

7 専門職・
その他

19

株式会社　タカラエンジニアリン
グ
(土木建築サービス業)
1304-645691-4

建設、維持管理、更新までを考え
るアセットマネジメンはこれから
益々重要になっています。調査か
ら設計・施工管理、技術開発まで
を行なえる技術者の育成により発
注者から高い評価を頂いています

土木設計技術員
13040-648578

電力流通土木設備、一般土木施設、建築設備の建設、
維持管理のコンサルティング業務です。

具体的な業務内容（入社後１～２年間）
・設計（土木構造物、鋼構造物）補助
・研究、解析補助
・測量、非破壊検査、地盤調査等の現場管理補助

2

大学、短大、高専、専
修学校
（理工系）

普通自動車運転免許
あれば尚可
※入社後、資格取得
支援あり

5年

7 専門職・
その他

22

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

当社は（株）大林組の専属の協力
会社で大阪以東のトンネル・シー
ルド工事の概ね１００％受注してい
る。

機械電気設備設置工（トン
ネル工事現場・機械電気職
員）
13090-266178

◇トンネル工事現場で使用する重機機械、電気設備の修理・設置の業務
当社は大林組の専属会社として、日本を代表するトンネルを数多く手掛けてきまし
た。
＜工事例＞
新関門トンネル　台湾新幹線トンネル
青函トンネル　　マドリードシールドトンネル
関越トンネル　　ドバイモノレールシールド
アクアトンネル　山手トンネル

2

大学・短大・高専・専
修学校（学部・学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

22

吉田直土木　株式会社
(土木工事業)
1309-302743-0

当社は（株）大林組の専属の協力
会社で大阪以東のトンネル・シー
ルド工事の概ね１００％受注してい
る。

施工管理（トンネル工事現
場技術職員）
13090-267278

◇品質管理・施工管理業務
当社は大林組の専属会社として、日本を代表するトンネルを数多く手掛けてきまし
た。
＜工事例＞
新関門トンネル　台湾新幹線トンネル
青函トンネル　　マドリードシールドトンネル
関越トンネル　　ドバイモノレールシールド
アクアトンネル　山手トンネル

2

大学・短大・高専・専
修学校（学部・学科不
問）

不問 3年

7 専門職・
その他

35

エフ・ビー・エム　株式会社
(小売業)
1301-658734-5

創業以来無借金経営で安定した
経営を維持しております。富士フィ
ルム、富士ゼロックス、キヤノンの
製品を主力に販売する都内トッ
プディーラーです。

サービスエンジニア
13010-646078

富士ゼロックス、キヤノン製デジタル複合機、ＰＣ及びその周辺機器の保守、点検、
修理です。
顧客は主に広告デザイン業、印刷業であり、その他一般企業や官公庁など幅広い
業種、業態に販売しており、その数は約２０００社におよびます。
２０２０年の東京オリンピック開催に向けオフィスのデジタル機器需要は益々増加
傾向にあり、将来性と発展性が見込まれています。

1

大学 普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
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分類
ブース
番号

事業所名
（産業分類）
事業所番号

会社の特長
職種名

求人番号
仕事の内容 求人数 学歴 必要な免許・資格

既卒
者

7 専門職・
その他

38

株式会社　エイチ・エス・ジェイ
(電気通信・信号装置工事業)
1306-617346-8

創設以来順調に業績を伸ばし、得
意先として大手企業の京王グルー
プやＮＥＣグループ他と取引があ
り、大変安定した経営と未来に広
がる通信事業を展開する企業で
す。

施工管理及び設計
13060-91078

○工事現場の施工管理及びＣＡＤによる設計業務
○携帯電話アンテナ工事、電気通信工事、電気工事
○営業先においての提案・企画等
※主に携帯電話アンテナ工事の総合マネジメントを実施
　営業業務　（１）ビルオーナー様へ現状の通信システム詳細説明
　　　　　　（２）ビルオーナー様へ利便性や導入の必要性を提案
　　　　　　（３）通信キャリア（ドコモ／ＫＤＤＩ／ソフトバンク等）の
　　　　　　　　　今後の通信事業展開を紹介
　調査業務　（１）ビル施設や商業施設の通信環境の現地調査
　　　　　　（２）最良のアンテナ設備配置等を提供
　　　　　　（３）通信キャリアに環境改善の提案と連携
　施工業務　（１）施工業務を下請会社に依頼
　　　　　　（２）施工に関わる業務指示や施工監督及び安全作業指示
　　　　　　（３）工事完成後の竣工図書作成（施工機器詳細・配線図他）

3

大学院・大学・短大・
高専・専修学校

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

40

三和機材　株式会社
(建築材料卸売業)
1304-21772-4

自社ビルを保有し、業績も順調に
伸ばし、７年前より設備事業部を
事業化し、社員も半分以上が平成
入社です。全員参加経営をし２年
に１回の海外旅行を行い、厚生面
も充実しています。

施工管理技術者
13040-202578

●工事現場（マンション、ビル改修工事など）に必要な施工管理技術者（国家資格
者）を目指して下さい。
●スタートは業務Ｇに所属され、商品（管材類）を覚えてもらうところから始めます。
●商品を覚えたら現場に、先輩の助手として経験を積んでもらいます。
●数年経験を積んだら、施工管理技士の資格を取り、活躍して下さい。

2

大学卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

3年

7 専門職・
その他

41

タニコー　株式会社
(非鉄金属製造業)
1304-250877-2

業務用厨房機器のトップメーカー
です。納入のためのアドバイスか
らアフターメンテナンスまで、しっ
かりフォローしています。
業界未経験者も多く活躍していま
す。

設計（キッチンレイアウト）
13040-404578

ＣＡＤを使用してキッチンのレイアウトを設計します。
契約前にお客様へ提案するための図面作成。契約後は詳細な施工図面を作成し
ます。キッチンで働く方の使いやすさを考慮し自分の自由な発想を活かしながらお
客様のご要望を叶えて行きます。

営業がお客様との窓口になりますが、設計もお客様から直接お問合わせ受けた
り、打ち合わせの場に参加することもあります。

10

大卒
学部不問　建築系尚
可

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

7 専門職・
その他

41

タニコー　株式会社
(非鉄金属製造業)
1304-250877-2

業務用厨房機器のトップメーカー
です。納入のためのアドバイスか
らアフターメンテナンスまで、しっ
かりフォローしています。
業界未経験者も多く活躍していま
す。

メンテナンス（厨房機器の修
理・点検）
13040-407778

お客様にご利用いただいている厨房機器の修理・点検を行います。
また、故障を未然に防ぐための使用方法や、日常の洗浄方法などを
アドバイスしたりと、常に最高の状態で機器をお使いいただけるよう、
お客様とのコミュニケーションも重要な業務となります。 10

大卒
学部不問。電気機械
系尚可

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年

7 専門職・
その他

42

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

官公庁・ＵＲ都市機構の仕事をメイ
ンに、設立以来順調に成長してい
る、インフラを影で支えている会社
です。若い社員が多いため社内は
いつも明るく、福利厚生も充実して
います。

建設コンサルタント業（発注
者支援業務等）
13110-44678

発注者側（施工監理技術者に特化した『みなし公務員』）の立場で公共事業を支援
する仕事です。
【監督業務】
　発注者側の立場で大手ゼネコン、中小建設会社が請け負った工事の監督（品質
の確認、出来形の立会）等
【積算業務】
　工事の価格を算出するために、発注者側の積算システムを利用したデータ入　力
等
【資料作成業務】
　様々な公共データを定まった様式へのパソコン入力や多少の加工をして発注者
側の資料作成を補助
　上記の仕事を行う先輩社員を補佐していただきます。

3

不問 普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
入社後取得可

3年

7 専門職・
その他

57

三協工業　株式会社
(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。

プラントエンジニア
13040-319778

「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

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

7 専門職・
その他

57

三協工業　株式会社
(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。

技術エンジニア
13040-320378

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

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
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57

三協工業　株式会社
(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。

製造（環境プラント装置等）
13040-321078

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

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

7 専門職・
その他

59

有限会社エムシーエム
(土木建築サービス業)
1301-579386-9

当社は、創業当初から建築ＣＡＤ
（ＡｕｔｏＣＡＤ，ＪＷＣＡＤ）を取入
れ、建築設計業務に取組んで参り
ました。今後もＢＩＭ等の技法、手
法を取入れ更なる技術革新、進歩
を粛々と行う会社です。

建築図面作成業務
13010-468678

取引先企業は、スーパーゼネコン及び準大手ゼネコンがメインです。
建築ＣＡＤを使用して建築施工図の作成業務をして頂きます。
・使用するＣＡＤは、ＡｕｔｏＣＡＤ、ＪｗＣＡＤ等を使用します。
・研修期間は、６ヶ月。
　基礎の基礎から学べます。
　ＯＪＴにて一人一人丁寧に指導致しますので、安心してして応募して下さい。

2

大学、短大、高専、
専修学校、能開校
（学部・学科不問）

不問 3年

7 専門職・
その他

79

光電機産業株式会社
(電気機械器具卸売業)
1308-639714-3

社員数３０名程の規模ですが、大
手メーカーや上場企業と直接の取
引をしております。幅広い業務と柔
軟な対応力が持ち味です。☆株式
会社ラックランド（東証１部上場）１
００％出資のグループ会社

電気工事の施工管理
13080-428578

電機工事を進めていくにあたり、顧客先との打ち合わせ、工程管理、現場で
働く方の安全管理、見積りの作成、工事に必要な電気材料の発注等を行って
もらいます。

※初めはこれらの仕事を先輩の下で覚えていってもらいます。
※現場での経験を積み、施工管理の仕事を覚えた後、本人の希望、適性を考慮
　し、設計業務や営業の仕事に就くことも可能です。

3

大学院、大学、短大
高専、専修

不問 3年

7 専門職・
その他

81

富双合成　株式会社
(プラスチックフィルム・シート・
床材・合成皮革製造業)
1311-101402-0

空間を美しく快適に、機能的に。今
までの自然素材にない多様な表
現を一貫生産システムで追求して
います。塩ビ製床材、壁紙メーカー
業界大手。

技術職
13110-126378

・床材や壁紙などの新商品開発　
・製造コストの見直し等の製造技術

・品質管理、工程管理などの品質保証など
1

大学院、大学
・物質化学、応用化学
などの化学系の学科
卒

不問 3年

7 専門職・
その他

82

ピップ物流　株式会社
(こん包業)
1301-526168-9

各地に物流拠点を充実させ、全て
コンピューター管理による物流シ
ステムを備え、お客様のニーズに
お応えしています。

倉庫管理
13010-1009978

当社の物流センター内でお得意先様の商品を店舗別に仕分、ＴＥＬ、出荷する作業
やセンター内で働くパートや派遣スタッフへの業務指導及び指示等のお仕事です。

5

大学卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

2年

7 専門職・
その他

93

丸三機械建設株式会社
(設備工事業)
1301-210948-6

わが国中堅クラスの原動力設備
の据付、補修及びメンテナンス工
事業。全国１７ヶ所の事業所を有
し、作業工事現場は全国１４０ヶ所
に及び、電力会社、大手メーカー
を顧客基盤としています。

施工管理
13010-88878

昭和２５年の設立以来、数多くの発電設備の据付、メンテナンスに携っている独立
系・中堅工事企業。
北海道から広島まで全国１３拠点を有す。
これまで培った技術、ノウハウを活かし電力会社を始め大手製造会社等のニーズ
に応えるべく幅広く事業展開を図っております。

＊施工
＊発電設備を中心に諸機械に関する仕事をして頂きます。
＊諸機械の据付
＊メンテナンス
＊点検の管理

5

大学・高専
（学部学科不問）

不問 3年

7 専門職・
その他

95

株式会社　ホープ
(土木工事業)
1309-411136-3

ゆとりと豊かさを追求し明るく楽し
い企業環境の構築を目差す企業
です。

土木工事（公共工事を主と
する）の施工管理
13090-392778

公共土木工事における施工管理
　・工程管理～工事の計画に対する進行管理
　・品質管理～施工に対する出来映えの管理
　・安全管理～施工現場における安全の管理
　・原価管理～工事における支出の管理

5

大学卒業（見込み）
　（土木工学）

ワード・エクセル等
パソコンの入力が出
来れば可

3年

7 専門職・
その他

95

株式会社　ホープ
(土木工事業)
1309-411136-3

ゆとりと豊かさを追求し明るく楽し
い企業環境の構築を目差す企業
です。

建築リノベーション事業の施
工管理
13090-393678

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

5

大学卒業（見込み）
　（建築）

ワード・エクセル等
パソコンの入力が出
来れば可

3年
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99

株式会社　テイン
(自動車・同附属品製造業)
1403-108517-5

カー用品市場に自動車用サスペン
ションを提供している専門メーカー
です。２００２年にＪＡＳＤＡＱ上場を
果たし、北米を中心とした海外市
場にも積極的に展開し、売上を伸
ばしています。

製造・生産関連職
14030-3578

私たちはサスペンション専門メーカーで製品の企画から、開発、試作、試験、生産、
品質管理までを一貫して行っています。世界市場をリードしていく物づくりのこだわ
りに共感してくれる方、やる気のある方のご応募をお待ちしています。
・製造・生産関連職（生産管理・生産技術） 5

大学院・大学・短大・
高専・専修学校

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）
（入社後取得可）
＊日本語能力Ｎ１レベ
ル以上
＊中国語ネイティブレ
ベル

2年

7 専門職・
その他

103

新光電気工業　株式会社
(電線・ケーブル製造業)
2702-43409-6

当社の電線、ケーブルの殆どが、
大手メーカー専用品であり、低コス
ト、高品質に優れ、社風である即
時・徹底でお得意様満足第一で対
応します。また生産拠点も国内と
中国工場の連携により拡大中。

生産技術職
27020-234678

・工場内の新規設備の打合せ、設備、保全、メンテナンス、設備改善

1

理工学部、機械工学
科尚良しです。

不問 3年

7 専門職・
その他

108

株式会社　雑用社
(一般廃棄物処理業)
1311-613825-7

仕事の８割は東京都各区の福祉
事務所からの依頼で部屋の中の
残留物の片付け処分の仕事で各
種の許認可は全て持っています。
約束事は必ず守る事です。創業３
１年になり着実にお客が増えてま
す

福祉整理・運搬
13110-103178

＊役所より指定の自宅・オフィス等から、家財道具を分別・収集し、運搬・清掃を行
う仕事です。

＊福祉事務所等からの委託による仕事で、業績は安定しています。 3

大卒　大学院卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

3年

7 専門職・
その他

110

ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社
(機械器具設置工事業)
1311-310535-0

株式会社ＡＤＥＫＡ（東証－部上
場）の１００％子会社。光触媒技術
や低温蓄冷熱技術など先端技術
を取り入れ、お客様の製造設備の
生産性向上や環境対策などを提
供しています。

電気系プラントエンジニア
13110-123778

・化学品、食品、環境関連の各種プラントの制御システムの回路設計、電気系統に
関わるシステムや配電盤回路設計。
これらの施工管理から試運転、メンテナンスなど。
・クライアントは化学、医薬、食品メーカーのプラントや研究設備、水処理施設な
ど。
◎初期工程から最終段階、完工後まで、お客様・施工業者と一丸となって、取り組
み、自らの技術力、コミュニケーション力、問題解決力の成長に繋げることができま
す。

1

大学院卒・大学卒・高
専卒
＊電気・電子系
＊電気関連の高専

・普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
・電気関係資格保有
者歓迎

3年

7 専門職・
その他

110

ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社
(機械器具設置工事業)
1311-310535-0

株式会社ＡＤＥＫＡ（東証－部上
場）の１００％子会社。光触媒技術
や低温蓄冷熱技術など先端技術
を取り入れ、お客様の製造設備の
生産性向上や環境対策などを提
供しています。

プラントエンジニア
13110-124678

・化学品、食品、環境関連の各種プラントの設計・施工管理から試運転、メンテナン
スなどの総合的なエンジニアリング業務。
・クライアントは化学、医薬、食品メーカーのプラントや研究設備、水処理施設な
ど。
◎初期工程から最終段階、完工後までお客様、施工業者と一丸となって取り組み、
自らの技術力、コミュニケーション力、問題解決力の成長に繋げることができます。

3

大学院卒、大学卒、高
専卒
＊機械工学、物質工
学、応用化学（化学工
学）系
＊機械工学関連の高
専

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年

7 専門職・
その他

118

秀和ビルメンテナンス　株式会
社
(建物サービス業)
1302-307972-2

１９６４年の創業以来、高度な技術
管理を基盤に、学校・病院・オフィ
スビル・工場などビル管理の総合
メンテナンス業を中心に様々な環
境サービスを提供している

技術
13010-650778

大学、病院等の施設内において、設備、電気、清掃、警備等の現場業務、従事す
る従業員の管理、安全衛生管理、顧客対応、本社における営業、管理の業務等の
業務を担当して頂きます。
将来的に適性、能力、希望等を考慮し、各部門のエキスパートとして活躍いただき
ます。
将来の幹部候補として従事いただきます。

3

専修学校、短大卒
電気、機械、設備系学
科専攻

普通自動車免許（ＡＴ
可）

3年
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