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1 若 日鉄住金ハ－ド　株式会社
製鉄圧延ロール・ローラー各種プラン卜部品等、耐熱・耐
摩耗製品の製造

永年にわたり培った溶接・フレームハードニング技術に、
溶射・めっきによるコーティング技術を加えたサーフェイシ
ング（表面改質）の総合メーカーとして、産業界のニーズに
即応。

13130-
171468

事務系（総合職） 5 大学卒 5年以内

2
社会福祉法人　徳心会
特別養護老人ホーム　あゆみえん

介護老人福祉施設・訪問介護事業・居宅介護支援事業・
短期入所生活介護事業・訪問看護ステーション

働き易い職場を創り、快適なサービスを提供する。という
理念のもとに、社会福祉サービスの向上に日々取り組ん
でおります。平成２８年８月から新施設に移転し、併設保
育園を設けました。

13160-
13468

介護職員 15 大学、短大、専門卒 3年以内

13150-
48668

一般営業 8 学部・学科不問 3年以内

13150-
49968

技術サービス 8 学部・学科不問 3年以内

4 若 社会福祉法人　合掌苑

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・
デイサービス・ヘルパーステーション・訪問看護ステーショ
ン・居宅介護支援事業所・障がい者デイサービス・訪問入
浴サービス

町田市南地区において総合的な介護サービスを提供。在
宅から入居のお客様まで様々な角度から介護サービスを
提供し、地域の住民のニーズに応じています。「次世代認
定マークくるみんマーク」取得

13190-
9168

一般介護職（ケアワーカー） 8
大学
短大
専門学校

3年以内

5 株式会社　ＴＢＫ
大型自動車用ブレーキ・ポンプの、研究開発設計・製造・
販売など

東証１部上場
国内シェア７０％以上

13190-
16168

総合職 10
仕事内容「１」の設計・開発につ
き、機械工学あるいは電気・電子
履修

3年以内

6 若 株式会社　昭和石材工業所
各種建設資材用砕石、アスファルト合材、再生砕石・再生
合材、生コンクリート並びにその他一般石材の製造販売。

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。

13080-
591368

総合職 2
大学
（学部、学科不問） 3年以内

13150-
59868

技能職 1 大卒以上
（学部、学科不問） 3年以内

13150-
60268

技術職 1 大卒以上
（学部、学科不問） 3年以内

8 若
社会福祉法人　櫻灯会
特別養護老人ホーム　日の出紫苑

特別養護老人ホームの運営　　１・施設入所生活介護
２・短期入所生活介護　　３・居宅介護支援事業
交通：日の出インターから車で１０分、青梅市内から車で１
５分

平成８年にオープンした老人福祉施設です。心のこもった
介護に努めています。（平成１５年ＩＳＯ９００１取得）
施設入居者１００名、短期入居者４名

13160-
24968

介護職 20 不問 5年以内

9 山九　株式会社　東京支店
物流事業
港湾：船舶への貨物の積卸、輸出入貨物の通関等
陸上：貨物の輸送、倉庫保管、輸出入通関等

「人を大切に」を基本理念として、社名の由来でもある「あ
りがとう」の気持ちを常に持ち続け、物流と機工を連動させ
た新しい形の総合サービス企業としての発展を目指して
います。

13060-
147468

港湾運営管理・倉庫運営管理（輸出
入通関作業含）

5 大学院・大学 新卒のみ

10 若 株式会社　ライト ＦＡ制御部品、装置の卸売業
昭和３８年創業以来一貫して黒字経営を続け最近常に高
収益法人３万社以内にランクされています。「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。

13010-
466868

営業 3
大学
（学部学科不問） 5年以内

11
太陽建機レンタル株式会社
東京南支店

建設用機械器具・各種産業用車両・発電機・仮設ハウス・
電動工具等の総合レンタル業

三井物産グループ・住友商事グループ。安定成長を続け
る業界トップクラス企業です。平均年齢３４歳。

13060-
86968

企画営業 3 大学 3年以内

12 若 大東印刷工業　株式会社
○総合印刷業
商業用印刷・販促用印刷における印刷業全般

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。

13120-
51368

営業 5 大学・大学院卒 3年以内

13010-
388168

プログラマー・ＳＥ 3
大学・短大・高専・専修学校・能開
校　各卒（学部学科不問） 3年以内

13010-
389268

コンピュータ操作業務 10
大学・短大・高専・専修学校・能開
校　各卒（学部学科不問） 3年以内

13010-
391768

一般事務・ＩＴサポート・ヘルプデスク 5
大学・短大・高専・専修学校・能開
校　各卒（学部学科不問） 3年以内

14 株式会社　エコス
食料品を中心とするスーパーマーケットの経営。東京都・
神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・福島県にて７
０店舗を展開（平成２８年６月現在）

「個店主義」と「地域の食生活文化への貢献」をテーマに
関東エリアでスーパーマーケットを展開。そして、お客様
のニーズを大切に食と環境を重視する「環境先進企業」で
す。

13150-
62468

総合職（将来の幹部候補） 50 不問 3年以内

13060-
123768

工事事務職 3
大学院・大学・短大・高専・専修
学校・能開校 3年以内

13060-
124668

警備実務及び管理業務 2
大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内

13060-
125968

施工管理職 3
大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内

13060-
126368

経理・総務 2
大学院・大学・短大・高専・専修学
校・能開校 3年以内

16 若
株式会社　トランスパーソナル・ワーク
ス

コンピュータのソフトウェア開発。
特１３－３０４７０９

制御系、組込み型のソフトウェア開発を得意としておりま
す。創立１３年目ですが順調に業績を伸ばしております。
今後はオープン系、Ｗｅｂ系にも手を拡げてまいります。

13146-
131968

コンピュータシステムのプログラム開
発業務

2
専門卒以上
履修科目不問 3年以内

17 リゾートトラスト　株式会社
エクシブシリーズをはじめとする会員制リゾートホテルの
企画開発ならびに会員権販売、ホテルレストラン運営、メ
ディカル事業、ゴルフ事業、マリン事業他

東証・名証第一部上場。会員制リゾートクラブ業界では平
成３年以降連続で売上高トップ企業です。現在全国の施
設展開は４９ヶ所、さらにゴルフ場１３ヶ所も運営していま
す。

13070-
598168

営業職 3 大学 新卒のみ

27180-
71268

営業職（総合職）東京北ブロック 5 大学院・大学・短大・高専 3年以内

27180-
62168

営業職（総合職）神奈川ブロック 2 大学院・大学・短大・高専 3年以内

27180-
64568

営業職（総合職）多摩ブロック 2 大学院・大学・短大・高専 3年以内

27180-
66768

営業職（総合職）千葉ブロック 2 大学院・大学・短大・高専 3年以内

27180-
68968

営業職（総合職）東京ブロック 2 大学院・大学・短大・高専 3年以内

27180-
29868

営業職（総合職）北関東ブロック 5 大学院・大学・短大・高専 3年以内

19 三喜技研工業　株式会社
公共下水道管渠の維持管理、調査、更生工
事　　建物内排水管の調査・修理

地方自治体が主たる取引先で安定しております。順調に
業績を伸ばしています。自社ビルを持ち、活気に溢れてい
ます。現在更なる業種拡大を図っているところです。中小
企業退職金共済加入

13150-
24368

下水道管路メンテナンス工事スタッフ 1 不問 3年以内

20 若 東京電工　株式会社 木造・ＲＣ電気設備工事、空調設備工事、消防設備工事
会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長し、三
多摩地区では総合的にＡクラスの会社です。ＩＴ関連の設
備も投入し、更に技術的にも進歩しています。

13170-
15468

電気工事技術職 5 不問 3年以内

21 西多摩運送　株式会社 貨物自動車運送事業。倉庫事業。旅客自動車運送事業
東京多摩地区を中心に、埼玉　神奈川、千葉、山梨、大阪
に拠点を構え、質の高い物流サービスを通じてお客様か
ら高い信頼を得ている。

13150-
139868

総合職 3 ４年制大学卒（学部・学科不問） 1年以内

13110-
89568

建築系プラントエンジニア 1
大学院卒・大学卒・高専卒
＊建築関係学科・専攻の修了者 3年以内

13110-
50868

プラントエンジニア 2
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）系の学部、修士修了者＊機械工学関
連の高等専門学校修了者

3年以内

13110-
51068

電気系プラントエンジニア 2
大学院卒・大学卒・高専卒
＊電気・電子系の学部、修士修了者
＊電気関連の高等専門学校修了者

3年以内

23 木部建設株式会社 土木工事業
トンネル工事・ダム工事専門の会社です。　　　全国各地
に現場を持ち、山岳トンネル・都市土木を手掛けており、
無借金経営を続けています。

13170-
42668

土木職 5 不問 3年以内

24 株式会社　アップストリーム
港区と大田区で飲食事業を展開しており、昨年度から新
規事業を展開しています。

ペットが入れる飲食店を展開しています。
13040-
1003368

飲食店の調理又は接客 10 不問 2年以内

25 株式会社　首都圏ロジスティクス

東日本を中心にお客様のエリア拡大に柔軟に対応した
サービスを提供し、輸配送だけでなく、物流倉庫運営も数
多く手掛け、最新のノウハウでより高品質なサービスを提
供しています。

物流会社において、大切なことは安全を徹底し、商品をお
客様のもとへきちんと届けることです。”安全第一”をモッ
トーに、商品がきちんとお客様の元に届くということに注力
しております。

11030-
515768

物流センター業務職（総合職） 10 大学 3年以内

26 株式会社　大東青果
首都圏のデパート、スーパーにおける野菜・果実の専門
店

テレビで有名。日本一を目指す、青果のスーパーチェーン
店。
現在３３店舗、売上高６６億、年３店舗ぺースで積極的に
展開中の会社です。

13150-
15368

総合職（将来の店長、幹部候補） 6 大学卒以上（学部、学科不問） 3年以内

13150-
20468

建設設備技術者 3 工学系の学科専攻の方 3年以内

13150-
21768

設計技術者（ＣＡＤ使用） 3
工学系の学科専攻の方
（ＣＡＤ含む） 3年以内

28 ガーデンベーカリー　株式会社
菓子パン類の製造販売 セブン－イレブン向け焼き立てパンの製造

カルビー(株)１００％出資の戦略会社
13150-
122068

総合職 2 短大・専門学校卒以上 3年以内

建築設備全般を市町村・都・国等から多数受注の実績
有。又大手ゼネコン等からの受注も数多く有。三多摩設備
業界に於て毎年完成工事高が上位にランクされている。Ｉ
ＳＯ９００１認証・取得。

27 八重洲工業　株式会社若
空調設備、給排水衛生設備、消防設備等の建築設備全
般にわたる設計、施工及び保守（メンテナンス）業務。

当社は引越を「運送業」ではなく「サービス業」として発展さ
せた業界のリーディングカンパニーです。「暮らし方の提
案」をキーワードに国内物流事業、住宅関連事業、保育事
業等を展開しています

当社は「物」ではなく「サービス＝人」を商品として扱ってい
ます。そのため人と接することが好きな社員が多く、初心
者の方でも丁寧に教える環境があります。

22 ＡＤＥＫＡ総合設備　株式会社若
化学品・食品・医薬品・化粧品及び環境関連プラントの設
備計画、設計、施工、試運転、メンテナンスなどを一環し
て、総合的に行っている。

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。

18
アートコーポレーション　株式会社
（アート引越センター）

創業以来４７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。

15 株式会社　木村工業若

公共工事（東京都、大田区発注）を中心に生活の基盤とな
るライフラインを守り、地域の皆様から“必要とされる事
業”を行っております。（上下水道施設、道路舗装、公園維
持管理、警備業など）

「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。

13
ナビオコンピュータ株式会社　東京本
社

コンピュータソフトウェアの開発
コンピュータ技術者の派遣（派２７－０１００８４）
コンピュータシステムの運用管理

自社開発の機器で管理システム化し、ビル施設・住宅の
給排水・消毒・食品安全の衛生管理の営業を推進してい
ます。

三井造船マシナリー・サービス株式会
社
東京事業所

7
ドイツ社の製造する空冷、水冷ディーゼルエンジンの販売
と、同エンジンを塔載する各種発電機セット、ポンプセット
等の設計・製作・裾付。また、各種産業機械の設計・製作・
裾付。

三井造船１００％出資の子会社でありグループの中核を
担う機械製造会社です。歴史ある技術と最先端技術を駆
使し、社会、インフラ、主要産業の基幹分野を構成する
様々な製品を提供しています。

3 エコア　株式会社
私達は、幅広い環境業務に関する実績と豊富なノウハウ
で新しい建物総合環境を提案し、人間の健康と環境で真
の豊かさを提供している建物総合環境管理の企業です。
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29 ＳＢＳゼンツウ株式会社
一般貨物・定温輸送及び共同配送並びに個別宅配事業。
各種商品の受発注業務代行及び仕入れ販売。商品の荷
受け・保管・仕分け・ピッキング及び包装・加工作業。

「お客様のして欲しいようにする」を基本理念とし、何事に
もチャレンジして、一貫物流を目指している創造物流企業
です。弊社は、東証一部上場のＳＢＳグループの一員で
す。

11010-
106568

接客およびルート配送 10 不問 3年以内

13080-
150768

一般事務（タクシー配車業務）／２４
時間型

5 大学、短大、高専、専修 3年以内

13080-
151668

一般事務（タクシー配車業務）／日勤
中心型

5 大学、短大、高専、専修 3年以内

31 エル・エス・アイ　ジャパン株式会社

放送・通信用機器の設計・製造および販売とシステム構築
を行っています。テレビやラジオ放送、道路や鉄道などの
インフラ、そして警察など公共性の高い分野のユーザーに
豊富な実績があります。

顧客のニーズを適えることを最優先とし、自他の技術やリ
ソースをフル活用する柔軟な「ものづくり」を行い、この姿
勢を創業以来継続しています。

13010-
542668

技術者（ソフトウェア／ハードウェア
開発）

3
大学院・大学・短大・高専・専修学
校（学部学科不問） 3年以内

13040-
1132668

総合職（企画職、営業職・管理開発
職員）

3
短大卒以上　又は、
服飾専門学校卒 3年以内

13040-
1133968

ファッションアドバイザー（販売職） 3
短大卒以上　又は、
服飾専門学校卒 3年以内

13090-
76368

ＳＥ（システムエンジニア） 5
大学院、大学、短大、高専卒
（学部・学科不問） 3年以内

13090-
77868

プログラマー 5
大学院、大学、短大、高専卒
（学部・学科不問） 3年以内

34 若 ｓｏａｍ．ＩＣＴ　株式会社
企業向けソフトウエアシステムの設計・開発・運用。
業務アプリケーション開発、インフラ構築、システム運用、
サポートサービス等。

お客様の信頼をモットーに丁寧なモノ作りに徹していま
す。また、社員とのコミュニケ－ションを大切にする風通し
の良い会社です。社員のスキルアップ・キャリア形成をサ
ポートします。

13200-
35968

プログラマー　システムエンジニア 2 不問 3年以内

35 若 株式会社メモリアルアートの大野屋

霊園の造成企画および分譲受託、墓所造営等の請負、諸
石材の加工販売および石材工事の請負、仏壇・仏具類の
販売、生命保険及び損害保険代理店業務、葬祭業及び
斎場の経営等

「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。

13080-
120368

総合職（営業および事務） 10 不問 5年以内

36 株式会社　イー・ウエスト
ソフ卜ウェア開発・システム設計

特１３－１４００６８

社員の平均年齢は２９歳、思いやりと責任感あふれる若
者達です。コンピュータの好きな方、楽しく仕事がしたい
方、理想の会社を造り育てたいと考える方をお待ちしてい
ます。

13146-
41768

プログラマ、システムエンジニア 5 不問 3年以内

13090-
266768

営業職 3
大学・短大卒
（学部・学科不問） 3年以内

13090-
267668

施工管理スタッフ 2
大学・短大卒
（学部・学科不問） 3年以内

13150-
93268

整備職 5 文理不問 3年以内

13150-
94568

営業職（自動車ショールーム） 5 文理不問 3年以内

39 株式会社日本ハウスホールディングス
在来木造住宅の設計・施工・監理・販売及び宅地建物取
引並びに建設資材、住宅関連商品の販売

日本ハウスＨＤは、木造・ひのきにこだわって高耐久な家
造りをし、日本の住文化に貢献します。平成２４年３月より
全商品太陽光発電システムを標準搭載し、日本の将来の
環境に貢献します。

13010-
222368

総合職（営業）／全国
115

大学院、大学、短大、高専、専修
学校、能開校（学部・学科不問） 3年以内

40 ブルーチップ　株式会社
ポイントカードシステムを媒介に、売上向上のバックアップ
サポートをしている販売促進専業会社

創業５０年以来、一貫して地域の小売業の良きパートナー
として販売促進システムを提供し続け、ポイントカードビジ
ネスのリーディングカンパニーとして全国展開している会
社です。

13010-
603468

総合職（コンサルティング営業） 5
短大・大卒
（学部・学科不問） 3年以内

41 株式会社　オノマシン
一般機械器具の総合商社
住宅関連機器　産業用機械工具　電設用機械等　一部海
外輸入輸出あり

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１４事業所で全国ネットする。

27030-
103968

営業・営業事務・商品管理 5 大卒以上 3年以内

42 市村酸素　株式会社
一般高圧ガス、医療用ガス及び特殊ガスの製造・販売、
各種溶接機・溶断機、溶接材料、電動工具、産業機械、駐
輪設備の販売

多摩地区を中心に地域に密着した創業６６年の安定企業
です。
立川税務署から優良申告法人として表彰されております。

13150-
131168

技術職 3

４年制大学卒
理系学部専攻を望む
（高圧ガス等の基礎知識、扱いに対す
る理解を要する）

1年以内

43 若 双葉産業株式会社
化学工業薬品等卸売
八王子を中心に埼王、神奈川、山梨県と地の利を生かし
て営業エリアが拡大しています。

会社創立以来着実に業積を伸し続け（年商５３億９千万
円）、安定成長を遂げている。年間休日も１２７日と土曜、
年末年始、夏休み等福利厚生面も充実している。

13146-
55168

営業職 3
大学
（履修科目不問） 3年以内

44 パイオニクス　株式会社
電子部品商社として、世界最大手のコンデンサメーカ村田
製作所の代理店の他、７５０社の仕入れ先を有し国内１０
拠点の営業所を展開しています。前期売上７５億円計上。

電子部品商社機能の他、オリジナル半導体の開発会社を
傘下に持ち、独自の販売体制を有しております。

13150-
111968

営業職 3 学部、学科不問 4年以内

13040-
1128168

セールスドライバー 5
大学・短大・高専卒
（学部学科不問） 3年以内

13040-
1131768

商品管理士 10
大学・短大・高専卒
（学部学科不問） 3年以内

13040-
357768

総合職 10
大学卒・大学院卒
（学部学科不問） 3年以内

当社は創業７２年の物流会社で食品、アパレル、雑貨等
の大手メーカー様とお取引があります。また私たちが関わ
るすべてから信頼されることが大切だと考え、今後も成長
を目指します。

日本ロジテム　　株式会社45
首都圏を中心に事業を展開し、商品の輸送・保管やお客
様のニーズに合わせて商品を加工する流通加工、オフィ
ス移転、個人引越しなど、総合的な物流サービスを提供し
ています。

パナソニック株式会社１００％出資の連結子会社です。東
京・千葉に１０ヶ所の営業拠点を設け地域密着型の営業
展開。営業所は５～３０名程度で社内の風通しも良好で
す。

株式会社　スズキ自販南東京38 若

『スズキ株』の製造する軽自動車、小型車の販売、自動車
部品及び用品の販売、自動車の車検・整備。損害保険の
代理業務。
＊再雇用：就業基準により年金年齢まで。

『スズキ株』の１００％出資の直営会社で、東京のベッドタ
ウンとしてますます発展の期待される多摩地域を担当。流
行に敏感な地元の若者たちが情熱的に仕事に取り組んで
いる集団です。

首都圏電工　株式会社37 電気工事材料の卸売・販売（照明機器・配線器具・配管機
材・空調機器・ＯＡ機器・情報システム機器等を取扱う）

国内トップクラスのプレタメーカー。お客様に愛されるのは
「本当に良い物」。「何万着つくってもお客様には一人一
着」を合言葉に品質の高さにこだわっています。　（東証・
大証２部上場）

株式会社　デジックデザイン33 若

各種Ｗｅｂソリューション／業務系システムなどの設計・開
発業務。主に、鉄道・エアラインなどの公共交通向け業務
システムや、自治体、消防などの公共システムの開発を
行っています。

経験豊富な技術者と若手ＳＥが伴に頑張ろうと集まった、
独立系のシステム開発会社です。現在５０数名の技術者
が各分野で活躍しており、お客様からも高い評価をいただ
いております。

32 株式会社　ラピーヌ　東京店 婦人服及び服飾雑貨等の企画・製造・卸売・販売

30 東京無線協同組合
中小企業等協同組合・タクシーの無線配車業務、東京都
認定職業訓練校（タクシー乗務員教育）

当協同組合は、加入会社６０社・車両台数４５００台におよ
び、タクシー無線配車、職業訓練校、お客様乗車利用の
チケット、カード計算業務等を行なっている安定した職場
です


