
会場

開催日 平成29年2月2日（木）　13：30～16：30　（受付時間13:00～15:30）

平成29年３月大学等卒業予定者　及び

既卒者（大学院・大学・短大・高専・専修学校等を卒業後概ね３年以内の方）

参加企業 170社予定

問合せ先 東京新卒応援ハローワーク　電話03-5339-8609

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）

対象者

第３回 新規大卒者等合同就職面接会 

（２月） 

参加企業・求人一覧表 【ブース順】 



修正履歴

修正月日 修正内容 ブース 事業所名 詳細

1/13 分類 148 三協工業　株式会社 「プラントエンジニア」の職種別分類を訂正。　5 ICT系⇒7 専門職・その他

1/24 参加辞退 67 株式会社フォーサムアクティブ 参加辞退

1/24 職種名 90 日東工機株式会社 職種名「営業及び営業事務」⇒「営業」

1/24 分類 68 インフィニティメディカルソフト株式会社 「技術サポート」の職種別分類を訂正。　7 専門職・その他⇒5 ICT系

1/24 分類 111 東罐商事株式会社 「セールスエンジニア」の職種別分類を訂正。5 ICT系⇒2 営業

1/24 分類 133 株式会社イクス 「フィールドエンジニア」の職種別分類を訂正。5 ICT系⇒7 専門職・その他

1/25 追加求人 6 東京理化器械株式会社 「事務職（総務・人事）」求人番号13010-21778　を追加
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ブース 事業所名 産業分類 職種名

1 藤原鋼材　株式会社 鉄鋼製品卸売業 営業（総合職）

2 日新明弘テック　株式会社　東京支社 電気機械器具卸売業 ①技術職　②営業職

3 日本電算　株式会社 ソフトウェア業
①ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ・ｼｽﾃﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ
②営業職　③事務職

4 株式会社　エレコン 設備工事業 事務職（幹部候補）

5 株式会社　Olympic 百貨店，総合スーパー 総合職（販売）

6 東京理化器械　株式会社 計量器・測定器・分析機器等
①商品企画　②製品開発設計職　③営業職
【追加求人】④事務職（総務・人事）

7 旭商事株式会社 産業機械器具卸売業 ①営業職／神奈川県　②営業職／埼玉県

8 株式会社　そごう・西武　西武渋谷店 百貨店，総合スーパー 販売職

9 日立物流ファインネクスト　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（販売）

10 株式会社　京王ストア 百貨店，総合スーパー 販売職

11 株式会社　昭和システムエンジニアリング ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ

12 株式会社　アマイ 各種商品卸売業
①管理業務（事務）　②食肉の製造加工及び商品管理
③ホテル・レストラン等への営業

13 電子磁気工業　株式会社 電気計測器製造業 ①事務職　②営業職　③技術職

14 日本空輸　株式会社 航空運送業 総合職（事務・営業）

15 協和情報開発　株式会社 専門サービス業 システムエンジニア・基盤構築

16 株式会社　グロース ソフトウェア業 システムエンジニア

17 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務

18 アイセイ　株式会社 事業サービス業 ①構造物の点検・調査・計測・診断　②図面作成

19 イーネット　株式会社 ソフトウェア業
①．ＮＥＴ、ＪＡＶＡ、ＰＨＰのＰＧ　②Android、iPhoneアプリ
開発SEまたはPG　③サーバー運用・構築エンジニア

20 株式会社　サンシステム ソフトウェア業 SE・プログラマー

21 矢東タイヤ商事　株式会社 自動車小売業 ①営業事務　②自動車ピットサービス

22 株式会社　エフ・エム総合研究所 専門サービス業 総合職

23 ナビオコンピュータ　株式会社　東京本社 ソフトウェア業
①プログラマー・SE　②コンピューター操作業務
③一般事務・ITサポート・ヘルプデスク

24 株式会社　店舗プランニング 機械器具卸売業 営業・システムエンジニア

25 株式会社　アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職

26 日本デジタルデザイン　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー

27 テレニシ　株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事

28 山下システムズ　株式会社 電子計算機・同附属装置製造業 ①営業　②生産技術　③開発設計

29 株式会社　スーパーリージョナル 情報処理・提供サービス業 営業

30 株式会社　国分電機 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 営業職

31 フィグラ　株式会社 ガラス・同製品製造業 ①営業職（ガラス製品）　②研究開発職（東京・埼玉）

32 日東化工機　株式会社 一般産業用機械・装置製造業 ①製造・施工工程管理他　②営業

33 株式会社　エイチ・エス・ジェイ 電気通信・信号装置工事業 ①施工管理及び設計　②営業

34 松下工機　株式会社 産業機械器具卸売業 営業（ルートセールス）

35 アイシーエクスプレス　株式会社 一般貨物自動車運送業 営業

36 株式会社　共栄商事 機械器具卸売業 ①設計開発　②貿易事務　③営業

37 株式会社　マコト 食堂，レストラン ①店舗管理　②調理　③営業

38 社会福祉法人　池上長寿園 老人福祉・介護事業 ①総合職／福祉職　②一般職／福祉職

39 産業リーシング　株式会社 産業用機械器具賃貸業
①タワークレーン等の技術営業
②タワークレーン施工管理・組立・技術補助・クレーン運転等

40 株式会社　カタヤマ 塗装工事業 ①施工管理（本社）　②施工管理（東京）

41 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・店舗運営管理および本部での各業務）

42 株式会社　アクシオン・ジャパン 電子応用装置製造業 技術営業

43 株式会社　フランドル 婦人・子供服小売業 販売職（婦人服）関東エリア
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ブース 事業所名 産業分類 職種名

44 タカミツ工業　株式会社 設備工事業 総合職

45 神明　株式会社 一般土木建築工事業
①営業・スタッフのコーディネーター／上野
②営業／上野

46 斉田電機産業　株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業）

47 東京荏原青果　株式会社 農畜産物・水産物卸売業 営業職

48 株式会社　聚楽 食堂，レストラン ①総合職（接客／管理職候補）　②調理職

49 東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 病院 総合職

50 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

51 株式会社　アロワーズ 電気機械器具卸売業 営業

52 ニチユＭＨＩ東京　株式会社 産業機械器具卸売業 営業職

53 株式会社　ユタカ 計量器・測定器・分析機器等 ①営業　②品質管理　③技術

54 エヌ・ディー・アール　株式会社 ソフトウェア業 ①サーバー・ネットワークエンジニア　②プログラマ

55 ダンロップタイヤ中央　株式会社 自動車卸売業 営業・販売

56 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）

57 サン・ライズ・システムズ　株式会社 ソフトウェア業 ①カスタマーサポート／ヘルプデスク　②情報処理技術者

58 丸喜　株式会社　東京支店 卸売業 営業（ルート）

59 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業

60 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 ①コンピュータ機器インフラ構築　②営業職

61 日本アドバンストリーダーズソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア

62 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

63 株式会社　北英リビング 管工事業 施工管理補助／CADオペレーター／営業

64 株式会社　ハンセン 情報処理・提供サービス業 ①エンジニア　②OA事務

65 Ｃ－ＨＲＣ　株式会社 ソフトウェア業 ITエンジニア

66 株式会社　銀座ヨシノヤ 呉服・服地・寝具小売業 総合職

67 【参加辞退】株式会社　フォーサムアクティブ 情報処理・提供サービス業 【ITエンジニア】システムの運用・構築・保守・SE業務

68 インフィニティメディカルソフト　株式会社 ソフトウェア業
①営業企画（医療向けソフトウェア）　②技術サポート
③医療向けソフトウェア開発エンジニア

69 株式会社　ＫＳＦ ソフトウェア業 システムエンジニア職／プログラマー職

70 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業
①工事事務職　②警備実務及び管理業務
③施工管理職　④経理・総務

71 株式会社　ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業 ①サーバ・ネットワーク／エンジニア　②開発エンジニア

72 株式会社　ティー・エス・イー 情報処理・提供サービス業 ①システム開発SE／PG　②システム開発SEｻﾎﾟｰﾄ

73 株式会社　アペックス ソフトウェア業 SE・プログラマ

74 サンコー・エア・セルテック　株式会社 運輸に附帯するサービス業 技能職

75 株式会社　フォー・ジェイ ソフトウェア業
①ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ　②ｼｽﾃﾑ運用ｴﾝｼﾞﾆｱ　③ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ
④ｴﾝｼﾞﾆｱｱｼｽﾀﾝﾄ　⑤営業　⑥営業事務

76 株式会社　アンテンドゥ パン・菓子製造業 ①ベーカリー製造　②ベーカリー販売

77 株式会社　ミニカラー 印刷業 印刷営業

78 ハンファＱセルズジャパン　株式会社 卸売業 営業職

79 トッパン・フォームズ・オペレーション　株式会社 情報処理・提供サービス業 コンピュータ技術者

80 日新石油　株式会社 燃料小売業 販売（サービススタッフ）

81 雄山　株式会社 各種商品卸売業 営業職

82 養老乃瀧　株式会社 酒場，ビヤホール
居酒屋スタッフ（幹部候補）
①全国転勤有　②エリア内転勤有　②通勤

83 大和産業　株式会社 卸売業 総合職（営業）

84 横山産業　株式会社 セメント・同製品製造業 ①製造設備管理業務　②品質管理係　③総務事務係

85 株式会社　ヤシマ・エコ・システム 専門サービス業 総合職

86 リングロー　株式会社 機械器具小売業 総合職（営業・事務・メンテナンス等）

87 オークスハート　株式会社 飲食料品小売業 販売（店長候補）
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ブース 事業所名 産業分類 職種名

88 栄和建物管理　株式会社 建物サービス業 総合職

89 ＴＤＣネクスト　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

90 日東工機　株式会社 産業機械器具卸売業 営業

91 株式会社　大裕 建物サービス業 総合職（ビルメンテナンス業務）

92 株式会社　アイルネット 機械器具小売業
①一般事務（ECサイトの管理・運用）
②販売（カウンターセールス）

93 株式会社　ダイキエンジニアリング 事業サービス業 ①技術職　②企画・総合職　③技能職

94 旭計器　株式会社 民生用電気機械器具製造業 総合職

95 株式会社　市進ホールディングス 学習塾 正社員総合職（塾の教室運営・授業、学習指導、企画など）

96 イリオスネット　株式会社 小売業 総合職

97 日本塩回送　株式会社 港湾運送業 営業・経理

98 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
①総合職（ロジスティクスマネジメント）
②事務スタッフ

99 株式会社　加藤ガス設備 設備工事業 総合職（営業職、事務職）

100 株式会社　ＹＫイノアス 建築材料卸売業 総合職（営業）

101 株式会社　サイス ソフトウェア業 システムエンジニア・システムプログラマー

102 ＢＸ西山鉄鋼　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職

103 株式会社　ピコ・ナレッジ　東京支社 情報処理・提供サービス業 IT技術者

104 株式会社　木下の介護 老人福祉・介護事業 介護職

105 コーデンシＴＫ　株式会社 電気機械器具卸売業 営業

106 社会福祉法人　泉陽会 老人福祉・介護事業 介護士

107 宇徳ターミナルサービス　株式会社 運輸に附帯するサービス業 コンテナターミナル付随業務（保守、整備、検査、点検等）

108 東京キリンビバレッジサービス　株式会社 食料・飲料卸売業 営業（ルートセールス）

109 株式会社　ケアメイト 社会保険・社会福祉・介護事業 総合職（ケアスタッフ、ケアマネージャー、サポート部門）

110 株式会社　テンフィートライト 情報処理・提供サービス業
①事務系総合職　②営業職
③コールセンターオペレーター

111 東罐商事　株式会社 事業サービス業 セールスエンジニア

112 株式会社　マサル 職別工事業 施工管理職

113 江戸川木材工業　株式会社 建築材料卸売業 営業

114 株式会社　ビービージーシー 情報処理・提供サービス業 ITコンサルタント

115 社会福祉法人　桜栄会 特別養護老人ホーム　砂川園 老人福祉・介護事業 介護職員

116 すばる交通　株式会社 一般乗用旅客自動車運送業 タクシードライバー

117 株式会社　銀座山形屋 男子服小売業 販売（オーダー紳士服、婦人服の販売）

118 社会福祉法人　健修会　特別養護老人ホーム　イーストピア東和 老人福祉・介護事業 介護職員

119 立石フィルター　株式会社 化学製品卸売業 営業

120 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

121 アライ電機産業　株式会社 産業機械器具卸売業 スマートフォン・タブレット等の販売

122 株式会社　ベストライフ 老人福祉・介護事業
①総合職（本社）　②営業職
③施設事務職（介護業務含む）　④総合職（施設幹部候補）

123 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

124 株式会社　トスネット首都圏 警備業 ①総合職コース　②警備職

125 富士レックス　株式会社 旅館，ホテル 総合職（事務又は管理業務）

126 協立情報通信　　株式会社 産業機械器具卸売業 ドコモショップ窓口スタッフ

127 株式会社　ジェイ・プルーフ 一般土木建築工事業 ①営業職　②施工管理

128 三和ニューテック　株式会社 電子部品製造業 営業職

129 ナショナル　ベンディング　株式会社 各種食料品小売業
①総合職（ルートセールス）
②総合職（営業職・ルートセールス）／横浜市

130 株式会社　フェーズワン ソフトウェア業 プログラマ

131 東京ガスオールワンエナジー　株式会社 管工事業 営業職
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ブース 事業所名 産業分類 職種名

132 日本非破壊検査　株式会社 商品・非破壊検査業 検査技術者

133 株式会社　イクス 技術サービス業 フィールドエンジニア

134 株式会社　メイワスカイサポート 運輸に附帯するサービス業 航空機地上支援業務

135 池田煖房工業　株式会社　本店 管工事業 空調・衛生設備施工管理

136 株式会社　アントレンド ソフトウェア業 初級プログラマー

137 成幸利根　株式会社 土木工事業
①建設機械保守作業
②技術職（現場施工管理者）　③営業

138 東亜外業　株式会社　千葉営業所 金属製品製造業 施工管理

139 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

140 ジェノスグループ　株式会社 食料・飲料卸売業 総合職

141 スエヒロシステムライン　株式会社 電気工事業 通信設備工事・電気設備工事

142 鈴与三和建物　株式会社 一般土木建築工事業 ①工事管理　②企画提案営業

143 株式会社　エキスプレス社 広告業 企画営業

144 有元プラント工業　株式会社 管工事業 プラント設備設計

145 株式会社　モトーレン東都 自動車小売業
①アドバイザー（BMW車・MINI車）
②販売（BMW車・MINI車）　③メカニック（BMW車・MINI車）

146 株式会社　山小電機製作所 通信機械器具・同関連機械器具製造業 通信建設資材の設計・製造・取付工事

147 株式会社　カナエ 各種商品卸売業 販売促進

148 三協工業　株式会社 設備工事業
①プラントエンジニア　②製造（環境ﾌﾟﾗﾝﾄ装置等）
③技術ｴﾝｼﾞﾆｱ　④営業

149 アートム　株式会社 インターネット附随サービス業 営業職

150 旭コンステック　株式会社 建築工事業 ①施工管理職　②営業職

151 インターナショナルエクスプレス 株式会社 運輸に附帯するサービス業 ①＜総合職＞貿易業務等　②＜一般職＞貿易業務等

152 翼工業　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 企画営業

153 株式会社　共同土木 産業廃棄物処理業 総合職

154 株式会社　ユーソフト ソフトウェア業 ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ

155 株式会社　五光製作所 輸送用機械器具製造業 ①営業　②設計・開発・品質保証

156 株式会社　東京サーマル 管工事業 空調衛生設備施工管理

157 牧村　株式会社 繊維品卸売業 営業職

158 エヌデック　株式会社 電気工事業 技術職

159 公益財団法人　国際人材育成機構 非営利的団体 外国人技能実習生アテンド業務

160 東京ガスＮext one　株式会社 機械器具小売業 ガス機器の点検・取付・修理・提案など

161 沖昌エンジニアリング　株式会社 土木建築サービス業 土木工事の設計、積算、施工管理及び道路管理業務

162 株式会社　スズヤス 石油・鉱物卸売業 総合職（営業）

163 株式会社　ヴァンテルシステム ソフトウェア業 ①システム営業　②システムエンジニア・プログラマ

164 総合ハウジングサービス　株式会社 不動産管理業 管理マンション技術者／港区

165 東京配電工事　株式会社 電気工事業 総合職（設計、資材、付託等）

166 株式会社　文化カラー印刷 印刷業 営業

167 日本ヴィクトリック　株式会社 金属製品製造業 営業（総合職）

168 株式会社　アイテクノ ソフトウェア業 ITエンジニア

169 株式会社　西原商会 食料・飲料卸売業 総合職（ルート営業）

170 丸三機械建設　株式会社 設備工事業 施工管理
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会　職種別求人一覧表（2月2日・新宿NSビル）

ブース 事業所名 産業分類 職種名
1 藤原鋼材　株式会社 鉄鋼製品卸売業 営業（総合職）
5 株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ 百貨店，総合スーパー 総合職（販売）
9 日立物流ファイン
ネクスト　株式会社 一般貨物自動車運送業 総合職（全国３４ケ所）
14 日本空輸　株式会社 航空運送業 総合職（事務・営業）
22 株式会社エフ・エム
総合研究所 専門サービス業 総合職
38 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
（大卒等）
41 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　および、本部での各業務）

44 タカミツ工業　　
株式会社 設備工事業 総合職
46 斉田電機産業
株式会社 電気機械器具卸売業 総合職（営業）
48 株式会社　聚楽 食堂，レストラン 総合職
（接客／管理職候補）
49 東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 病院 総合職
66 株式会社　
銀座ヨシノヤ 呉服・服地・寝具小売業 総合職
83 大和産業　株式会社 卸売業 総合職（営業）／
東京　他
85 株式会社　ヤシマ・
エコ・システム 専門サービス業 総合職
86 リングロー　株式会社 機械器具小売業 総合職（営業・事務・
メンテナンス等）
88 栄和建物管理　　
株式会社 建物サービス業 総合職
91 株式会社　大裕 建物サービス業 総合職（ビルメンテナンス業務）
93 株式会社　ダイキ
エンジニアリング
東京本社 事業サービス業 企画・総合職
94 旭　計器　株式会社 民生用電気機械器具製造業 総合職／東京
95 株式会社　
市進ホールディングス 学習塾 正社員総合職（塾の教室運営・授業、学習指導、企画など）

96 イリオスネット　
株式会社 小売業 総合職
98 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）
99 株式会社　
加藤ガス設備 設備工事業 総合職
（営業職、事務職）
100 株式会社　ＹＫイノアス 建築材料卸売業 総合職（営業）
102 ＢＸ西山鉄網　
株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 総合職
109 株式会社　ケアメイト 社会保険・社会福祉・介護事業 総合職（ケアスタッフ、ケアマネジャー、サポート部門）
110 株式会社　
テンフィートライト 情報処理・提供サービス業 事務系総合職
122 株式会社　
ベストライフ 老人福祉・介護事業 総合職（本社）
122 株式会社　
ベストライフ 老人福祉・介護事業 総合職
（施設幹部候補）
124 株式会社　
トスネット首都圏 警備業 総合職コース
125 富士レックス
株式会社 旅館，ホテル 総合職
（事務又は管理業務）
129 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）
129 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
（営業職・ルート
セールス）／横浜市
140 ジェノスグループ　
株式会社 食料・飲料卸売業 総合職
151 インターナショナル　
エクスプレス　
株式会社 運輸に附帯するサービス業 ＜総合職＞
貿易業務等
153 株式会社　共同土木 産業廃棄物処理業 総合職
162 株式会社　スズヤス 石油・鉱物卸売業 総合職（営業）
165 東京配電工事
株式会社 電気工事業 総合職
（設計、資材、付託等）
167 日本ヴィクトリック　
株式会社 金属製品製造業 営業（総合職）
〈上下水道施設等の
配管製品〉
169 株式会社　西原商会 食料・飲料卸売業 総合職【ルート営業】
関東地区

ブース 事業所名 産業分類 職種名
2 日新明弘テック　
株式会社　東京支社 電気機械器具卸売業 営業職
3 日本電算株式会社 ソフトウェア業 営業職
6 東京理化器械
株式会社 計量器・測定器・分析機器等 営業職
（自社製品の販売）
7 旭商事株式会社 産業機械器具卸売業 営業職／神奈川県
7 旭商事株式会社 産業機械器具卸売業 営業職／埼玉県
12 株式会社　アマイ 各種商品卸売業 ホテル・レストラン等
への営業
13 電子磁気工業　
株式会社 電気計測器製造業 営業職
（東京営業所
ルート営業中心に
提案営業）
24 株式会社　
店舗プランニング 機械器具卸売業 営業・システムエンジニア
25 株式会社　
アイワコピー 速記・ワープロ入力・複写業 営業職

28 山下システムズ　
株式会社 電子計算機・同附属装置製造業 営業
29 株式会社　
スーパーリージョナル 情報処理・提供サービス業 営業
30 株式会社　国分電機 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 営業職
31 フィグラ　株式会社 ガラス・同製品製造業 営業職（ガラス製品）
32 日東化工機　
株式会社 一般産業用機械・装置製造業 営業
33 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
34 松下工機　株式会社 産業機械器具卸売業 営業
（ルートセールス）
35 アイシーエクスプレス　株式会社 一般貨物自動車運送業 営業
36 株式会社共栄商事 機械器具卸売業 営業
37 株式会社　マコト 食堂，レストラン 営業
39 産業リーシング　
株式会社 産業用機械器具賃貸業 タワークレーン等の
技術営業職
42 株式会社　
アクシオン・ジャパン 電子応用装置製造業 技術営業
45 神明　株式会社 一般土木建築工事業 営業・スタッフのコーディネーター／上野
45 神明　株式会社 一般土木建築工事業 営業／上野
47 東京荏原青果
株式会社 農畜産物・水産物卸売業 営業職
50 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
51 株式会社　アロワーズ 電気機械器具卸売業 営業
52 ニチユＭＨＩ東京　
株式会社 産業機械器具卸売業 営業職

１　総合職

２　営業



第３回 新規大卒者等合同就職面接会　職種別求人一覧表（2月2日・新宿NSビル）

ブース 事業所名 産業分類 職種名
53 株式会社　ユタカ 計量器・測定器・分析機器等 営業
55 ダンロップタイヤ中央
株式会社 自動車卸売業 営業・販売
58 丸喜　株式会社　
東京支店 卸売業 営業（ルート）
59 水戸工業　株式会社 産業機械器具卸売業 営業
60 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 営業職
68 インフィニティ
メディカルソフト　
株式会社 ソフトウェア業 営業企画（医療向け
ソフトウェア）
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 営業
77 株式会社　ミニカラー 印刷業 印刷営業
78 ハンファＱセルズ
ジャパン　株式会社 卸売業 営業職
81 雄山　株式会社 各種商品卸売業 営業職
90 日東工機　株式会社 産業機械器具卸売業 営業
97 日本塩回送　
株式会社 港湾運送業 営業・経理
105 コーデンシＴＫ　
株式会社 電気機械器具卸売業 営業
108 東京キリンビバレッジサービス株式会社 食料・飲料卸売業 営業（ルートセールス）
110 株式会社　
テンフィートライト 情報処理・提供サービス業 営業職
111 東罐商事株式会社 事業サービス業 セールスエンジニア
113 江戸川木材工業　
株式会社 建築材料卸売業 営業
119 立石フィルター　
株式会社 化学製品卸売業 営業
122 株式会社　
ベストライフ 老人福祉・介護事業 営業職（有料老人ホーム入居相談員）
127 株式会社　
ジェイ・プルーフ 一般土木建築工事業 営業職
128 三和ニューテック　
株式会社 電子部品製造業 営業職
131 東京ガスオールワンエナジー　株式会社 管工事業 営業職
137 成幸利根株式会社 土木工事業 営業職
142 鈴与三和建物　
株式会社 一般土木建築工事業 企画提案営業
143 株式会社　
エキスプレス社 広告業 企画営業
147 株式会社　カナエ 各種商品卸売業 販売促進
148 三協工業　株式会社 設備工事業 営業
149 アートム株式会社 インターネット附随サービス業 営業職
150 旭コンステック　
株式会社 建築工事業 営業職
152 翼工業　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 企画営業
155 株式会社　
五光製作所 輸送用機械器具製造業 営業
157 牧村　株式会社 繊維品卸売業 営業職
163 株式会社　
ヴァンテルシステム ソフトウェア業 システム営業
166 株式会社　
文化カラー印刷 印刷業 営業

ブース 事業所名 産業分類 職種名
3 日本電算株式会社 ソフトウェア業 事務職
4 株式会社　エレコン 設備工事業 事務職（幹部候補）
【関東】
6 東京理化器械
株式会社 計量器・測定器・分析機器等 商品企画（製品開発）
6 東京理化器械
株式会社 計量器・測定器・分析機器等 【追加求人】　事務職（総務・人事）
12 株式会社　アマイ 各種商品卸売業 管理業務（事務）
13 電子磁気工業　
株式会社 電気計測器製造業 事務職
（庶務課、一般事務）
17 株式会社　丸和通運 一般貨物自動車運送業 管理事務
21 矢東タイヤ商事　
株式会社 自動車小売業 営業事務
23 ナビオコンピュータ
株式会社　東京本社 ソフトウェア業 一般事務・ＩＴサポート
・ヘルプデスク
36 株式会社共栄商事 機械器具卸売業 貿易事務
57 サン・ライズ・システムズ　株式会社 ソフトウェア業 カスタマーサポート／
ヘルプデスク（西新宿）
64 株式会社　ハンセン 情報処理・提供サービス業 ＯＡ事務
70 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 工事事務職
70 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 経理・総務
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 営業事務
84 横山産業　株式会社 セメント・同製品製造業 総務事務係
92 株式会社アイルネット 機械器具小売業 一般事務（ＥＣサイトの管理・運用）／港区南青山
98 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
122 株式会社　
ベストライフ 老人福祉・介護事業 施設事務職
（介護業務含む）
151 インターナショナル　
エクスプレス　
株式会社 運輸に附帯するサービス業 ＜一般職＞
貿易業務等
159 公益財団法人　
国際人材育成機構 非営利的団体 外国人技能実習生
アテンド業務

ブース 事業所名 産業分類 職種名
8 株式会社　そごう・西武　西武渋谷店 百貨店，総合スーパー 販売職
10 株式会社　京王ストア 百貨店，総合スーパー 販売職
27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（妙典）
27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（広尾）
27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（三軒茶屋茶沢通り）

27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（武蔵小山）
27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（四谷三丁目）
27 テレニシ株式会社 電気通信に附帯するサービス業 ソフトバンクショップでの販売の仕事（モラージュ柏）
37 株式会社　マコト 食堂，レストラン 店舗管理
43 株式会社　フランドル 婦人・子供服小売業 販売職（婦人服）
関東エリア

３　事務

４　販売・接客



第３回 新規大卒者等合同就職面接会　職種別求人一覧表（2月2日・新宿NSビル）

ブース 事業所名 産業分類 職種名
76 株式会社　
アンテンドゥ パン・菓子製造業 ベーカリー販売
80 日新石油　株式会社 燃料小売業 販売
（サービススタッフ）
82 養老乃瀧　株式会社 酒場，ビヤホール 居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊全国転勤有
82 養老乃瀧　株式会社 酒場，ビヤホール 居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊エリア内転勤有
82 養老乃瀧　株式会社 酒場，ビヤホール 居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊通勤
87 オークスハート
株式会社 飲食料品小売業 販売（店長候補）
92 株式会社アイルネット 機械器具小売業 販売（カウンター
セールス）
110 株式会社　
テンフィートライト 情報処理・提供サービス業 コールセンター
オペレーター
117 株式会社　
銀座山形屋 男子服小売業 販売（オーダー紳士服、婦人服の販売／首都圏）
120 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
121 アライ電機産業　
株式会社 産業機械器具卸売業 スマートフォン・タブレット等の販売
126 協立情報通信　　
株式会社 産業機械器具卸売業 ドコモショップ
窓口スタッフ
145 株式会社　
モトーレン東都 自動車小売業 アドバイザー
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）
145 株式会社　
モトーレン東都 自動車小売業 販売
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）

ブース 事業所名 産業分類 職種名
3 日本電算株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア・
プログラマ・システム
マネージャー

11 株式会社　
昭和システム
エンジニアリング ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ
15 協和情報開発　
株式会社 専門サービス業 システムエンジニア・
基盤構築
（単身用社宅あり）
16 株式会社　グロース ソフトウェア業 システムエンジニア
19 イーネット株式会社 ソフトウェア業 ．ＮＥＴ、ＪＡＶＡ，
ＰＨＰのＰＧ
19 イーネット株式会社 ソフトウェア業 Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉｐｈｏｎｅ
アプリ開発ＳＥ又は
ＰＧ
19 イーネット株式会社 ソフトウェア業 サーバー運用・構築
エンジニア
20 株式会社　
サンシステム ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマー
23 ナビオコンピュータ
株式会社　東京本社 ソフトウェア業 プログラマー・ＳＥ
23 ナビオコンピュータ
株式会社　東京本社 ソフトウェア業 コンピュータ操作業務
26 日本デジタルデザイン　株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア
プログラマー
54 エヌ・ディー・アール　
株式会社 ソフトウェア業 サーバー・ネットワークエンジニア
54 エヌ・ディー・アール　
株式会社 ソフトウェア業 プログラマ
57 サン・ライズ・システムズ　株式会社 ソフトウェア業 情報処理技術者（ＳＥ、ＰＧ）Ｗｅｂ系言語にてシステム構築

60 アルファコンピュータ　株式会社 情報処理・提供サービス業 コンピュータ機器
インフラ構築
61 日本アドバンストリーダーズソフトウェア
株式会社 ソフトウェア業 システムエンジニア
64 株式会社　ハンセン 情報処理・提供サービス業 エンジニア
65 Ｃ－ＨＲＣ株式会社 ソフトウェア業 ＩＴエンジニア
67 【参加辞退】株式会社フォーサムアクティブ 情報処理・提供サービス業 【ＩＴエンジニア】
システムの運用・
構築・保守・ＳＥ業務
68 インフィニティ
メディカルソフト　
株式会社 ソフトウェア業 医療向けソフトウェア
開発エンジニア
68 インフィニティ
メディカルソフト　
株式会社 ソフトウェア業 技術サポート
69 株式会社　ＫＳＦ ソフトウェア業 システムエンジニア職
プログラマー職
71 株式会社　ミラクルソリューション 情報処理・提供サービス業 サーバ・ネットワーク
／エンジニア
71 株式会社　ミラクル
ソリューション 情報処理・提供サービス業 開発エンジニア
72 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
72 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
73 株式会社　アペックス ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 プログラマー
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 システム運用
エンジニア
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 ネットワーク
エンジニア
75 株式会社
フォー・ジェイ ソフトウェア業 エンジニア
アシスタント
79 トッパン・フォームズ・
オペレーション　
株式会社 情報処理・提供サービス業 コンピュータ技術者
89 ＴＤＣネクスト　
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
101 株式会社　サイス ソフトウェア業 システムエンジニア・
システムプログラマー
103 株式会社　
ピコ・ナレッジ　
東京支社 情報処理・提供サービス業 ＩＴ技術者
114 株式会社　
ビービージーシー 情報処理・提供サービス業 ＩＴコンサルタント
123 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
130 株式会社　フェーズワン ソフトウェア業 プログラマ
136 株式会社　
アントレンド ソフトウェア業 初級プログラマー
139 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
154 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

163 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
168 株式会社　アイテクノ ソフトウェア業 ＩＴエンジニア

ブース 事業所名 産業分類 職種名
38 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
（専修学校卒等）
104 株式会社　
木下の介護
（ライフコミューン） 老人福祉・介護事業 介護職
106 社会福祉法人　
泉陽会 老人福祉・介護事業 介護士
115 社会福祉法人桜栄会　
特別養護老人ホーム
砂川園 老人福祉・介護事業 介護職員
118 社会福祉法人健修会　
特別養護老人ホーム
イーストピア東和 老人福祉・介護事業 介護職員
122 株式会社　
ベストライフ 老人福祉・介護事業 介護職

５　ICT系

６　介護福祉



第３回 新規大卒者等合同就職面接会　職種別求人一覧表（2月2日・新宿NSビル）

ブース 事業所名 産業分類 職種名

ブース 事業所名 産業分類 職種名
2 日新明弘テック　
株式会社　東京支社 電気機械器具卸売業 技術職
6 東京理化器械
株式会社 計量器・測定器・分析機器等 製品開発設計職
（自社製品の開発）
12 株式会社　アマイ 各種商品卸売業 食肉の製造加工
及び商品管理
13 電子磁気工業　
株式会社 電気計測器製造業 技術職（仕様検討、
実験、設計等担当
する開発型技術職）

18 アイセイ　株式会社 事業サービス業 構造物の点検・
調査・計測・診断
18 アイセイ　株式会社 事業サービス業 図面作成
21 矢東タイヤ商事　
株式会社 自動車小売業 自動車ピットサービス
28 山下システムズ　
株式会社 電子計算機・同附属装置製造業 生産技術
28 山下システムズ　
株式会社 電子計算機・同附属装置製造業 開発設計
31 フィグラ　株式会社 ガラス・同製品製造業 研究開発職
（東京・埼玉）
32 日東化工機　
株式会社 一般産業用機械・装置製造業 製造・施工工程管理
他
33 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
36 株式会社共栄商事 機械器具卸売業 設計開発
37 株式会社　マコト 食堂，レストラン 調理
39 産業リーシング　
株式会社 産業用機械器具賃貸業 タワークレーン施工管理・組立・技術補助・クレーン運転等

40 株式会社　カタヤマ 塗装工事業 施工管理（本社）
40 株式会社　カタヤマ 塗装工事業 施工管理（東京）
48 株式会社　聚楽 食堂，レストラン 調理職
53 株式会社　ユタカ 計量器・測定器・分析機器等 品質管理
53 株式会社　ユタカ 計量器・測定器・分析機器等 技術
56 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）
62 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
63 株式会社　
北英リビング 管工事業 施工管理補助／
ＣＡＤオペレーター／
営業
70 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 警備実務及び
管理業務
70 株式会社　木村工業 一般土木建築工事業 施工管理職
74 サンコー・エア・
セルテック株式会社 運輸に附帯するサービス業 技能職
76 株式会社　
アンテンドゥ パン・菓子製造業 ベーカリー製造
84 横山産業　株式会社 セメント・同製品製造業 製造設備管理業務
（川口市領家）
84 横山産業　株式会社 セメント・同製品製造業 品質管理係
（川口市領家）
93 株式会社　ダイキ
エンジニアリング
東京本社 事業サービス業 技術職
93 株式会社　ダイキ
エンジニアリング
東京本社 事業サービス業 技能職
107 宇徳ターミナル
サービス株式会社 運輸に附帯するサービス業 コンテナターミナル
付随業務（保守、
整備、検査、点検等）

112 株式会社　マサル 職別工事業 施工管理職
116 すばる交通　
株式会社 一般乗用旅客自動車運送業 タクシードライバー
124 株式会社　
トスネット首都圏 警備業 警備職
（将来の幹部候補
として採用）
127 株式会社　
ジェイ・プルーフ 一般土木建築工事業 施工管理
132 日本非破壊検査　
株式会社 商品・非破壊検査業 検査技術者
133 株式会社　イクス 技術サービス業 フィールドエンジニア
134 株式会社　
メイワスカイサポート 運輸に附帯するサービス業 航空機地上支援業務
135 池田煖房工業
株式会社 管工事業 空調・衛生設備
施工管理
137 成幸利根株式会社 土木工事業 建設機械保守作業
137 成幸利根株式会社 土木工事業 技術職
（現場施工管理者）
138 東亜外業　株式会社 金属製品製造業 施工管理
141 スエヒロシステムライン　株式会社 電気工事業 通信設備工事・
電気設備工事
142 鈴与三和建物　
株式会社 一般土木建築工事業 工事管理
144 有元プラント工業
株式会社　
東京支社 管工事業 プラント設備設計
145 株式会社　
モトーレン東都 自動車小売業 メカニック
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）
146 株式会社　
山小電機製作所 通信機械器具・同関連機械器具製造業 通信建設資材の設計
・製造・取付工事
148 三協工業　株式会社 設備工事業 製造
（環境プラント装置等）
148 三協工業　株式会社 設備工事業 技術エンジニア
148 三協工業　株式会社 設備工事業 プラントエンジニア
150 旭コンステック　株式会社 建築工事業 施工管理職
155 株式会社　
五光製作所 輸送用機械器具製造業 設計・開発・品質保証
156 株式会社　
東京サーマル 管工事業 空調衛生設備
施工管理
158 エヌデック　株式会社 電気工事業 技術職
160 東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ
株式会社 機械器具小売業 ガス機器の点検・
取付・修理・提案など
161 沖昌エンジニアリング　株式会社 土木建築サービス業 土木工事の設計、
積算、施工管理及び
道路管理業務
164 総合ハウジング
サービス　株式会社 不動産管理業 管理マンション技術者
／港区
170 丸三機械建設
株式会社 設備工事業 施工管理

７　専門職・その他



第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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 1304-
11058-8

藤原鋼材　株式会社 若 昭和３０年の創業以来、産業界になくて
はならない鋼材を供給しています。本社
の他、川崎市に支店座間市に支店と加
工工場があり、大手ゼネコンから中小ま
で多数の取引をいただいております。

創業６０周年を迎えた安定性のある会
社で、株式上場、更には１００年続く安
定企業を目指し、今後を担う人材を募集
します。全員が正社員で、活気のある職
場です。

営業（総合職） 13040-
189968

産業界になくてはならない鉄鋼材の供給を行います。
具体的には、大手ゼネコンや産業プラントメーカー等お客様のニーズにあった
鋼材の販売を行い、大手から中小の加工会社まで既存のお客様を中心に約２
０社を担当していただきます。
初年度１年間は、研修期間とし業務内容についての理解を深めて頂きます。

3 大卒以上 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
（習得見込の方　可）

3年
以内

技術職 13030-
132768

・プラントや製造設備向けにプロセスオートメーション（ＰＡ）ソフトの
　プログラム、検証作業
・ＰＬＣ、ＤＣＳ、タッチパネルエンジニアリング作業
　（ソフトインストール、プログラムチェック）
・現場での機器設置、調整作業
・営業部門技術支援、メンテナンス作業

2 大学院・大学・短大・高
専・専修学校
（電気・電子・機械・情
報工学）

普通自動車免許尚可
（ＡＴ限定可）
ＰＣ　ｏｆｆｉｃｅ基本操作
※日本語Ｎ２レベル

3年
以内

営業職 13030-
114568

制御設備、各種プラント用制御機器、計装機器の営業販売
得意先訪問打ち合わせ、見積書作成
仕入先との発注交渉打合
資料作成、社内伝票作成
対応エリア：関東

4 大学・短大・専修学校 普通自動車免許尚可
（ＡＴ限定可）

3年
以内

システムエンジニア・
プログラマ・システム
マネージャー

13040-
694268

＊ソフトウェアの設計・開発・導入　　＊ネットワーク構築
＊システムコンサルティング　　　　　＊ＳＡＰシステム開発・構築
＊ＩＴエンジニア育成事業　　　　　　＊ソフトバンク代理店
＊ＮＥＣ代理店

30 大学院・大学・短大・高
専・専修学校
（学部学科不問）
※情報系学部尚可

不問 3年
以内

営業職 13040-
695568

・電子機器類（ｉＰａｄ、デジタルサイネージ等）の企画営業
・システムエンジニアリングサービス　マッチング営業
・システムコンサルティング営業
・ノルマなし
・適性をみながら配属

3 大学院、大学、短大、
高専、専修学校
（学部・学科不問）

不問 3年
以内

事務職 13040-
696468

総務、人事、労務、経理、営業事務、業務管理、採用活動　等　事務作業
・勤怠管理、給与計算
・データ入力
・電話応対　等　　適性にあわせて配属

3 大学院、大学、短大、
高専、専修学校
（学部・学科不問）

不問 3年
以内

4 2708-
400814-1

株式会社　エレコン 若 引越しに伴う家電設備工事（主にエアコ
ン）及び大手メ－カ－による業務用空調
設備工事。

当社は東証一部上場企業である（株）
サカイ引越センターの１００％子会社で
す。（株）サカイ引越センターより継続し
て作業依頼が入りますので、安定した
業績が見込めます。

事務職（幹部候補）
【関東】

27080-
12468

入社後は、
・お客様の電話応対（工事日の打合せ等）
・パソコンのデータ入力
・工事手配（工事業者さんへの連絡業務等）　を主に担当していただきます。

4 大学院　大学　短大
高専　専修学校

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
（入社時までに取得必
要）

3年
以内

5 1315-
613717-2

株式会社　Ｏｌｙｍｐｉｃ 小売業（食料品、サイクル、日用家庭雑
貨、ＤＩＹ、ペット、靴等）

２０１５年より従来の食品スーパー、ディ
スカウントストアに加え、自転車・ペット
ショップ・ホームセンター・靴の四つの専
門店をスタート。拘りの一品を提供しま
す。

総合職（販売） 13150-
66368

◎店舗販売職として、商品の販売方法の決定や仕入れ、売場作りや販売、
　接客等の仕事を行っていただきます。
　その後、店長（店舗の最高責任者）として店舗のトータルマネジメント、
　又は、バイヤーとして、取扱い商品選定、価格設定などを行っていただ
　きます。

50 不問 不問 3年
以内

商品企画（製品開発） 13010-
895168

【商品企画】（製品開発）
　○理化学機器の商品企画
　○販売促進検討立案、製品資料・カタログ原稿作成
　○マーケティング業務、市場調査、開発検討用試作の試験

2 短大・大学・大学院卒
（理系学部・学科）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

製品開発設計職
（自社製品の開発）

13010-
896268

【製品開発設計】（電気・電子・機械）
　○機械設計：理化学機器をＣＡＤで設計・作図、検討用試作の試験
　○電気設計：プログラム（制御系）、回路設計（デジタル・アナログ）
　　　　　　　組込みソフトの開発、Ｃ＃によるパソコン制御ソフト開発
　　　　　　　アナログ回路を含む電気回路設計

2 短大・大学・大学院卒
学科（専攻）：電気・電
子・機械系

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

営業職
（自社製品の販売）

13010-
898468

（１）自社製品の販売活動
（２）製品開発・情報の収集
（３）既存有力（官庁・大学等）ユーザーへの活動

2 短大・大学・大学院卒
（文系・理系　問わず）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

【追加求人】
事務職（総務・人事）

13010-
21778

１、諸規定管理
２、社員データー管理
３、労務管理
４、総務的経営資料作成
５、給与計算業務
　　　　　　　　　　　　　※パソコン操作必須

1 大学・短大卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

6 1301-
216496-8

東京理化器械
株式会社

バイオテクノロジーや有機合成化学な
ど、当社の機器は最先端の研究室で使
われています。

理化学機器の開発・生産・販売

（株）アズビルの製品を始めとして、各種
計測・制御機器の販売、ソフト作成・メン
テナンスサービスを行う技術商社。関連
会社でグループを形成、全国に多数営
業所を持つ成長企業です。

計装・制御機器の販売
各種プロセスコンピュータシステムの設
計・販売アフターメンテナンスサービス

日新明弘テック
株式会社　東京支社

2706-
411047-5

2

3 1304-
639894-1

日本電算株式会社 若 ソフトウェア開発
システムコンサルティング
ネットワークシステム構築
ＳＡＰシステム開発、構築
ＩＴエンジニア育成事業
ソフトバンク・ＮＥＣ代理店

２０１４年８月で創業３０周年を迎えまし
た。長年築き上げた信頼・実績のもと、
これからも躍進を続けていきます。
アットホームな雰囲気の会社です。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

営業職／神奈川県 13030-
336668

・営業（固定客のルート販売業務）
・営業に関わる受発注業務
・品出し業務
　営業ノルマはありません。
　商品知識の習得の為の研修並びに営業指導を実施します。

1 大学卒 普通自動車運転免許
（ Ａ Ｔ 限定可）

1年
以内

営業職／埼玉県 13030-
335768

・営業（固定客のルート販売業務）
・営業に関わる受発注業務
・品出し業務
　営業ノルマはありません。
　商品知識の習得の為の研修並びに営業指導を実施します。

2 大学卒 普通自動車運転免許
（ Ａ Ｔ 限定可）

1年
以内

8 1307-
105046-0

株式会社　そごう・西
武　西武渋谷店

各種商品小売業 婦人服を中心としたファッション専門店
として売上も順調。完全週休２日制。社
員食堂など福利厚生施設も完備。

販売職 13070-
410568

ファッション・雑貨領域中心に、当社開発商品であるリミテッドエディションなどの
自主商品売場や自主編集売場での接客販売および関連業務です。
経験や能力に応じて、接客だけではなく、販売リーダー等へのステップアップが
可能です。
販売経験のない方でも、人と接することが好きな方なら大歓迎です。

20 大学院　大学　短大
専修学校

不問 3年
以内

9 1313-
619228-9

日立物流ファイン
ネクスト　株式会社

３ＰＬサービス（化学品プラットフォー
ム）、倉庫運営（保管・流通加工他）、運
送事業、工場内物流、グローバル物流
（香港・中国３ＰＬサービス、香港・中国
輸出入サービス）

弊社は日立物流グループの会社で、危
険物等の化粧品の保管や輸送等の物
流サービスを提供しています。ＤＩＣや日
立化成等の大手化学品メーカーを顧客
に持ち、現在事業を拡大しています。

総合職（全国３４ケ所） 13130-
212968

・営業・・・・・・化学品メーカーを主なターゲットとした営業活動。
　　　　　　　　　メーカーの物流業務を包括的に受託して共同物流
　　　　　　　　　システムを提案。
　　　　　　　　　また現状の物流業務の改善提案等。
・事業所における物流業務全般・・・各営業所、センターにおける運営業務
・管理業務・・・・・総務、経理等。

3 大学卒 不問 3年
以内

10 1320-
1266-3

株式会社　京王ストア 食料品を主体としたスーパーマーケット
チェーン及びコンビニ・売店の経営

京王線・井の頭線・中央線沿線を中心と
した東京西南部に、生鮮食料品・一般
食料品・家庭用品・インテリア用品・衣
料品等を販売する地域密着型のスー
パーマーケットチェーンを展開。

販売職 13200-
14268

・入社後、研修を経て、生鮮食品部門（精肉・水産・青果・惣菜）
　又は、非生鮮部門（加工食品・チルド・家庭用品・衣料）の
　いずれかの部門に配属されます。
・生鮮食品部門では、調理、加工、陳列、販売、発注の業務にたずさわります
・非生鮮部門では、陳列、販売、発注、売場作りの業務にたずさわります。
・適性等によっては、本社の業務に就くことがあります。

15 専修学校・短大・大学・
大学院卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

11 1301-
216475-4

株式会社
昭和システム
エンジニアリング

ソリューション開発。情報システムの企
画から設計・開発・保守までシームレス
なサービス提供。他、データエントリー
サービス。

１９６６年創業の独立系ＳＩ‘ｅｒ。幅広い
業界のお客様に高品質ソリューションを
提供。ＪＡＳＤＡＱ上場企業／ＩＳＯ９００１
認証取得／プライバシーマーク認定取
得

プログラマー・ＳＥ 13010-
463668

企業向け情報システムの開発、保守全般に携わっていただきます。

入社後３～４年はプログラマーとしてプログラミングを中心に担当し、４～５年目
以降はＳＥとして企画、設計などを担当していただきます。

40 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

管理業務（事務） 13040-
1396068

商品出庫や在庫管理用の商品移動作業を行う部署でのスタッフの募集です。
　【一日の流れ】
　午前中は事務職社員６名で当日配達用の伝票の作成をしていただきます。
　作成には販売管理ソフトを使う為、高度なパソコン技術は必要ありません。
　その後は、伝票の整理や電話対応等を行います。

1 大学
（学部学科不問）

不問 否

食肉の製造加工
及び商品管理

13040-
1397168

国産和牛の加工センターにて、芝浦市場で仕入れた食材の食肉製造を行いま
す。
・市場にて一次加工された国産和牛を仕入、それを当社加工センターにて商品
規格に合わせて加工します。
・全ての方が最初は未経験からのスタートです。
　１から知識・技術を学べる環境が整っておりますので、何事にも積極的な方を
お待ちしております。

1 大学 不問 3年
以内

ホテル・レストラン等
への営業

13040-
1398268

・和牛を中心とした高級食材他多種商品を都内ホテルウエディングカンパ
ニー・レストランへ販売します。
【一日の流れ】
　出勤後、当日納品用の商品を配達用のクルマに載せます。
　その後、飲食店・精肉店・ホテル・結婚式場等へ納品します。
　納品の際に商品提案等の商談を行います。
　ルートで決まったお客様を回ります。

1 大学
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
　（ＡＴ限定不可）

3年
以内

12 1304-
203982-5

株式会社　アマイ 創業８８年の食肉総合商社 安全で美味しい素材を選び抜く目、顧客
の様々な要望に応えることのできる加
工技術、市場の未来を的確に捉えた商
品提案、それら全てに絶対の自信を
持っています。

7 1303-
5362-3

旭商事株式会社 伝動機器、工業資材、油圧・空圧機器、
工作機械・物流機器、環境機器の卸売
り

創業以来、産業機器の総合商社として
我が国のメカトロニクス業界発展のー翼
を担って来ました。半世紀に及ぶ社歴
の中で幾多の波を克服しつつ、着実に
業績を伸ばして来たところです。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
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事業内容 会社の特長 職種名 求人番号 仕事の内容
求人
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

事務職
（庶務課、一般事務）

13100-
40868

総務部庶務課にて本社サポート業務を担当して頂きます。
・備品管理（発注、起票、整理）
・小口現金管理（旅費精算、振込、起票）
・会議室管理
・来客、電話応対
その他総務事務、一般事務業務等サポート業務

2 専門・高専卒以上 簿記検定（日商３級以
上）

3年
以内

営業職
（東京営業所
ルート営業中心に
提案営業）

13100-
22968

東京営業所にて法人営業を担当して頂きます。
・提案営業
・ルート営業（顧客管理、フォロー）
・新規開拓
その他、納品・立会いなど営業全般

2 専門・高専卒以上 普通自動車免許（ＡＴ
可）

3年
以内

技術職（仕様検討、
実験、設計等担当
する開発型技術職）

13100-
19168

【技術職】
・受注製産品を担当します。
・担当した装置の仕様検討、実験、設計（機械、電気）、検査、メンテナンス
　まで一貫して業務を行います。
・製造は外部委託をしているので、仕様検討、実験、設計の仕事が中心と
　なります。
・自分で考えた装置を一から作っていくとてもやりがいのある仕事です。
・幅広い仕事を担当するので、マルチな技術職へと成長する事が出来ます。

3 高専・専門卒以上
（理工系）

不問 3年
以内

14 1306-
200755-7

日本空輸　株式会社 若 航空貨物運送業・旅行業 航空貨物運送事業、一般物流事業、旅
客観光事業を通して、「価値創造パート
ナー」として顧客及び社会に貢献してい
くことが私たちの使命です。

総合職（事務・営業） 13060-
263968

●総合職として、事務系の仕事を幅広く担当していただきます。
・ＰＣ入力　　・伝票作成　　・入出金処理　　・支払管理他
●将来的には、管理・マネジメント業務を目指していただく職種です。

6 大学卒・短大卒・専修
学校卒

不問 3年
以内

15 1309-
407289-3

協和情報開発
株式会社

若 ソフトウェア設計・開発、システム基盤構
築、システムコンサルティング

１９８０年創立、大手企業と直接取引を
メインに、安定した実績、未経験者にも
充実した教育制度とイベント等社員同
士の交流が多いアットホームな雰囲気。

システムエンジニア・
基盤構築
（単身用社宅あり）

13090-
511468

当社は、大手メーカーや金融企業を中心に大規模なプログラムの開発やサー
バーの設計・構築・運用・保守ととても幅広い業務を行っている会社です。
当社が関るシステムは、誰もが使ったことがあり、とても公共性が高いのが特徴
です。それゆえ、多くの人に使用され人の役に立っているという充実感のある仕
事です。
未経験の方でも一から教える研修制度があるのでご安心ください。

5 大学院、大学、短大、
専門卒
（学部、学科不問）

不問 3年
以内

16 1304-
645970-5

株式会社　グロース 若 お客様と「システムを通じて何を実現したい
のか」を打合せ、どんなシステムにするかと
いう基本設計からドキュメントの作成、システ
ムの構築を行い、お客様のニーズに応じた
システムを提供します

すぐれた技術を提供し続けることを目指しな
がら、今年の３月に創立１０周年を迎えること
かできました。常に高い目標を持ち、挑戦し
続けることでお客様より高い評価をいただい
ております。

システムエンジニア 13040-
1008568

コンピュータシステムインフラの設計、構築、運用業務を行って
いただきます。
仕事内容として、エクセル・ワードを使用してのドキュメント作成、
実機マシンのシステム構築、お客様との打合せなど様々な業務があります。

3 大学
（学部学科不問）

不問 3年
以内

17 1311-
200376-7

株式会社　丸和通運 若 一般貨物自動車運送事業、貨物運送取
扱事業、鉄道運送利用事業、倉庫業、
損害保険代理業、レストラン経営

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-
74968

・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
以内

構造物の点検・
調査・計測・診断

13090-
473568

日本各地の橋やトンネルの点検・診断をするお仕事です。
日本の橋は古くなっており、これからも必要となる職種です。

現場に行き、写真を撮り、損傷個所をスケッチします。また超音波探傷試験、中
性化試験など最新の機器を使い原因も探ります。
届かない場所には点検車輌やポールカメラ、作業船も使用します。
必ずチームで働くため、一人で行くことはありません。
社内にて診断結果をＥｘｃｅｌやＣＡＤ、橋梁点検ソフトなどにまとめます。仕事の
内容は先輩が丁寧に教えます。

2 大学・短大卒（学部学
科不問）

普通自動車運転免許
（ＭＴ車）
ＣＡＤ経験あれば尚良
い

3年
以内

図面作成 13090-
474468

橋梁やトンネルの点検調書の作成全般
　・損傷などを記入して手書きのスケッチをＣＡＤで作成する作業
　・写真やデータをＥｘｃｅｌにて番号や文章をつけまとめる作業
　・その他ソフトでの書類作成

最初は簡単な作業から行います。
ソフトの使い方などは先輩が丁寧に教えます。
入社後の配属部署は技術３課の予定です。

2 大学・短大卒（学部学
科不問）

ＣＡＤ経験あれば尚良
し

3年
以内

18 1309-
422135-7

アイセイ　株式会社 鋼及びコンクリート構造物の調査・診断
構造物の各種試験
土木構造物の補修設計・施工管理

最新機器を使って、橋や卜ンネルの劣
化診断をする仕事です。
診断結果はＯＡ機器を使用し、調査結
果をまとめます。

13 1310-
103388-5

電子磁気工業
株式会社

若 磁粉探傷装置、着磁装置、脱磁装置、
渦流探傷装置、ガウスメータ、電磁石、
直流電源装置、磁場プレス他各種計測
器、評価装置等の開発製造並に販売
業。

磁気を応用した開発型企業であり、各
種検査機器や着磁器・計測機器等を商
品開発し、販売している。販売先は鉄
鋼、自動車、電機、ＪＲ各社他であり、業
界トップの地位を確保している。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

．ＮＥＴ、ＪＡＶＡ，
ＰＨＰのＰＧ

13040-
281168

・ＶＢ．ＮＥＴ、Ｃ＃．ＮＥＴで業務システムの開発　　　
・設計～ＰＧ～テスト工程を担当

15 大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校卒

不問 3年
以内

Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉｐｈｏｎｅ
アプリ開発ＳＥ又は
ＰＧ

13040-
282268

・Ａｎｄｒｏｉｄ端末で動く業務アプリの開発
・設計～ＰＧ～テスト工程を担当

15 大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校卒

不問 3年
以内

サーバー運用・構築
エンジニア

13040-
283568

・Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＵＮＩＸ、Ｌｉｎｕｘのサーバーの
　設計構築、運用、保守
・その他プロジェクトに関連する他の業務

15 大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校卒

不問 3年
以内

20 1307-
111554-8

株式会社
サンシステム

若 ソフトウェアの開発、Ｊａｖａ・Ａｎｄｒｏｉｄを
中心としたｗｅｂ開発、アプリケーション
開発。ＩＴ教育事業　ソフト教育、新人教
育等の企業ニースの教育の提供

若い集団です。努力家そして明るい技
術者の集まりを目ざしています。ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｓｕｎｓｙｓｔｅｍ．ｃｏｍをご覧く
ださい。

ＳＥ・プログラマー 13070-
57868

社員の成長を大切にした設立３８年の老舗ＩＴ企業です。
文系出身・未経験・第二新卒でもＳＥになれます！
当社のＳＥのなかには、講師業を兼務する社員がおり、企業の新人研修などで
ＳＥの養成講座を開いています。

3 大卒、短大卒、専修学
校卒

不問 3年
以内

営業事務 13090-
114368

・営業に係る事務
・インターネットサイトでの受注処理や店舗運営など

2 大学、短大、高専、専
修学校卒
（学部、学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

自動車ピットサービス 13090-
115868

＊各種自動車用タイヤ・ホイールの取付等作業。　　　　
・タイヤ重量は１０～２０ｋｇ位。　　　　　　　　　　
・作業の経験がなくても初歩から指導いたします。

2 大学、短大、高専、専
修学校卒
（学部、学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

22 1304-
240269-9

株式会社エフ・エム
総合研究所

若 当社はファシリティマネジメントの視点からお
客様の施設の構築・運営支援を行うコルサ
ルティング会社です。様々なオフィスの課題
を解決し、運用コストを低減したローコストオ
フィスを造ります。

当社は人材育成に力を入れています。
独自の新人教育、実務研修、評価制
度、資格手当、資格取得費用の一部補
助で社員の努力を評価し、高いモチ
ベーションをもつ技術者を育成します。

総合職 13040-
185568

　オフィスのリニューアルや移転計画を通して、企業のオフィス空間の快適化、
効率化、エネルギー管理、情報管理などをお手伝します。
　・オフィス設計　　　
　・レイアウト作成　
　・お客様先へ訪問しての打合せ

1 大学・短大卒（学部不
問）
専門卒（建築学科）尚
可

不問 7年
以内

プログラマー・ＳＥ 13010-
388168

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

3 大学・短大・高専・
専修学校・能開校　各
卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

コンピュータ操作業務 13010-
389268

パソコンを使用したコンピュータシステムの監視業務
システム点検監視、手順書に従った作業、障害発生時の切り分け等がありま
す。
経験を積んで頂くことで、コンピュータシステムの設計（基本、詳細、運用など）
や構築（キッティング、パラメータ設定）業務にスキルアップすることが可能です。

10 大学、短大、高専、専
修学校、能開校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

一般事務・ＩＴサポート
・ヘルプデスク

13010-
391768

ＰＣ作業を主体に伝票、各種書類の整理、資料作成、（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ使用）ファ
イリング、データ分析・レポート作成、会議の準備・招集、スケジュール・作業進
捗管理、各種問い合わせに対する対応、窓口、電話・来客対応、簡易経理業務
の業務の内、いずれかの業務を行っていただきます。

5 大学・短大・高専・
専修学校・能開校卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

24 1307-
358105-6

株式会社
店舗プランニング

防犯カメラ等セキュリティ機器の販売。
平成１６年に韓国有力監視カメラメー
カーの日本総販売権を獲得しました。平
成２４年にはＢＯＳＣＨセキュリティカメラ
の販売権を取得しました。

社会に貢献する不況知らずの安定企
業。　　　　
やりがいのある職湯で新生活を充実さ
せよう！
グローバル企業を目指しています。

営業・システムエンジニ
ア

13070-
53768

当社はＢＯＳＣＨ、Ｐａｎａｓｏｎｉｃ、ＷＥＢＧＡＴＥ、ＣＮＢ、ＳｅｅＥｙｅｓなど、国内外
メーカーのセキュリティ機器を販売しています。

＜主な業務内容＞
○防犯カメラ・レコーダー・防犯ゲート等のセキュリティシステムの拡販
○販売代理店の開拓、および管理活動
○技術スタッフとの連携による施工の立合い
○新規システムの企画・提案

5 大卒 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

25 1311-
306095-9

株式会社
アイワコピー

複写情報加工業　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
化事業とオンデマンド印刷を得意として
いる。東武線大師前駅、舎人線江北駅
下車。

創業時より社会貢献、自己育成、幸福
の経営理念の実現に向けて全社員努
力しており、オープンの社風を大切にし
ている。教育制度もセミナー参加など積
極的に実施している。

営業職 13110-
122868

複写情報加工業
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る。
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る。
名刺・封筒等はすべて社内で生産しており、客のコスト低減を進めて喜ばれて
いる。

3 大卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

26 1301-
505585-3

日本デジタルデザイ
ン　株式会社

インターネット・Ｗｅｂ関連ソフトウェア開
発業務用ＰＫＧソフ卜ウェア開発・販売・
コンピュータシステム導入に関するコン
サルティング等（特１３－０１００９７）

当社はＣ／Ｓ型ネットワークシステムを
使ったユニークなパッケージソフトを中
心に、インターネット・Ｗｅｂ関連システム
の開発等も行う独立系ソフトハウスで
す。

システムエンジニア
プログラマー

13010-
916168

インターネット・Ｗｅｂ関連ソフトウェアの開発
業務用パッケージソフトウェアの開発・販売
コンピュータシステム導入に関するコンサルティング
各種業務ソフトウェアの受託販売

5 大学院・大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

23 1301-
622189-2

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
コンピュータシステムの運用管理

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。

21 1309-
104219-8

矢東タイヤ商事
株式会社

若 自動車用タイヤ＆ホイール及び関連す
る自動車用品の小売及び卸売販売。

夕イヤ＆ホイールのプロショップとして
エブリデイロープライスをモットーにお客
様への店頭販売から全国通信販売を
行っており市場で独自の特色を出し、着
実な業績を誇っております。

イーネット株式会社1304-
616436-7

19 若 業務システムの導入コンサル、業務シ
ステムの開発　ＷＥＢシステムの開発
中小企業向けＩＴコンサル　年商４億３０
００万円

安価＆高品質＆スピーディなソフトウェ
ア開発力とＩＴ活用ノウハウを、企業向け
にサービス提供自社ＨＰ　ｗｗｗ．ｅ－ｎｅ
ｔ－１．ｃｏｍ
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（妙典）

27010-
154568

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（広尾）

27010-
155468

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（三軒茶
屋茶沢通り）

27010-
156768

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（武蔵小
山）

27010-
160168

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（四谷三
丁目）

27010-
161268

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

ソフトバンクショップで
の販売の仕事（モラー
ジュ柏）

27010-
163468

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事です。
携帯電話の販売及び各種受付業務。

3 大学卒
短大卒

不問 3年
以内

営業 13040-
1244468

産業用マザーボードの
既存顧客への情報提供や製品の提案販売等

1 大学院、大学、短大、
高専
（学部学科不問）

不問 3年
以内

生産技術 13040-
1173768

産業用マイクロコンピューターボードの生産プロセスの設計・改善、量産工場の
維持・改善　等

1 不問 不問 3年
以内

開発設計 13040-
1172468

産業用マイクロコンピューターボードの回路設計、試作評価　等 1 工学部履修者 不問 3年
以内

29 1308-
631325-4

株式会社
スーパーリージョナル

若 ・集合施設向けインターネットサービス
プロバイダー事業
・サーバー、ネットワーク等情報インフラ
構築、保守事業
・情報通信分野における各種サービス
事業

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

営業 13080-
448168

弊社インターネット接続サービス（すーぱあねっと）を既に導入頂いているお客
様先（法人様の総務部や人事部）に対して、現況ヒアリングや課題抽出等のお
手伝い・改善案、新規サービスなどをご提案します。

インターネットに関することはもちろん、その他ネットワークに関すること全般、
（ネットワークカメラやＷｉ－ｆｉサービス等）弊社でお手伝いできることをご提案し
ていきます。

2 ４大卒以上 不問 3年
以内

30 1304-
248689-7

株式会社　国分電機 若 ビルや学校、工場で電気を使うために
必要とされる電気設備「配電盤」の製造
及び販売

■創業６９年、増収増益、業界大手の安
定企業■社会に絶対必要なモノを作り
提供している会社■お客様の知名度高
く、品質の高さでも評価を受けておりま
す

営業職 13040-
431868

サブコン等への当社製品の販売および販促活動が主な仕事です。
大企業から街の工事店までお客様は多岐にわたりますが、全て法人のお客様
です。ほとんどのお客様は当社のことをよくご存じの方ばかりですので、営業に
はお客様とさらなる信頼関係を築くための人間力が必要です。
納品先は全国各地ですので、現地調査や納品の立会い、工場での立会検査
等、出張もあります。

2 不問 不問 3年
以内

営業職（ガラス製品） 13010-
1302868

●ガラス製品営業職
　・建設設計事務所、各企業へ訪問し、ガラス製品の提案
　・客先・当社ショールームにて製品のデモンストレーション
　・見積提出・納期管理・代金回収までの一連の業務を担当します
※話題の商業施設・美術館等に多数の納入実績があります。

1 大学、大学院卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

研究開発職
（東京・埼玉）

13010-
822468

≪化粧品中身開発・研究職≫
　化粧品の処方設計を中心とした開発部門です。
　化粧品メーカーの製品企画開発を元に
　アイライナー、マスカラ、リップグロスなどさまざまな化粧品の
　処方設計と商品化をしています。
　化学の知識は必須ですが、化粧品という特性上、
　感性やセンスも求められる部門です。

2 大学院・大学卒
（化学系学部）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
あれば尚可

2年
以内

31 1301-
617757-4

フィグラ　株式会社 若 自社開発製品のみ製造販売。オリジナ
リティあるガラス製品の開発・製造及び
販売。フィグラブランド製品販売。化粧
品容器・中味のＯＥＭ製品の開発・製造
及び販売。自律制御ロボットの開発。

創業以来、自社開発製品を各業界に開
発・提案・製造・販売していく独立資本
型企業。特許件数は申請分を含め７２０
以上。

28 1304-
250857-1

山下システムズ
株式会社

若 産業用マイクロコンピューターボードの
設計、製造、販売をしております。当社
製品は産業用機械をはじめ、交通管理
システムや店舗用ＰＯＳなど様々な分野
でご採用いただいております。

創立以来、設計から製造にいたるまで
社内の一貫した体制と生産のもと、安定
した製品の供給を行っております。

27 2701-
624441-1

テレニシ株式会社 若 携帯電話（ソフトバンク）の店頭販売、法
人営業での提案販売

ソフトバンクの専売店として関西２１店
舗、関東１２店舗、東海８店舗、九州１１
店舗　北陸４店舗、東北５店舗　計６６店
舗を運営し総合通信を目指している会
社です。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

製造・施工工程管理
他

13130-
66568

・生産工場等向けの業務用環境装置や、機械設備の製造にかかわる資材調
達、施工手配、製造・施工の工程管理、品質管理等の業務を分担して担ってい
ただきます。
・社員一人ずつの技術力アップは、会社の発展であるため、各種資格取得を
バックアップします。

2 大学卒 不問 3年
以内

営業 13130-
67468

・生産工場等向けの業務用環境装置や、機械設備の技術営業職（エンジニアリ
ングセールス）を担って頂きます。
・近年は海外の受注も徐々に増えてきていますので、将来は海外相手のグロー
バル営業のチャンスもあります。
・社員一人ずつの技術力アップは、会社の発展であるため、各種資格取得を
バックアップします。

1 大学卒 不問 3年
以内

施工管理及び設計 13060-
50768

○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
以内

営業 13060-
51668

○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
以内

34 1303-
4828-7

松下工機　株式会社 若 様々な製品の製造過程で必要不可欠な機
械工具の卸商社です。特に主力の切削工具
は消耗品で安定レた需要があり、日本の産
業界の技術革新を陰からしっかりサポートし
ていく実感が味わえます。

１９４８年の創業以来、コミュニケーションも大
切にしたリアル・ビジネスにより着実に成長し
てきました。また、安心して働ける様、人を大
切にした社風づくりにも力を注いでいます。

営業
（ルートセールス）

13030-
202568

固定客を定期的に訪問し、新製品のキャンペーン等の紹介を行うルートセール
ス。
商品知識習得のため、出荷業務、電話受注を経て営業に安心して出られるよう
教育指導します。

2 大学、短大、専修学校
卒業見込み

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

35 1306-
211045-0

アイシーエクスプレス
株式会社

車輛・鉄道・航空機の組み合わせによる運輸
事業を軸に、情報加工処理事業・文書等の
保管事業を有機的に結合し，顧客のニーズ
に柔軟に対応し、２４時間３６５日最適の
サービスを提供しております

二輪から航空機を駆使し、伴送によるＴＶ報
道の支援、医療機器等の運送。高性能プリ
ンターによる高速・フルカラー印刷。封緘、Ｄ
Ｍ発送。少量一時保管、文書保管から機密
文書無開梱溶解処理まで

営業 13060-
308568

○データプリント・請求書発行代行・オンデマンドサービス等の
　印刷、情報処理の営業。
○見積書・提案書等の顧客向けドキュメントの作成を行うため、
　エクセル・ワード・パワーポイントを使用します。

2 不問 不問 3年
以内

設計開発 13070-
730868

新製品の開発、特注品の設計・製作やタッチパネルによる視聴覚設備機器制御
の設計などのＡＶシステムの構成を行います。

1 大学卒 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

貿易事務 13070-
731068

海外提携企業からの商品の輸入及び輸出を担当します。
海外に出かけて折衝にあたったり、提携企業側が来日する機会も多く、世界か
ら見た“オーロラ”の窓口となるグローバルなセクションです。

1 大学卒 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

営業 13070-
732168

全国営業所を合わせて約５０名のスタッフがおり登録されている
約７，５００店の販売店及び新規店並びに電機メーカーからの情報の収集、新
製品などの情報の提供をメインに営業活動を展開していただきます。

1 大学卒 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

36 1307-
104796-2

株式会社共栄商事 若 映像設備機器の製造・販売、設計施工
及びスクリーン、フラットパネルディスプ
レイ関連製品等の輸入販売

自社ブランドの独自製品で業界トップの
高いシェアをもつ。

33 1306-
617346-8

株式会社
エイチ・エス・ジェイ

若 電気通信工事業・電気工事業 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。

32 1313-
102229-8

日東化工機
株式会社

脱臭装置（環境装置）、排ガス洗浄装
置、集じん装置の製作据付。クリーン
ルーム向けの空調設備。省力化自動機
械装置。非鉄金属製品の製造販売。

昭和１０年設立。地球を守る環境装置
の製造に長年にわたる実績を誇ってい
ます。高度な生産枝術とエンジニアリン
グをもって、社会のニーズに応えて、限
りない前進をめざしています。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

店舗管理 13060-
134868

●直営店舗の運営（将来店長として登用あり）
7 大学卒　短大卒　高専

卒　専修学校卒　能開
校卒

・普通自動車運転免許
　　　（ＡＴ限定可）

3年
以内

調理 13060-
135068

●駅ビルに展開する直営店舗厨房での調理及び本社での大量調理
1 大学卒・短大卒・高専

卒・専修学校卒・能開
校卒

・普通自動車運転免許
　　　（ＡＴ限定可）

3年
以内

営業 13060-
136168

●卸先への商品提案
●新規開拓
●パーティーランチ営業
●ゑびす夕食膳営業

3 大学卒・短大卒・高専
卒・専修学校卒・能開
校卒

・普通自動車運転免許
　　　（ＡＴ限定可）

3年
以内

総合職／福祉職
（大卒等）

13060-
145268

●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、短大卒 不問 5年
以内

一般職／福祉職
（専修学校卒等）

13060-
146568

●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 専修学校卒 不問 5年
以内

タワークレーン等の
技術営業職

13010-
769668

１）建設会社へのタワークレーンのレンタル営業
２）見積書作成、契約書類等の作成（社内システム）
３）クレーンの設置計画、立案・提案・検討、官庁届出書作成
４）クレーンの組立・解体資料作成（ＣＡＤ・エクセル等）
５）当社工場でのタワークレーン試運転立合い等
６）建設現場でのタワークレーン設置作業の立合い等
７）当社システムを使用して社内業務

2 大学卒
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

否

タワークレーン施工管
理・組立・技術補助・ク
レーン運転等

13010-
770868

＊タワークレーンの組立・解体補助、施工管理補助
＊タワークレーンの整備・修理・メンテナンス
＊タワークレーンの運転　　※高所作業となります。
＊タワークレーンの設置計画（ＣＡＤ・エクセル等）
＊タワークレーンの組立・解体手順書作成等

1 大学卒
（理系）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

否

施工管理（本社） 14160-
38868

＊マンション・学校・ビル等の外壁修繕工事の現場管理及び工事書類作成業務
（パソコンを使用しての書類作成）

1 不問 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

否

施工管理（東京） 14160-
39068

＊マンション・学校・ビル等の外壁修繕工事の現場管理及び工事書類作成業務
（パソコンを使用しての書類作成）

1 不問 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

否

41 1312-
501912-7

株式会社　ペッパー
フードサービス

「いきなりステーキ」事業が拡大中。柱で
ある「ペッパーランチ」は国内１００店
舗、海外３００店舗以上を展開している。
「炭焼ステーキくに」「かつき亭」のレスト
ラン事業も行っている。

２００６年９月に東証マザーズの株式上
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
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　および、本部
での各業務）

13120-
113768

・直営店における調理・接客および店舗運営管理業務
　いきなりステーキ
　ペッパーランチ等

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

20 不問 不問 3年
以内

42 1309-
628743-1

株式会社
アクシオン・ジャパン

若 歯科デジタルレントゲン装置の製造販
売・画像処理特許技術を利用したソフト
ウェア開発。

デジタルとパノラマの保険請求が可能な
パノラマ装置は、当社が日本で初めて
認可を受けました。第６回渋澤栄一ベン
チャードリーム大賞受賞。

技術営業 13090-
93068

レントゲン装置の製造・サポート・設置などをお任せします。

＊パソコンの組立経験のある方、歓迎します。

1 大学・高専・専修学校
（学部学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
電気工事士尚可

3年
以内

43 1304-
232358-8

株式会社　フランドル 婦人服企画、製造、販売 「洋服を作って売る」だけじゃない、
ファッションを通して「ウレしい」「タノし
い」ときを創る会社です。

販売職（婦人服）
関東エリア

13040-
972168

主に婦人服の接客、販売をします。
その他にも、店内ディスプレイ、レイアウト、編集、売上、在庫の計画、
管理など、店舗運営全般に携わって頂きます。
店長、トレーナー、マネージャーなど、キャリアアップを目指せます。
【ブランド】　
　ＩＮＥＤ、ｅｆ－ｄｅ、Ｍａｇｌｉｅ、Ｌｕｆｔｒｏｂｅ、Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｂｅｉｇｅ等

30 大学、短大、専修学校
（学部学科不問）

不問 2年
以内

40 1416-
3251-6

株式会社　カタヤマ 分譲・賃貸マンション等集合住宅大規模
修繕工事、塗装工事、防水工事。公・私
立学校及び公営住宅等外壁修繕工事、
塗装工事、防水工事。

長年培ってきた技術と信頼をもとに、見
かけだけでなく本質を重視したリフォー
ムを行っています基本に撤し、信頼に応
える。これからもそれを繰返しながら事
業を展開していくつもりです。

39 1301-
507677-5

産業リーシング
株式会社

高層ビル建築用タワークレーン、ジブク
レーン等のレンタル、エンジニアリング、
工事、運行管理整備、保守点検等の作
業。

石川島播磨重工業、スーパーゼネコン
５社、金融機関などの共同出資で設立
された我が国唯一のタワークレーン専
門レンタル会社。少数精鋭の社員で高
効率の事業展開をはかっています。

38 1306-
6945-4

社会福祉法人
池上長寿園

若 特別養護老人ホーム、高齢者在宅サー
ビスセンター、地域包括支援センター、
軽費老人ホームの運営。養護老人ホー
ム、居宅介護支援事業所、訪問介護事
業の経営。

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。

37 1306-
8305-7

株式会社　マコト トータルフードサービス
１　各種弁当・和惣菜の卸・販売　
２　パーテイーケータリングサービス
３　日替ランチサービス

創業：昭和３８年１０月　資本金：１億円
３つのこだわり：自然・健康・安全
経営理念：お客様の満足・会社繁来・社
員の幸せ
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

44 1306-
203646-1

タカミツ工業
株式会社

若 工業用ガスバーナーの製造・販売
ガス燃焼設備・装置の設計・施工・メン
テナンス
コージェネレーション設備の設計・施工・
メンテナンス

東京ガスの仕事を中心に、当社が創業
から販売しているバーナー製造技術は
コップの丸みから宇宙開発まで使われ
ており、最近では環境に優しい燃焼設
備やコージェネレーション等も手掛けて
います。

総合職 13060-
26468

◎燃焼部（工業用ガスバーナー、ガス燃焼設備）
見積作成・納期管理・訪問打合せなどの営業対応。
また、設備を導入希望のお客様へは技術担当に同行して現場確認を行いま
す。
既存のお客様からの問合せが多く、主な納入先は鉄鋼・ガラス・電気業界。
特に東京ガス及びグループ会社とは創業以来のお付き合いがあり、試験部品・
装置の設計など開発案件を委託されることもあります。

◎コージェネレーションシステム部
省エネ設備の導入を希望されるお客様への訪問、現地調査。
導入決定後は図面作成や工程管理、現場工事の施工管理を行っています。
そのほか、老朽化した設備の取替工事やメンテナンス業務も行っております。
現場での作業は基本的には協力会社が行いますので、設計・施工管理が主な
業務となります。

2 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

普通自動車第一種免
許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

営業・スタッフのコー
ディネーター／上野

13030-
351668

◆建設関連会社へのＤＭや電話対応、訪問営業、工事期間、費用、必要な人
材経験等をヒアーリング、受注する仕事など、安全書類関係の作成、ＰＣ入力
等。
就労する作業の現場への交通手段及び交通費の支払い、清算業務。
パソコン技能はワードエクセル初級程度が必要です。

3 大学・短大・専修学校
（学部・学科不問）

　普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年
以内

営業／上野 13030-
352968

◆ゼネコン・サブコン・工務店等建設関連会社へＤＭや電話対応、訪問等の法
人営業です。
（請求書発行、請求書チェック発送、伝票整理、伝票チェック、ＰＣ入力、
　入力チェック、取引先への受注確認、受注伝票、安全書類等の作成業務）
・パソコン技能はワード・エクセル初級程度が必要です。

2 大学・短大・専修学校
（学部・学科不問）

　普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年
以内

46 1304-
215749-4

斉田電機産業
株式会社

若 電設資材卸売業（配分電盤・照明器具・
空調機器・電路資材の卸売）

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-
943768

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

2 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
以内

47 1306-
206271-7

東京荏原青果
株式会社

東京都中央卸売市場で全国各地から四季
折々の野菜・果物を集荷・受託し、公正な価
格を形成・供給することにより、一般消費者
の食生活の安定と安全を図る青果物卸売会
社です。

青果物の取扱量日本一を誇る大田市
場において、熱意と信頼を社訓に販売
を行っています。多くのお客様と元気に
接すること、同僚と協調性を持って働く
ことを大切とする職場です。

営業職 13060-
171468

営業職：青果物の集荷・販売・価格形成
　　　　営業事務（販売仕切り、全農都道府県本部等の市況等報告）
　　　　電話応対、接客対応

10 大学（学部不問） 普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

3年
以内

調理職 13010-
1266868

・入社後研修を受講し、レストラン、ホテルへ配属。
・配属後は、調理見習いとして業務に従事して頂きます。
　業務に従事しながらＯＪＴにて調理技術や知識を習得し
　将来はチーフ、料理長として活躍して頂きます。

5 大学院・大学・短大・専
修学校卒
（学部、学科不問）

不問 3年
以内

総合職
（接客／管理職候補）

13010-
1267068

・入社後研修を受講し、レストラン、ホテルで１年間研修。
・２年以降はレストラン又はホテル配属。
　配属後は、接客、販売スッタフとして業務に従事しながら
　専門知識や技術を習得することで営業管理者、経営管理者
　として活躍して頂きます。

5 大学院・大学卒
（学部、学科不問）

不問 3年
以内

49 1308-
200056-4

東京医療生活協同組
合　新渡戸記念中野
総合病院

医療業（総合病院：内科・神経内科・小児科・
外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・
眼科・耳鼻咽喉科・形成外科・脳神経外科・
精神神経科・麻酔科・放射線科・病理診断
科）２８３床

地域の中枢病院として”誠実”を理念と
し、患者サービス・医療技術の向上に努
める総合病院です。

総合職 13080-
215768

病院の事務業務全般（幹部候補）

総務課、経理課、医事課、用度課、施設課のいずれかに配属

2 ４年生大学卒 不問 3年
以内

50 1313-
407602-1

株式会社
ボックス・ワン

若 ビック・サイト、幕張メッセ、パシフィコ等
の展示・博覧会場のディスプレイ企画設
計施工。

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-
238968

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。

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
以内

48 1301-
219218-9

株式会社　聚楽 レストラン・ホテルの経営をしています。
レストランは、都内を中心に４６店舗
（ファミリーレストラン・居酒屋・スペイン
料理・中華料理）を運営し、ホテルは６
店舗を運営してます。

創業９２年を迎える当社。会社としては
安定期であると思われがちですが、２７
年は新潟市にビジネスホテルを開業す
るなど、お客様に新しい価値を提供して
います。

45 1303-
615038-7

神明　株式会社 若 建設業 建設業で昭和２８年に創業。約３０００社
以上のお得意先と共に成長を続けてい
ます。大阪府大阪市の本社と岸和田
市、愛知県岩倉市、横浜市、さいたま
市、福岡市、仙台市に支店。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

51 1308-
449031-9

株式会社　アロワー
ズ

若 企業のオフィス移転をプロデュースする
事業です。内装のプランニング、オフィ
ス家具の選定、スケジュールの管理な
ど、一貫して手がけています。

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-
259368

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

2 大学院　大学　短大
高専　専修学校　能開
校

不問 3年
以内

52 1306-
207193-7

ニチユＭＨＩ東京
株式会社

若 物流機器の販売及び整備 ０９年４月、環境のニチユと信頼の三菱
重工業が一緒になって誕生した販売会
社。バッテリー式からハイパーエンジン
フォークリフトまで多彩な物流商品取り
扱っている将来性に富んだ会社です。

営業職 13060-
27768

・三菱重工グループの「ニチユ三菱フォークリフト（株）」が製造するバッテリー
式、エンジン式フォークリフト及び物流システム機器等の販売、リース・レンタル
業務
・関東一都六県にある支店に配属され、担当地域の法人に対し営業活動を実
施する。（一部地域においては個人も有り）

10 大学卒 普通自動車運転免許
　（ＭＴ、ＡＴ限定共に
可）

3年
以内

営業 13060-
128068

○精密機械器具、半導体製造ガス用精密圧力調整器、各種ガス流量計・圧力
調整器、ガス混合装置、圧力センサー等、当社で設計・製造した製品の販売。
○ＳＥ（サービスエンジニア）的な営業

1 ・大学卒、高専卒
・理系科目履修者を希
望

普通自動車運転免許
証
（ＡＴ限定可）

否

品質管理 13060-
130768

○ガス制御機器の製品および部品検査業務
○ガス制御機器の品質保証業務
○ガス制御機器不具合品の調査および報告書作成
○各種記録・成績書・報告書の作成

1 ・大学院卒、大学卒
・理系科目履修者を希
望

不問 否

技術 13060-
132968

○ガス制御機器の総合エンジニアリング

○一般産業用ガス、理化学用標準ガス、医療ガス、食品用ガス、
　半導体製造プロセスガス等の圧力調整器の設計・製図・研究開発

1 ・大学院卒、大学卒
・機械工学系履修者を
希望

不問 否

サーバー・ネットワーク
エンジニア

13070-
541568

・ネットワーク・サーバーの設計・構築・監視・運用・保守等
ＬｉｎｕｘやＵＮＩＸ系の大規模なネットワーク・サーバーに触れ、運用・監視業務や
補助業務からスタート。
将来的には設計構築などワンランク上のフェーズが待っています。

2 ＩＴ関係の勉強をされて
いた方
尚可

ＩＴ系資格保有者尚可 5年
以内

プログラマ 13070-
542468

・プログラマ：組込系・ＷＥＢ系システムの設計・開発
（Ｃ言語・Ｊａｖａ等）

2 ＩＴ関係の勉強をされて
いた方尚可

ＩＴ系資格保有者尚可 5年
以内

55 1304-
640086-4

ダンロップタイヤ中央
株式会社

若 自動車タイヤ等　自動車関連用品の販
売業。

住友ゴム工業株式会社の全額出資によ
る、タイヤ販売代理店で
東京・千葉・神奈川・静岡・山梨に支店・
営業所を設けている。

営業・販売 13040-
373768

　営業：ルートセールス、新規顧客開拓

　販売：店舗業務全般（接客、作業、顧客管理等）

10 大学院・大学・短大・高
専・専門学校卒業

普通自動車免許
（除くＡＴ限定）

3年
以内

56 1311-
306492-3

ホクト・エンジニアリン
グ株式会社

若 発注者支援業務、土木建築の設計積
算、施工管理業務他／建設コンサルタ
ント登録／一級建築士事務所登録／測
量業者登録、東京都知事登録／労働者
派遣事業　　　　　　般－１３－１１００１９

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-
84368

発注者側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。

1 不問 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
入社後取得可

3年
以内

カスタマーサポート／
ヘルプデスク（西新宿）

13040-
903968

・システムサポートを、電話又は、現地でのインストを含めた対応業務です。
・人前でプレゼン能力や顧客対応力が必要になる仕事です。

2 不問 Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ経験 5年
以内

情報処理技術者（ＳＥ、
ＰＧ）Ｗｅｂ系言語にてシ
ステム構築

13040-
165868

お客様の情報システムをトータルサポートし、「企画提案」「システムの開発」「運
用支援」を一貫して行うＩＴソリューションベンダーです。
創造と挑戦で最善のシステムを構築して新しい「価値」を共に創っていくこれか
らの担い手であるＳＥ、ＰＧを広く募集しています。

10 不問 不問 5年
以内

創立以来３２年間、ＮＥＣのべストパート
ナーとして信頼と実績を積み上げていま
す。自由を重んじる社風と福利厚生が
整う環境の中、長く、安定して働いてい
ただけます。

高圧ガス制御機器の総合エンジニアリング
メーカーとして、工業・医療・半導体・分析用
ガスの圧力調整器・流量計を主体とする流
体制御機器を設計・製造・販売している。溶
接機向け８０％シェア。

57 1304-
654689-3

サン・ライズ・システム
ズ　株式会社

若 コンピュータのソフトウェア開発及び販
売、コンピュータシステムに関連するコ
ンサルタント並びにシステムの構築、管
理業務。　　（特２３－３０３１６６）

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。

53 1306-
5356-1

株式会社　ユタカ 各種ガス流量計・圧力調整器、圧力セ
ンサー、半導体製造ガス用超精密圧力
調整器、ガス混合装置等の製造

54 1307-
305506-3

エヌ・ディー・アール
株式会社

●通信系システムソフトウェア開発●
ネットワーク・サーバ設計構築●ドキュメ
ント製作●ＳＩ●観光・イベント
特－１３－０７０５０８
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

58 1303-
8170-2

丸喜　株式会社
東京支店

仏壇店・葬儀社・互助会などへの仏壇
仏具葬祭用品製造販売
仏壇仏具のリフォーム事業
斎場の設計・施行・リフォーム事業

全従業員年棒制による実績に応じた給
与体系の導入。
日本の宗教文化を消費者の視点に立ち
分かり易い継承方法や新たな提案の営
業展開などを行う。

営業（ルート） 13030-
73968

・全国の仏壇店、葬儀店、冠婚葬祭、互助会等へのルート営業。
（東京支店の担当エリアは、関東以北～東北まで）
・入社後は商品知識の習得のため、商品管理業務および営業員と
　同行による納品などを行っていただきます。
・商品知識の習得後に営業知識の習得のため
　営業員と同行出張を致します。

2 短大、大卒、高専 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

59 1301-
206967-0

水戸工業　株式会社 機械装置、部品などの卸業 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９０％、オートバイ用工
具の６０％以上のシェアーを有する。

営業 13010-
725568

◆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。

4 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
以内

コンピュータ機器
インフラ構築

13040-
1381468

・首都圏大学を中心とした文教分野におけるコンピュータシステムのインフラ設
計・構築

・官公庁、公企業等、公共分野におけるコンピュータシステムのインフラ設計・構
築

2 大学 不問 3年
以内

営業職 13040-
1382768

１．首都圏大学を中心とした文教分野におけるコンピュータ機器販売
２．官公庁、公企業等、公共分野におけるコンピュータ機器販売
３．文教分野、公共分野における新規顧客開拓及びシステム提案
４．大学事務パッケージ「ＧＡＫＵＥＮ」に関わる機器販売、ポスティング　　　サー
ビス
５．デジタルソリューション（電子黒板、電子教卓，スマートテーブル、デジ　　タ
ルサイネージ）の販売
６．各種ソリューション提案、他

2 大学 不問 3年
以内

61 1304-
932076-0

日本アドバンストリー
ダーズソフトウェア
株式会社

若 ソフトウェアの開発及びコンピュータ関
連事業全般
システムコンサルティング・システム設
計・開発支援

生産管理システムを主体に、その他の
企業業務システムの企画・製作・運用・
保守を実現する会社です。また、稼働ま
であきらめない会社です。

システムエンジニア 13040-
190068

複数の上場企業様と直接取引を行い、売上の６０％以上を一括受託で開発して
います。
顧客へのシステム提案から要件定義、設計、プログラム、テストまで行ってい
て、入社後はまずプログラマーとして活躍して頂きます。
教育制度が確立していて、各段階毎に研修が組まれていて、全員が受講するよ
うになっています。

5 大学院・大学・専修学
校卒業

不問 3年
以内

62 1301-
579386-9

有限会社エムシーエ
ム

建築関連の設計業務、施工管理、支援
業務
その業務に係るマネージメント業務
前記内容の技術者派遣業務

当社は、創業当初から建築ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡ
Ｄ，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-
1002768

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。

2 大学、短大、高専、
専修学校、能開校
（学部・学科不問）

不問 3年
以内

63 1304-
644565-9

株式会社
北英リビング

若 ガス暖冷房・給湯設備設計施工販売。
エコシステム施工。リフォーム。

ＩＳＯ　９００１を取得、お客様へより高い
品質の施工を目指しています。

施工管理補助／
ＣＡＤオペレーター／
営業

13040-
681968

・施工管理補助
・ＣＡＤオペレーター
・営業

1 大学・短大・高専
（学部学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

エンジニア 13040-
984768

●プログラミング
●ネットワーク構築
●システムテスト
●アプリ検証
●デバック
●ヘルプデスク

5 大学・短大・高専・専修
学校
（学部・学科不問）

不問 3年
以内

ＯＡ事務 13040-
986968

●一般事務
●オフィスサポート
●ヘルプデスク
●カスタマーサポート

5 大学・短大・高専・専修
学校
（学部・学科は不問）

不問 3年
以内

65 1304-
642284-9

Ｃ－ＨＲＣ株式会社 若 ＊業務系アプリケーションの設計　・開
発・保守
＊インフラ（ネットワーク・サー　バ）の設
計・構築及び運用監視
＊有料人材紹介事業１３－ユー３０１３０
９

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

ＩＴエンジニア 13040-
163968

１．Ｗｅｂシステム開発エンジニア
　　Ｗｅｂ系のシステム開発を行うＰＧ．ＳＥ
２．インフラ系エンジニア
　　（１）ネットワークの設計、構築、保守、運用、監視等を行う。
　　（２）サーバの設計、構築、保守、運用、監視等を行う。
※開発の言語、環境
　・Ｊａｖａ、ＰＨＰ、Ｐｅａｌ、ＶＣ＋＋、ＨＴＭＬ等
　・Ｏｒａｃｌｅ、ＳＱＬｓｅｒｖｅｒ、ｅｃｌｉｐｓｅ、ｓｅｒｓａｒ２等

3 不問 不問 5年
以内

66 1303-
203945-0

株式会社
銀座ヨシノヤ

若 靴及び関連服飾雑貨の小売、卸売 ・お客様に『喜ばれる』商品をご提供す
ることを　モットーにした会社です。
・当社の靴は　高品質、高機能、高品格
を自負致しております。

総合職 13030-
223968

初年度は、流通センター（千葉県野田市）での研修勤務を経て販売業務に従
事。

10 大学院、大学、短大、
専修学校

不問 3年
以内

64 1304-
639968-4

株式会社　ハンセン 若 社員が２０代からのエンジニアで構成さ
れているＩＴ企業です。各人がそれぞれ
の持つスキルに応じたシステム開発・運
用・管理やＯＡ事務職の分野で活躍して
おります。

コンピュータにおけるシステムコンサル
ティング、ＳＥ、システム開発、インター
ネット関連、システム保守・運用並びに
ＯＡ系一般事務　特１３－３１４８１３

60 1304-
260356-2

アルファコンピュータ
株式会社

システム製品の販売及び構築、運用、
保守。大学の事務システム、教室システ
ム、全学授業支援システムといった首
都圏大学を中心とした文教分野及び官
公庁等、公共分野のソリューション事
業、他。

　首都圏の多くの大学様で教育システ
ムの構築・運用・保守のビジネスを展開
しています。教育力向上を目指すお客
様の成功へ貢献するＩＴソリューション
パートナーです。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

67 1308-
433980-1

株式会社
フォーサムアクティブ

若 ネットワーク・サーバーの運用保守業
務。ＵＮＩＸ・ＬｉＮＵＸ・Ｗｉｎｄｏｗｓ系のサー
バー構築設計業務。メールサービス・ホ
スティングサービス・Ｗｅｂ系の開発業
務。特－１３－３１０５８６

代表の想いは『終身雇用』。社員間の交
流を大切にし、数多くのイベントを開催。
資格取得支援やスキル習得の研修制
度で社員の成長をバックアップしていま
す。

【ＩＴエンジニア】
システムの運用・
構築・保守・ＳＥ業務

13080-
220268

○サーバー、ネットワーク運用・監視、障害対応業務
○システム開発
○テクニカルサポート業務

10 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

営業企画（医療向け
ソフトウェア）

13200-
61068

・放射線科や生理検査部門の医療系営業
・医療システム販売、サポート
・コンピュータシステムやネットワーク技術関連の販売業務
＊業務の拡張に伴い、販売店向けや病院への営業職を募集！
　特に、販売業務の要となる人材を募集！

1 ＊大学・短大・高専・専
門卒

普通自動車免許（ＡＴ
可）

3年
以内

技術サポート 13200-
62168

・医療施設向け検査部門システム（医療画像管理システム／　
　画像診断レポー　トシステムなど）の導入支援、維持管理
　サポート及び営業業務
（１）システム導入支援／サーバ構築／テクニカルＳＥ業務
（２）各種提案における営業マンの技術支援業務

1 ＊大学・短大・高専・専
門卒

普通自動車免許（ＡＴ
可）
＊外国人の応募者の
方は日本語の日常会
話、読み書き等が必要
です。

3年
以内

医療向けソフトウェア
開発エンジニア

13200-
63268

・医療施設向け部門システム（医療画像管理システム／
　画像診断レポートシステムなど）のパッケージシステム
　ソフトウェア開発業務／テクニカルＳＥ業務
（１）医療システムパッケージのソフトウェア開発業務
（２）テクニカルＳＥ業務

1 ＊大学・短大・高専・専
門卒

普通自動車免許（ＡＴ
可）
＊外国人の応募者の
方は日本語の日常会
話、読み書き等が必要
です。

3年
以内

69 1304-
622263-6

株式会社　ＫＳＦ 若 Ｗｅｂシステム及び組み込み系のソフト
ウエア開発を手掛けております。大手
メーカー様の開発パートナーとして長年
貢献しており、信頼を獲得しております。

弊社は開発手法にも最先端の技術を取
り入れ、お客様に提案という形からお話
をさせて頂いております。また、社員全
員が仕事を心から楽しめる環境づくりを
大切にしております。

システムエンジニア職
プログラマー職

13040-
1415968

・システム開発・設計の受託
・ソフトウェアパッケージの開発・受託
・コンピュータ利用によるコンサルテーション
・各種ユーザーズアプリケーションの開発・受託
・プログラム開発の検証

1 大学院・大学・短大・高
専・専修学校（学部学
科不問）

不問 3年
以内

工事事務職 13060-
123768

○公共工事を中心に都市機能や生活の基礎であるライフライン整備（上下水
道・道路舗装・公園管理など）を守る仕事に誇りと情熱をもって取り組んでい　ま
すので、仕事がそのまま社会貢献につながっています。
○業務は水道工事を中心とした各種申請書類及び完了書類作成、ＣＡＤによる
製図、工事日報及び工事写真整理となります。
○内容は年齢の近い先輩社員と行動を共にし、一つひとつ確実に覚えていけま
す。
○弊社は水道事業に特化しており、東日本大震災復興工事にも従事しました。

3 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

普通自動車免許（ＡＴ
可）

3年
以内

警備実務及び
管理業務

13060-
124668

○警備部の実務と管理を中心に、シフト作成、備えつけ書類作成等を行ないな
がら、募集、面接、採用にも携わっていただきます。

○社内の育成プログラムに合わせた警備資格取得も目指していただきます。

2 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

普通自動車免許（ＡＴ不
可）

3年
以内

施工管理職 13060-
125968

○公共工事を中心に都市機能や生活の基礎であるライフライン整備（上下水
道・道路舗装・公園管理など）を守る仕事に誇りと情熱をもって取り組んでいま
すので、仕事がそのまま社会貢献につながっています。
○業務は、現場管理とＣＡＤによる作図や各種申請書類等の事務作業となりま
す。内容は年齢の近い先輩社員と行動を共にし、一つひとつ確実に覚えていけ
ます。
○特に水道事業に特化しており、東日本大震災復興工事にも従事しました。

3 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

3年
以内

経理・総務 13060-
126368

○建設業会計のソフト入力
○工事別の財務諸表作成
○給与計算及びソフト入力
○社会保険関係の書類作成及び手続き
○金融機関及び官公庁への外出用務
○その他一般事務、雑務含む

2 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

簿記２級程度
普通運転免許（ＡＴ可）
エクセル・ワード

3年
以内

70 1306-
619421-5

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。

68 1320-
11036-5

インフィニティ
メディカルソフト
株式会社

若 医療・ヘルスケア分野向けのシステムソ
フトウエアの開発及び販売。詳しくは
ホームページ参照。

これからの日本に於いて重要度を増す
医療、ヘルスケア分野にフォーカスし、
自社製品の販売や海外メーカーとの提
携等幅広い業務内容で働きがいの有る
仕事内容です。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

サーバ・ネットワーク
／エンジニア

13070-
448668

サーバ・ネットワークエンジニア／エンジニアとして大規模な最先端プロジェクト
に参画することができます。
私たちは、企業や大学などの団体のサーバ・ネットワークのシステムを設計・構
築し、ＩＴ活用の基盤作りに携わっております。
その中でも特に、最新の技術を駆使し、大規模案件を中心に、サーバ・ネット
ワークの設計・構築・保守・運用業務をしています。
文系・理系を問わず、未経験からの教育制度が整っているので、市場価値の高
いエンジニアとして活躍して頂けます。

10 大学院・大学・短大・高
専
専修学校

不問 3年
以内

開発エンジニア 13070-
449968

開発エンジニアとして、大規模な最先端プロジェクトに参画することができます。
私たちは、企業や大学などの団体のサーバ・ネットワークのシステムを設計・構
築し、ＩＴ活用の基盤作りに携わっております。
その中でも特に、最新の技術を駆使し、大規模案件を中心に、サーバ・ネット
ワークの設計・構築・保守・運用業務をしています。
文系・理系を問わず、未経験からの教育制度が整っているので、市場価値の高
いエンジニアとして活躍して頂けます。

10 大学院・大学・短大・高
専
専修学校

不問 3年
以内

システム開発
ＳＥ／ＰＧ

13030-
64968

アプリケーションシステムの開発・改善・維持管理
業務系　：通信業界と流通業界のシステムをＡＢＡＰ・Ｊａｖａ・ＣＯＢＯＬ
　　　　　等を利用して構築する。
Ｗｅｂ系：金融業界や量販店のシステムをＪａｖａ・Ｃを利用して構築する。

6 大学・短大・高専・専修
学校

不問 3年
以内

システム開発
ＳＥサポート

13030-
65368

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
以内

73 1309-
409244-1

株式会社　アペックス 若 コンピュータソフトウェア開発
派遣事業　許可番号　特１３－０９０１９
１　対象業務（１，２）

「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-
78068

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
以内

74 1301-
225307-6

サンコー・エア・
セルテック株式会社

航空関連事業＊航空機製造組立・物流機器
の整備業務＊航空機塗装業務＊国際航空
貨物取扱・通関関連業務＊航空外整備事業
＊特殊車両・自動搬送機器整備＊派遣業

創業以来、航空関連事業において信頼と実
績を積み重ね、航空関連以外にも拡販に力
を入れています。若いスタッフが多く、自社研
修施設があり、社員の技術向上・人材育成
に力を注いでいます。

技能職 13010-
834868

（１）航空機整備（機体リフレッシュワーク含む）
（２）国際航空貨物取扱
（３）航空機製造組立（就業場所：名古屋、広島　限定）
（４）物流機器整備

30 大学　短大　専修学校
（１）（２）（３）学部学科不問
（４）は電気の基礎知識を
有していれば尚可

普通自動車免許あれ
ば尚可
（ＡＴ限定可）

3年
以内

プログラマー 13080-
78568

○Ｊａｖａ，　Ｃ言語，　．ｎｅｔ，　ＶＢなどのプログラマー希望の
　新卒採用を受付けています。
○教育・研修・ＯＪＴが充実していますので、開発業務の検証・テスト業務
　からスタートもできます。

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

システム運用
エンジニア

13080-
79468

○システム運用エンジニア・サーバネットワーク・アプリケーションの
　監視業務、運用業務を担っていただきます。
○将来は構築設計、構築などＳＥ業務にスキルアップが可能です。

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

ネットワーク
エンジニア

13080-
80968

○ネットワークエンジニアやサーバエンジニアなどのエンジニア希望の新卒採用
を幅広く受付けています。
○ＩＴエンジニアの職種は多数あるため、学生の方々にあった適性のエンジニア
に育てる体制が弊社には備わっています。ネットワーク設計・構築エンジニアを
目指して頂きますが、ネットワークの運用エンジニアから業務について頂くことも
可能です。

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

エンジニア
アシスタント

13080-
81368

○ＩＴエンジニアの補佐・サポートの業務です。
　エクセルを中心にドキュメントや手順書など修正・追記の業務です。
○未経験でもＩＴ業界への興味があれば大丈夫です。
　ＯＪＴ教育が充実しています。

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

営業 13080-
82868

○システムエンジニアサービス（ＳＥＳ）の営業が中心です。

○既存顧客との取引が中心ですので、飛び込み、ノルマは
　一切ございません。先輩営業が親切丁寧に教育します。

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

営業事務 13080-
83068

営業のサポート業務です。
○主な担当業務
　・ＯＡ操作（エクセル・ワードでの入力）
　・電話応対・来客応対
　・請求書作成業務

2 大学院、大学、短大、
高専、専修学校

不問 3年
以内

75 1308-
613915-2

株式会社
フォー・ジェイ

若 コンピューター関連の会社です。ソフト
開発、システム運用、システム販売の営
業職などの人材を提供する会社です。

若い会社ですが、営業力があり、技術
者を適材適所に常駐先へ紹介できる会
社です。

72 1303-
206186-5

株式会社
ティー・エス・イー

若 ソフト開発サービス・システム導入・技術
サポートサービス
特１３－３０３３８６

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。

71 1307-
358257-7

株式会社　ミラクルソ
リューション

若 システムインテグレーション事業、教育・
出版事業

高い技術力をもっています。ＩＴ関連シス
テム構築、サーバーシステム構築のプ
ロフェッショナルです。創立以来順調に
成長しています。
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学歴 必要な免許・資格
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者

ベーカリー製造 13090-
157868

・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 不問 不問 3年
以内

ベーカリー販売 13090-
158068

・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 不問 不問 3年
以内

77 1301-
563104-8

株式会社　ミニカラー 若 ポスター・カタログ等商業印刷物全般 小ロット、高品位印刷を得意とし、製版、
印刷、製本迄の一貫生産を行う総合印
刷会社です。

印刷営業 13010-
1318968

［商業印刷営業］
　・受注、印刷、製本、納品までの総合印刷営業
　・得意先との製造打ち合わせから進行管理
　・その他ルートセールス及び新規開拓営業

2 大学卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

3年
以内

78 1304-
228510-7

ハンファＱセルズ
ジャパン　株式会社

韓国の財閥ハンファグルーフ゜の日本現
地法人として石油化学、機械設備、鉄
鋼、建築資材、ＬＥＤ、太陽光電池、自
動車部品、ＰＣ周辺機器等の輸出入業
務

ハンファグループは、石油化学、機械設
置、火薬、鉄鋼、金融保険、流通レ
ジャーと多岐に渡る。

営業職 13040-
576968

当社の太陽光発電システムの営業部にて、当社太陽光パネルを中心とした太
陽光発電システムの法人営業を担当していただきます。
主な業務
（１）既存の販売代理店へのフォロー営業
（２）新規に当社製品を取り扱っていただける販売代理店の新規開拓
※訪問販売は一切ありません。

3 大学院、大学 不問 1年
以内

79 1304-
20437-0

トッパン・フォームズ・
オペレーション
株式会社

情報処理業　　　　　　　　　　　　　　　　　
コンピュータの運用管理

システム開発

凸版印刷株の系列会社で親会社はトッ
パン・フォームズ（株）です。得意先は銀
行などの金融機関のコンピュータセン
ターが中心で職場環境は良好。

コンピュータ技術者 13040-
768668

　金融機関を中心としたシステムデータセンターにチーム体制で常勤し、
（１）ネットワークサーバーの構築・管理
（２）プログラム開発
（３）システム設計
（４）大型コンピューターの操作・管理・監視　を行います。

5 大学、短大、高専、専
修学校
（学部学科不問）

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基本操
作
英語できれば尚可

3年
以内

80 1311-
201882-4

日新石油　株式会社 若 ガソリンスタンド、日新ラクラクマイカー
リース（商標登録）等の新事業にも積極
的に展開中

スーパーディーラー。関東地区に販売テ
リトリーを持ち、直営店１０ヶ所、系列店
２４ヶ所。

販売
（サービススタッフ）

13110-
136768

＊直営サービスステーションにて自動車等への給油販売
＊自動車関連商品の販売
（車検・点検整備・板金・洗車・タイヤ・バッテリー等）
＊レンタカー事業、中古車販売、リース車販売
＊保険資格取得による保険販売

5 大学院、大学、短大、
高専、専修卒
（学部学科は不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

81 1304-
918812-3

雄山　株式会社 総合貿易商社（果汁原料・食品原料・食
品・飲料・健康食品・電子精密機器・半
導体検査機器・美術工芸品・複製絵画・
床材・輸入タイル等）

世界各地より輸入した製品を単に販売
するだけでなく複雑で多様化するユー
ザーのニーズを先取りし、自ら研究開発
を手がけ、さらにメーカーとしての機能も
あわせ持っています。

営業職 13040-
615968

既存・新規開拓を中心に自社輸入ならびに自社ブランド製品を主として全国の
法人向けに提案・販売します。希望・適性に合わせ各事業部（果実原料事業、
食品事業、空間装飾資材事業、計測機器事業）いずれかの配属となります。

【果実原料事業】果実を由来とした原料製品を中心に、日本有数の食品関連
メーカーからの需要がある事業です。
【食品事業】飲料・酒類・菓子・シーズニングなど加工食品（最終製品）を中心
に、全国の食品流通へ展開しています。
【空間装飾資材事業】店舗装飾・建設資材を中心に、設計会社へ提案、空間創
造をともに演出し基盤拡大を目指している事業です。
【計測機器事業】半導体関連装置を中心に電子メーカー・大学へ提案、次世代
の製品開発への関与を製品提案を通じ目指しています。

5 大学卒業
（学部学科不問）

１．普通自動車運転免
許
（ＡＴ可）
２．日常会話程度の英
会話ができる方優遇

3年
以内

76 1309-
404420-7

株式会社
アンテンドゥ

若 ベーカリーショップ「アンテンドゥ」の展
開、ベーカリーカフェ「ＡＮＴＥＮＤＯ」の展
開、パティスリーショップの展開、ベル
ギーワッフル販売事業

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。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊全国転勤有

13090-
533868

居酒屋「養老乃瀧」・「だんまや水産」・「一軒め酒場」の店舗運営の仕事。
店舗営業の幹部候補としての採用です。
最初は接客・調理スタッフとして働き、店長・営業マネージャー、スーパーバイ
ザー（ＳＶ）、接客リーダー、調理長を目指していただきます。

【営業マネージャー】複数の店舗を管理するエリアマネージャー。
【ＳＶ】加盟店の開店や店舗運営をお手伝いする店舗開発担当者。
【接客リーダー】直営・加盟店や教育研修にて「接客」を教える教育のスペシャリ
スト。
【調理長】直営・加盟店や教育研修にて「調理」を教え、商品開発も手掛ける調
理のスペシャリスト。

5 大学院・大学・短大・専
修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊エリア内転勤有

13090-
534068

居酒屋「養老乃瀧」・「だんまや水産」・「一軒め酒場」の店舗運営の仕事。
店舗営業の幹部候補としての採用です。
最初は接客・調理スタッフとして働き、店長・営業マネージャー、スーパーバイ
ザー（ＳＶ）、接客リーダー、調理長を目指していただきます。

【営業マネージャー】複数の店舗を管理するエリアマネージャー。
【ＳＶ】加盟店の開店や店舗運営をお手伝いする店舗開発担当者。
【接客リーダー】直営・加盟店や教育研修にて「接客」を教える教育のスペシャリ
スト。
【調理長】直営・加盟店や教育研修にて「調理」を教え、商品開発も手掛ける調
理のスペシャリスト。

5 大学院・大学・短大・専
修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

居酒屋スタッフ
（幹部候補）
＊通勤

13090-
535168

居酒屋「養老乃瀧」・「だんまや水産」・「一軒め酒場」の店舗運営の仕事。
店舗営業の幹部候補としての採用です。
最初は接客・調理スタッフとして働き、店長・営業マネージャー、スーパーバイ
ザー（ＳＶ）、接客リーダー、調理長を目指していただきます。

【営業マネージャー】複数の店舗を管理するエリアマネージャー。
【ＳＶ】加盟店の開店や店舗運営をお手伝いする店舗開発担当者。
【接客リーダー】直営・加盟店や教育研修にて「接客」を教える教育のスペシャリ
スト。
【調理長】直営・加盟店や教育研修にて「調理」を教え、商品開発も手掛ける調
理のスペシャリスト。

5 大学院・大学・短大・専
修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

83 1304-
649288-2

大和産業　株式会社 １９４６年の創業以来、自動車部品メー
カーへのＯＥＭ納入、アフターマーケット
への自動車及び産業機械用補修部品
の販売をおこなっています。

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-
745868

　自動車及び産業機械用補修部品、自動車用照明・電子部品の法人営業
　■補修品営業
　　・自動車のメンテナンスに欠かせない交換用部品を取扱います。
　　　地域の自動車部品取扱い企業様などを定期訪問し、在庫の補充や
　　　新規商材の提案営業を行います。
　■ＯＥＭ営業
　　・主に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、
　　　シフトレバー、各種スイッチに使用する電球をメインに、ＬＥＤ、
　　　ワイヤーハーネス、基盤等を、自動車部品メーカーに納入すると
　　　ともに設計、開発段階から提案します。
　■海外営業
　　・主に東南アジアのお客様向けの自動車部品の受発注業務、輸出業務
　　　を行います。
　　　年に数回海外出張で顧客訪問や新規開拓などの営業活動を行います。

3 大学卒 普通自動車免許
（ＡＴ可）

3年
以内

製造設備管理業務
（川口市領家）

13110-
102468

ベルトコンベアなどの設備や生コンクリートの製造機械が正常に稼働するよう
チェック及びメンテナンスを行う部署です。

2 大学・大学院卒 不問 3年
以内

品質管理係
（川口市領家）

13110-
96268

生コンクリートの品質管理を行っている部署です。
出荷先建設現場からの要求性能を満たすよう品質検査を行います。
（製造直後の工場内、現場、一定日数経過後）
品質検査の記録を管理したり、配合計画書の作成を行います。

3 大学・大学院卒 不問 3年
以内

総務事務係 13110-
97568

総務部にて、経理関係を中心とした事務を担当していただきます。

＜主な担当業務＞
・現金出納業務
・パソコンのデータ入力（ＰＣＡ会計ソフト、エクセル、ワード）
・帳票類の整理
・事務用品、日用品の管理
・電話、来客応対

1 大学・大学院卒 不問 3年
以内

85 1311-
312698-3

株式会社　ヤシマ・
エコ・システム

ビル、工場関係の空調・産機製品サー
ビスおよび付随工事

メーカーを問わない高品質サービス技
術と独自の設計・施工ノウハウを以て多
様化するお客様ニーズに応えます。

総合職 13110-
87168

オフィスビル、工場、商業施設などの空調設備
冷凍冷却設備機器及び空気圧縮機、ポンプ、クレーンホイスト等産業機器関連
のメンテナンス業務及び付随する設備工事の設計・施工、また保守契約、機器
のリニューアル等の提案営業活動、経営管理部門における総務、人事経営企
画等。

3 大卒以上 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

否

84 1311-
312716-2

横山産業　株式会社 若 生コンクリートの製造販売・マンション企
画・開発

既製概念に促われることなく、会社や社
員の為になる事には積極的に取り組ん
でいる。生コンクリート事業部は業界内
で確固たる地位を築いており、不動産事
業部も順調に業績を伸ばしている。

82 1309-
613915-3

養老乃瀧　株式会社 全国に居酒屋の直営店舗運営とフラン
チャイズ事業を展開する企業。「養老乃
瀧」「だんまや水産」「一軒め酒場」の各
事業を展開中。

フランチャイズでの独立開業を支援する
企業です。社員として居酒屋経営の基
本を学びながら、開業資金の貯蓄もで
きます。独立希望者だけでなく、長く働き
続けてくれるスタッフも大歓迎です。
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86 1309-
627343-7

リングロー　株式会社 若 中古ＯＡ機器の販売・卸売り・アフター
サービスを行っています。
その他にも、モバイル機器の回収や、海
外販売サイトにも出品しています。

学歴、年齢、人種、国籍には関係なく、
メンバー全員が活躍できる環境があり
ます。社内イベントも、社員旅行や書初
め大会、バレーボール大会など非常に
盛んです。

総合職（営業・事務・
メンテナンス等）

13090-
88568

・仕入、卸売営業（中古パソコン・周辺機器・モバイル端末）
・小売（ＥＣサイト・サポートセンターでの販売・修理・メンテナンス）
・法人向けソリューション（ネットワーク全般のコンサルティング及びメンテ　ナン
ス、ネットワーク環境の構築、インターネット回線取次等）
・モバイル端末回収、修理
・パソコン再製品化（データ消去、ＯＳインストール、クリーニング）
・業務委託（ＯＡ機器の再製品化、物流・倉庫業務）
・海外事業（中古パソコン等の仕入、卸売）
・管理（総務、経理、広報、人事）

5 大学院・大学・短大・高
専
（学部・学科不問）

不問 5年
以内

87 2302-
629303-1

オークスハート
株式会社

ビネガー専門店オークスハート、内堀ブ
リュワリー、ＯＳＵＹＡＧＩＮＺＡ、飲む酢エ
キスプレ・ス・東京各店にて、食酢及び
食酢関連商品の販売、カフェの運営。

創業１８７６年の内堀醸造からビネガー
専門店として独立。香料・着色料・添加
物不使用に拘り、デザートビネガー（商
品登録）をはじめ、酢の情報、魅力を発
信し酢の文化創造の役割を担っていま
す

販売（店長候補） 23020-
558368

百貨店のビネガー専門店にて、デザートのように楽しんでいただくように開発さ
れたフルーツビネガーの販売・接客を担当していただきます。
「酢のおいしさ新発見」をコンセプトに、若い世代の方々からご高齢の方々まで、
お客様に直接味見をしていただきながら、酢の持つ美味しさや楽しさを幅広く紹
介する活動を積極的に行ってください。
その他にも、レジ操作、包装、受発注業務等を行っていただき、将来的には店
長を目指していただきます。

3 短大・専修学校・大学・
大学院卒

不問 3年
以内

88 1304-
7941-3

栄和建物管理
株式会社

若 ビルメンテナンス業（ビル・マンション・ホ
テル・病院等の建物の総合管理）

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５７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-
170668

●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
以内

89 1304-
201826-1

ＴＤＣネクスト
株式会社

若 官庁・地方自治体・大学等の公共性の
高い業務システムの開発・構築・運用支
援・コンサルティングを行っている。一般
労働者派遣事業許可：般１３－３０４３９
７

東証一部上場のＴＤＣソフトグループの
一員として官庁、地方自治体、大学等
の公共システム分野での強みを生かし
更なる発展を目指します。

システムエンジニア
・プログラマ

13040-
197968

●オープン系・汎用機系システム開発を担当します。
　＜オープン系＞
　【言語】Ｊａｖａ，Ｃ，Ｃ＋＋，ＶＢ　他
　【ＤＢ】Ｏｒａｃｌｅ，Ａｃｃｅｓｓ　他
　【ＯＳ】Ｕｎｉｘ，Ｌｉｎｕｘ，Ｗｉｎｄｏｗｓ　他
　＜汎用機系＞
　　金融、保険、クレジット、公共　他
入社後３ヶ月（４～６月）の基礎教育で技術の基礎を学びますので、
ＩＴの知識のない方もご安心ください。

1 大学院、大学、短大、
高専、専修学校、能開
校
（学部学科不問）

パソコン基本操作 3年
以内

90 1304-
1132-4

日東工機　株式会社 溶接材料・溶接機器、工具・機械・設備
等の商品を全国的に販売している卸売
業です。

会社の雰囲気は家庭的でオープンな会
社です。業界ではかなり有名な会社で
す。

営業及び営業事務 13040-
951668

溶接材料・溶接機器・工具・機械・生産設備等の卸売業になります。
営業は既存取引先へのルート営業になり、メーカー等から仕入れた商品を販売
ディーラーやユーザーのニーズに応じて販売、見積書の作成、発注業務等を
行ってもらいます。

2 大学、短大（学部学科
不問）

普通自動車免許　
（ＡＴ限定可）

3年
以内

91 1309-
422077-6

株式会社　大裕 若 ビルメンテナンス 社員第一の温かみのある会社です。 総合職（ビルメンテナン
ス業務）

13090-
549968

当社の業務部には大きく分けて『清掃・設備・ホテル・その他』の４つの管理業務
があります。

まずは各業務を知っていただく為に現場作業を実体験し、学んでもらうことから
始めます。
その後、本人の希望と適性を総合的に判断した上で、次のステップへ進んでい
ただきます。

5 大学・短大・高専・専修
学校卒
（学部・学科不問）

・普通自動車免許
　（ＡＴ限定可）
・電気工事士２種
　（あれば尚可）

3年
以内

一般事務（ＥＣサイトの
管理・運用）／港区南
青山

13040-
1309768

ネットショップ（ＥＣサイト）の管理・運用
＊ＥＣサイトの更新
＊仕入調整
＊売上管理
＊電話・メール等の対応

1 不問 不問 3年
以内

販売（カウンター
セールス）

13040-
1310368

【携帯電話ショップ内販売】
・お客さまへのコンサルティング
・商品ディスプレイ
・ＰＯＰ作成　等
＊お店の雰囲気作りを考えながらの接客販売を行う仕事です。

2 不問 不問 3年
以内

技術職 13040-
770068

・機械設計　自動車部品、船航、航空等の製品設計・開発・解析等
・生産技術　自動車ライン設備工程計画・設備設計・治具設計
・ソフトウェア開発　車載ＥＣＵ組込ソフトウェア開発他
・電気電子　アナログ・デジタル回路設計他
・車両実験・評価　車両分解、テスト走行、モデル作成、騒音計測等

20 大学院、大学、高専、
専修学校
（学部学科不問）

留学生は日本語能力
検定２級以上

3年
以内

企画・総合職 13040-
771168

・営業、人事、総務、経営企画、管理 5 大学院、大学、高専、
専修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

技能職 13040-
772268

・航空機の製造・生産：大型旅客機の胴体部製造、ジェットエンジン製造
・自動車・船舶プラントの製造・生産：溶接、機械加工、検査、組立・組付け
・非破壊検査：磁粉深傷検査、浸透深傷検査、超音波深傷検査
・木材加工：木材の製材加工、機械オペレーター
・その他、様々な製造現場でのモノづくり業務

20 大学院、大学、高専、
専修学校
（学部、学科不問）

不問 3年
以内

93 1304-
623132-0

株式会社　ダイキ
エンジニアリング
東京本社

若 自動車産業・造船業における設計開発、生
産技術、ＣＡＤ設計、業務系ソフト開発、ハー
ドウェア設計、ＩＴ系業務、ロボット開発、アウ
トソーシング特３４－０３０１１４　３４－ユ－３
０００１８

ダイキグループは売上・社員数共毎年
右肩上がり。平成１９年に東京営業所を
開設し、全国展開を更に広げ、トヨタグ
ループ始め大手優良企業に技術提供を
行っております。

92 1304-
645157-8

株式会社アイルネット 若 携帯電話販売事業、法人向け通信事
業、ビル管理事業

２０年来安定成長を続けている会社で
す。キャリアとタイアップしたサービスの
開発等他の代理店にはない事業を行う
ユニークな企業です。
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

94 1304-
625486-7

旭　計器　株式会社 家電・ＯＡ機器・車載まで幅広く、安全部品・
サーモスタットの製造と販売。サーモスタット
を通じ、５年・１０年後・その先の未来へ豊か
な社会を実現し、世界に魅力ある商品を提
案・提供します。

安全部品・温度制御のサーモスタットを
製造しております。例えば家電製品・自
動車・住宅設備等、熱を扱う機器に欠か
せない様々な生活のシーンで温度セン
サーとして活躍しております。

総合職／東京 13040-
230168

・顧客メーカーとの営業業務（ルートセールス）
・事務間接業務
・サーモスタット設計・開発業務

3 大学院・大学卒
学部学科不問

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

5年
以内

95 1301-
638775-0

株式会社
市進ホールディングス

塾・予備校事業を中核とした、総合教育
サービスの提供。

塾・予備校を事業の中核に据えながら
「学童保育」「映像配信」「海外事業」「高
齢者事業」など、学習者を限定しない総
合教育サービスを展開しています。

正社員総合職（塾の教
室運営・授業、学習指
導、企画など）

13010-
1244568

市進学院、市進予備校に配属となり、講師としてクラス授業を担当していただき
ます。
また教室全体を運営するスタッフとして各種行事や試験の運営・企画など、教室
業務全般にも関わっていただきます。

2 大学・大学院卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

96 1304-
234106-2

イリオスネット
株式会社

若 【移動体通信事業】ドコモ・ａｕ・ソフトバンク
ショップの運営
【生活提案事業】・総合釣具専門店『タックル
ベリー』の運営
・アパレルショップ『リコチカ』の運営

年間休日１２７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-
238868

ドコモショップ、ａｕショップ内での接客応対、サービス提案等

※ゼロから知識が身につく充実の研修制度で安心スタート！
　お客様のニーズに合った商品やサービスをご提案するお仕事です。

40 大学、短大、専修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

97 1304-
14977-5

日本塩回送
株式会社

塩を中心に様々な貨物の一貫輸送（海運事
業、港湾運送事業、倉庫事業、貨物自動車
運送事業）を行なう総合物流会社です。全国
に１０ヶ所の支店を配置して、多様な物流
ニーズに応えています。

創業９７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-
136768

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
以内

総合職
（ロジスティクス
マネジメント）

13130-
230868

＊お客様のご要望に応じて、商品管理や入出荷準備などの進行管理の役割を
担います。
・事務スタッフや倉庫現場での多くのスタッフをまとめ、荷物のピッキングや包装
などの進行管理を行います。
・ロジスティクスマネジメントの経験をもとに、物流センターでのチームリーダーか
ら運営責任者である所長を目指して頂きたいと思います。
・ロジスティクスマネジメントには、人をまとめるリーダーシップ力や協調性、コ
ミュニケーション力が必要となります。

10 大卒、
大学院卒

不問 3年
以内

事務スタッフ 13130-
231068

＊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
管理などを行います。

・お客様と現場スタッフが満足を実現する重要な役割を担います。

10 大卒、
大学院卒

不問 3年
以内

99 1314-
103078-9

株式会社
加藤ガス設備

プロパンガス事業・住宅設備事業・リ
フォーム事業

昭和４２年以来、安定したガス燃料事業
を展開し地域のお宅に密着したサービ
ス、特に困った事に対応し、地域のご用
聞きとして信頼を得ています女性を応援
している事業所です！

総合職
（営業職、事務職）

13146-
83768

○営業職
ガス事業、ガス・リフォーム事業に関する営業全般
・取引先及び顧客へのルート営業（営業ノルマはありません）
・検針、集金及び既存顧客（個人宅など）への訪問（調整、点検、調査等）
ガス事業に関する作業全般
・ガスの取り付け、修理、配管施工、新設等
○事務職
・業務に関わる事務処理作業（データ等の入力、チェック業務）
・総合営業職員のサポート業務及び営業事務業務（伝票及び各種届出等）
・展示会（催事・展示会、ショールーム等）での補佐業務
・サービス部品等の発注及び配送補助業務
・請求書、見積書作成等の会計事務
・各種文章のコーピー、スキャニング等の社内サポート業務
・電話、来客対応

3 大学院・大学・短大・高
専・専修学校（履修科
目不問）

自動車運転免許（必
須）

3年
以内

100 1301-
630270-1

株式会社　ＹＫイノア
ス

化学製品、工業用資材、土木建築材
料、内装材等の卸売業ほか

東証１部上場「デンカ（株）」Ｉ００％出資
の安定企業です。

総合職（営業） 13010-
1140768

＊国内法人向けの営業で、
　先輩社員から引き継いだ既存取引先を担当していただき、
　取引先との信頼関係を醸成しながら、
　取引商品を理解した上で自社で提供できる最適な商品を提供し
　受注に結び付けて取引を増やしていく営業スタイルです。

10 大学卒
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

1年
以内

101 1304-
256833-0

株式会社　サイス 臨床検査システム、検体搬送システム
の開発販売産業用ロボットの駆動シス
テムの開発と販売

個人の個性を伸ばし、仕事を楽しみ、人
生を楽しみ、社会に貢献する。

システムエンジニア・
システムプログラマー

13040-
1413768

入社後はまずプログラマーとして配属されます。
システムエンジニアが作成した仕様書を元に、プログラムを組んでいきます。
新入社員はプログラムエンジニアからスタート。
経験を積んだあと、システムエンジニアやプロジェクトマネージャーへとステップ
アップしていきます。入社後、本人の希望や適性を見て医療分野または制御分
野へと配属となります。

1 不問 不問 3年
以内

102 1312-
202253-4

ＢＸ西山鉄網
株式会社

建築用各種金網、基礎鉄筋の製造販
売。
東証第１部上場会社、文化シヤッター
（株）の子会社です。

主体工場は栃木県那須烏山他３ケ所。
営業・事務・運搬倉庫は東京都葛飾区
堀切です。主要取引先：新日鉄、住友金
属、松下電工、ＮＫＫ、東洋ゴム他。

総合職 13120-
98268

（営業）
　　建築用各種金網、基礎鉄筋の受注、販売業務です。
　　訪問先は、建材店、金物店、ホームセンター等が中心です。

（一般事務）
　　総務・人事および経理関係、全般の業務

4 大学卒　専修学校卒 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

98 1313-
421337-5

株式会社
マルニトータル
サービス

若 倉庫業、請負業、物流の情報収集並び
にコンサルティング業、
商品流通システムの調査、研究業務

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。
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103 1308-
639198-9

株式会社
ピコ・ナレッジ
東京支社

若 ＩＴ技術及び関連する事業を展開してい
ます。
高度システムからビジネス現場のＩＴ化
まで、多様なニーズに応えていく総合情
報処理サービス事業を推進しています。

ＩＴ事業を安定的にかつ高度技術を駆使
して成長してきています。未経験者、初
心者の方でも、研修やＯＪＴにより、知識
や技術が習得できます。人の和を大切
に業務を遂行しています。

ＩＴ技術者 13080-
147868

（１）システム設計・プログラム開発・システム運用
　　　主に業務系（運輸、金融、製造等）のプログラミング及び
　　　システム開発補助の業務を行います。
　　　初心者には、プログラム言語の基礎研修を実施します。
（２）ネットワーク設計・構築・監視・障害対応
　　　ネットワークを導入しているユーザー内のサポートを行います。
（３）精密機器製品の機能検証・ソフトウエア検証
　　　デジタル機器（スマートフォン、レコーダー等）の不具合を抽出し、
　　　品質を保証する業務です。

5 大学　短大　専修学校 不問 3年
以内

104 1308-
622962-4

株式会社
木下の介護
（ライフコミューン）

有料老人ホームを活用した高齢者対象
の介護・介護予防サービスならびに生
活支援サービス

当社では「安心・安全、こころの介護」を
モットーにお元気な方から要介護の方ま
で、高齢者の生活の質【クオリティ・オ
ブ・ラィフ】を高めるための様々なサービ
スを提供しています。

介護職 13080-
254568

・担当ヘルパー業務：担当のお客様の生活サポートからご家族の対応まで専任
となって行います。お客様にとって頼れる専属スタッフです。

・イベント、レクリエーションの企画実行：季節のイベント、映画鑑賞会、カラオ
ケ、アニマルセラピー等お客様と楽しみながら企画を練ることも、この仕事の醍
醐味のひとつです。

50 大学、短大、専修学校 ヘルパー２級または介
護職員初任者研修
※無資格の方は、内定
後、当社講座にて受講
可能です。

3年
以内

105 1307-
636604-3

コーデンシＴＫ
株式会社

ユ 光半導体メーカーであるコーデンシ株の
専門商社並びにＬＥＤ照明関連商品の
販売。

親会社であるコーデンシ株式会社（京都
府宇治市）の東日本営業を担う主に光
半導体を取扱うメーカー系の営業商社
です。家電や産業機器、ＩＴ機器等の主
要部品を提供しております。

営業 13070-
521868

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。

1 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
以内

106 1309-
433873-7

社会福祉法人
泉陽会

若 社会福祉事業 職員の意見を十二分に尊重し、運営し
ています。
やりがいのある職場です。

介護士 13090-
105368

特別養護老人ホーム入居者の日常生活全般に係る生活支援及び介護業務

ゆくゆくは生活支援相談業務に携わっていただきます。職員のキャリアに必要
な業務としてとらえており、介護職を経験していただきます。


10 大学・短大・専修学校
卒
（学部・学科不問）

介護福祉士　または　
社会福祉主事任用資
格
※取得見込でも可

5年
以内

107 1304-
250098-0

宇徳ターミナル
サービス株式会社

若 コンテナターミナル付随業務（海上コン
テナの保守・整備・検査・船舶代理店）
建物及び施設総合管理、警備業、リー
ス業等

世界有数の船会社・商船三井が運営す
る東京港大井埠頭のコンテナターミナル
における種々の関連業務を長年に亘り
任され、縁の下より日本の経済を支える
気概を持って業務を行っております。

コンテナターミナル
付随業務（保守、
整備、検査、点検等）

13040-
146968

※世界有数の船会社・商船三井が運営する東京港大井埠頭のコンテナターミナ
ルで、海外から輸出された貨物や海外へ輸出される貨物が積載された海上コン
テナをターミナルで保守・整備・点検・監視を行うのが主たる業務です。
　その他、建物及び施設総合管理業（ビル管理／営繕・保守・整備）警備業務
・船舶代理店業務などを行っており関連会社からの派遣社員も含めて約４０名
での体制です。
　業容の拡大に伴い、（１）海上コンテナのゲート受付要員、（２）外国貿易　船の
入出港を主とする船舶代理店要員を募集いたします。
　業務を行うのに簡単なパソコン操作を必要とします。船舶代理店は英語を使
用したメイルと会話が主業務となります。

2 大学・短大・専修学校
（学部・学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

108 1304-
649752-0

東京キリンビバレッジ
サービス株式会社

若 キリン午後の紅茶・キリン生茶・キリン
メッツなどのキリンの清涼飲料を自動販
売機により販売する。

西暦２０００年にキリンビバレッジ（株）の
全額出資により設立された弊社は首都
圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）で唯一直
販を担う販売会社です。

営業（ルートセールス） 13040-
177568

得意先に設置されたキリンの自動販売機を得意先の担当者と一体となって管理
（商品の補充・売上金の回収・商品構成の検討・販売促進活動の実施など）する
仕事に従事します。

得意先の訪問には、専用のルートカー（２トン）の運転が伴いますので、普通自
動車免許を取得していただきます。（入社までに取得していただきます）

40 大学・短大卒
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＭＴ・ＡＴ不問）

5年
以内

109 1304-
255414-8

株式会社　ケアメイト 若 小規模多機能型居宅介護事業・
訪問介護事業・訪問看護事業・
居宅介護支援事業

利用者の自立した生活を支援していま
す。定期的な研修により業務の質を高
め、フットワークの良さを大切にスタッフ
一同がんばっています。

総合職（ケアスタッフ、
ケアマネジャー、サポー
ト部門）

13040-
946368

■総合職■
（ケアスタッフ、サービス提供責任者、ケアマネージャー、サポート部門　）
・エキスパートコース（介護のスペシャリストを目指す！！）
・ゼネラルコース（サポート業務に携わる！！）

6 大学院、大学、短大、
専修学校

応募時は必要ありませ
ん。
※入社時までに介護職員
初任者研修を取得してい
ただきます。

3年
以内

事務系総合職 13010-
1332768

◇経理／会計業務
　本社および関係会社の財務会計や管理会計を担当します。
◇総務業務
　「経営のサポート役」として、事業所運営の総括、役員会の運営、社内外への
情報発信などに幅広い業務を担当します。
◇人事業務

1 大学院・大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

営業職 13010-
850868

◇新規顧客の獲得営業
　・提案型営業を中心としたマンションデベロッパーに対する営業活動
◇既存顧客の維持営業活動
　・現在、当社サービスを提供しているマンション管理組合様に対しての
　　維持／提案活動
◇情報化インフラの活用提案
　・防犯カメラ、デジタルサイネージ等、マンション向けサービスを提案

1 大学院・大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

コールセンター
オペレーター

13010-
851068

◇お客様対応業務
　・電話対応／メール対応／リモート支援対応／ＳＶ業務
◇バックオフィス業務
　・お客様情報の登録／オペレーション構築お問い合わせ内容の分析と
　　改善提案
◇ネットワーク保守業務
　・トラブル時の切り分け対応／ネットワークの状態監視

1 大学院・大学・短大・高
専・専修学校卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

110 1301-
564342-2

株式会社
テンフィートライト

マンション向けインターネットシステムの
企画、設計、施工、運用、管理等のサー
ビス。

最先端のＩＴの力と人間力で、住生活に
役立つ総合ソリューションを提供する
「住宅向け総合ＩＴサービス事業者」で
す。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

111 1304-
635669-5

東罐商事株式会社 容器素材、機械・機器類、石油製品等
の販売並びに輸出入。

当社は東洋製罐グループホールデイングス
（株）の子会社として、東洋製罐グループ各
社へ安心・安全並びに環境に優しい商品・
サービスを提供すると共に地域社会の発展
に貢献をしています。

セールスエンジニア 13040-
921868

●グループ会社、得意先工場への資材・機械・部品類・消耗備品等の販売。

●工場設備等の保守・メンテナンスの請負業務。

1 工学部、機械工学科、
電気工学科　尚可

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
※入社後の取得も可

3年
以内

112 1313-
107819-0

株式会社　マサル 若 安全で快適な高層ビルを建築するため
の、万全の防水対策と、建物をより永く
保つための定期的な改修（リニューア
ル）を行っています。　■シーリング防水
工事　■改修工事　■防水工事

シーリング防水事業を柱に首都圏の新
築高層ビルの約７割の建物を担当し、
その後のリニューアル工事も担当するこ
とで培った技術力と信用とで高い評価を
頂いております。

施工管理職 13130-
292268

・新築・改修現場における施工管理業務
　（建物の調査・診断、作業員及び材料の手配、図面の読み取り、
　　数量や工法の選定、見積作成、現場監督等）

・マンション改修現場での常駐施工管理

4 大学院卒（理系のみ）
大卒（学部不問）
能力開発校（マンション
改修施工科）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

5年
以内

113 1313-
103616-9

江戸川木材工業
株式会社

○木材・建材、卸売業。
○フローリング施工・販売業。
○内装施工業。　○住宅建築業。

☆創業以来、順調に業績を伸ばしています。
木を中心とする住関連資材の販売・施工、及
び　住まいや施設の建築を通じて、快適さ
と、やすらぎを提供しております。

営業 13130-
232168

＊当社の工場で生産する製品を含め住資材を、木材店・工務店に販売する。 5 大学院、大学卒 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

7年
以内

114 1309-
623958-8

株式会社
ビービージーシー

ユ ＥＲＰパッケージ、会計等のシステム構
築・運用・保守、システム基盤の設計・
構築、ＩＴコンサルティング。

難易度の高いシステム設計や構築も得
意とする一方、人材の育成に力を入れ
ています。社内外の教育と定期的な面
接を実施し、着実に実力をつけていただ
けます。

ＩＴコンサルタント 13090-
553568

・主に顧客先に常駐し各種システムの構築や運用を行います
・取り扱うシステムは企業の基幹系（会計、購買、販売等）のシステムです。
・ＩＴ未経験者を前提に、社内外の各種研修を組合せ、技術を身につけ、将来はＩ
Ｔコンサルタントを目指していただきます。
・開発だけではなく文書の作成等、様々なスキルを身につけていただきます。

1 大学卒、大学院修了
（学部、専攻不問）

不問 3年
以内

115 1315-
300168-1

社会福祉法人桜栄会
特別養護老人ホーム
砂川園

特別養護老人ホーム、高齢者在宅サー
ビスセンター、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所、学童保育所
※中小企業退職金共済加入

昭和５６年開設以来・地域に密着した堅
実な福祉事業を行っている。三鷹市、文
京区、江東区と都内に他３施設を運営
し、常に地域に貢献できる施設であるよ
う努力し続けております。

介護職員 13150-
124268

◎施設ご利用者の入浴、排泄、食事の介助、
　トランス（ベッドから車椅子などへの移動）
　シーツ交換、レクリエーション活動、口腔体操などの生活全般の介助を
　行っていただきます。

3 不問 不問 3年
以内

116 1311-
304234-6

すばる交通
株式会社

一般乗用旅客自動車運送業 会社創立以来着実に業績を伸ばし続
け、高収入を得ることが出来ます。クラ
ブ活動も野球、ゴルフ釣り等さかんに活
動しています。

タクシードライバー 13110-
86068

新卒二期生として、タクシードライバーを募集します。 20 大学院卒
大学卒

普通一種免許３年以上
取得後２年経過の方も
可

5年
以内

117 1302-
401811-5

株式会社
銀座山形屋

メンズファッション（スーツ、カジュアルな
ど）の店舗販売と、イージーオーダー
スーツ、レディ－ススーツの営業販売。

注文服店、郊外大型店、インショップ店
と多様な店舗形態をもっており、催事販
売などの営業販売も行っている。社員
買物割引制度有り。

販売（オーダー紳士
服、婦人服の販売／首
都圏）

13010-
1245468

創業１０９年のオーダー紳士服専門店
・メンズ・レディースオーダースーツの店舗販売、
　および取引先催事会場での展示接客販売。
　お客様お一人おひとりに合った服選びのお手伝いをしていただきます。
・レジ打ち業務
・ファッションへの興味が活かせる仕事です。
　お客様お一人おひとりに満足していただけるスーツ選びのお手伝いをしていた
だきます。

6 大学院・大学・短大・専
修学校
（学部・学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

118 1311-
313825-5

社会福祉法人健修会
特別養護老人ホーム
イーストピア東和

若 当施設は特別養護老人ホーム・ショート
ステイ・デイサービス・ヘルパーステー
ション・地域包括・居宅介護支援事業所
を擁する在宅複合型施設です。介護を
必要とする高齢者と関わるお仕事です。

平成１３年にオープン、病院と併設型の
施設です。平成１６年５月に特養利用者
の定員増になりさらなる地域福祉の発
展に努めて行きます。

介護職員 13110-
48768

１）利用者の生活、身体介護（移乗、移動、誘導、入浴、食事、排泄介助）
２）利用者の生活記録（パソコン入力）を記載
３）居室、フロアの環境整備
４）早番、遅番、日勤、夜勤のリーダー業務
５）レクリエーションの企画、運営、参加
６）各種研修、講習会参加

3 大学
短大

不問 3年
以内

119 1302-
409288-8

立石フィルター
株式会社

若 卸売業（各種フィルター販売） 当社はＩＳＯ１４００１を取得しており、環
境に配慮したフィルターを中心に販売し
ています。明るくやりがいのある職場
で、環境・地域に貢献する会社です。

営業 13010-
1305268

フィルター販売を中心とした業界では、トップクラスの企業です。
得意先は、日立グループを始め、高砂熱学工業や大手ゼネコンを中心とし、１，
０００社以上の顧客をもっています。
　・得意先廻り（ルート営業中心）
　・注文受注及び納品
　・見積書、納品書作成

1 大学院・大学・短大・高
専・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
以内

120 1308-
423389-2

メトロ製菓
株式会社

洋菓子の製造及び販売 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-
464068

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
以内
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

121 1309-
305888-9

アライ電機産業
株式会社

若 （１）自動車電装品の卸売並びに取付、点
検、整備　（２）移動体通信（スマートフォン、
タブレット等）の通信端末機器の販売並びに
メンテナンス及びインターネット回線の受付

（１）自動車電気電子装置部分の販売は、北
海道から沖縄にいたる販売網をもち業界トッ
プクラス　　（２）移動体通信事業はＮＴＴドコ
モをはじめ主要な事業者の代理店として成
長している

スマートフォン・タブレッ
ト等の販売

13090-
107068

ドコモショップ他携帯電話ショップにて接客業務 15 大学、短大、専修学校
全学部、全学科可

不問 3年
以内

総合職（本社） 13080-
201868

有料老人ホーム運営のベストライフ本社で総務、開発、営業、人事、広報、
経理などの部署での実務を行なっていただきます。

定型業務だけでなく、企画立案、対外折衝など総合的判断が必要となる業務
に携わっていただきます。

2 大学院、大学 不問 3年
以内

営業職（有料老人ホー
ム入居相談員）

13080-
202068

有料老人ホームへご入居を検討されている方への、施設選びのサポート業務
（施設のご説明、ご相談、ご見学対応、入居手続き等）コーディネーター業務に
ついて学んだあとは先輩に同行してもらい、半年を目安に徐々にひとり立ちを目
指します。
　○　経験・知識より人柄重視
　○　責任感のある方大歓迎
　○　介護業務に興味がある方　　お待ちしています。

10 大学院、大学 不問 3年
以内

介護職 13080-
203168

○有料老人ホームでの介護職業務（食事・入浴などの日常生活の介助業務、レ
クリエーションなどの余暇活動支援業務他）
○福祉施設でのサービス業として、ご入居者様の安心・安全のために「心」をこ
めたサービスを提供していただきます。

50 大学院、大学、短大
高専、専修学校、能開
校

不問 3年
以内

施設事務職
（介護業務含む）

13080-
207768

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

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

20 大学院　大学　短大
高専　専修学校　能開
校

不問 3年
以内

総合職
（施設幹部候補）

13080-
209968

○有料老人ホームでの運営やスタッフ管理を行う施設幹部
○責任のある立場ではありますが、その分やりがいや達成感のある仕事です。
○幹部候補養成研修、新任管理者研修、管理者研修、など、充実したキャリア
アップフォロー制度あり。
○ご入居者様の安心・安全のために、「心」をこめて施設運営を支えていただき
ます。

50 大学院、大学 不問 3年
以内

123 1303-
214464-4

ライトクリエイション
システム株式会社

若 情報技術サービスを事業領域としてい
ます。金融系、医療系等の業務アプリ
ケーション開発やインフラ構築からセ
キュリティー対策・検証等のサービスの
提供を行っています。特１３－３１４０３６

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-
134968

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 不問 不問 3年
以内

総合職コース 13130-
295768

・東証ジャスダック上場企業トスネットグループの中核を担う社員。
　（幹部候補の募集となります）
・入社後は事務所及び警備現場に従事し、その様々なフィールドの経験を踏ま
え、営業職、業務職、管理職等の専門分野に異動登用となります。
・女性管理職も活躍中です。

5 大卒 不問 3年
以内

警備職
（将来の幹部候補
として採用）

13130-
228768

＊主にオフィスビル・工場等建物内における「施設警備」（常駐警備、
　巡回警備、警戒監視、駐車場警備、保安業務）を中心に「臨時警備」（一定の
場所に集まる特定の人々に対する誘導、入退場の整理・広報業務）をお願いい
たします。

10 大卒・短大・高専・専門
卒以上

不問 3年
以内

125 1303-
620646-1

富士レックス
株式会社

競艇投票券場外売場施設運営
ホテル経営

当社は、リゾートホテル・レストランの運
営並びに公営競技関連事業を主事業と
する観光レジャー業の会社です。創業
以来一貫して、品質の高いサービスを
追求・創造・提供しております。

総合職
（事務又は管理業務）

13030-
251168

・事業内容：競艇投票券場外発売場・ホテル・レストラン
・職務内容：事務職（経理・総務）
　研修後［事務」又は「管理業務」に就いていただきます。

（事務）勤怠管理・給与計算
　　　　スケジュール管理・現金出納
　　　　月次決算
　　　　入出金伝票処理等
（管理業務）施設管理等
　　　　　　フロント業務（接客）等
　　　　　　商品管理等

3 大学卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

124 1313-
418969-4

株式会社
トスネット首都圏

施設常駐警備（学校・病院等）や交通誘導警
備（建築、ライフライン、土木等）、イベント（コ
ンサート、マラソン大会、花火大会等）の警備
等の幅の広い多種多様な警備を取り扱って
います。

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

122 1308-
450667-9

株式会社
ベストライフ

若 有料老人ホームの建設、企画、販売、
運営、管理及び当該事業に関わる一切
の事業。

全国１６都道府県に有料老人ホーム１６０事
業所を運営しています。ご入居者様、ご家族
様の心、スタッフ１人ひとりの心を大切にご
高齢者を敬い私たちの介護に誇りをもち真
摯に取組んでいます。
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事業所
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事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 会社の特長 職種名 求人番号 仕事の内容
求人
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

126 1304-
10189-3

協立情報通信
株式会社

１情報サービス事業－企業におけるＩＴ
インフラのためのソリューションサービス
を提供。２モバイル事業－都内・埼玉県
内にドコモショップ６店舗を運営。

モバイル事業とソリューション事業を展
開しており、両事業の連携で企業の情
報化を推進しております

ドコモショップ
窓口スタッフ

13040-
406868

　＊ＮＴＴドコモ取扱商品　ドコモショップ窓口受付業務
15 大学、短大、専修学校

（学部学科不問）
不問 3年

以内

営業職 13120-
128568

　・集合住宅の大規模修繕工事を中心に、建築内外装リフォームを幅広く
　　手掛けています。
　・管理組合や管理会社をはじめ、大手ゼネコン等、様々な顧客への営業
　　活動をしていただきます。
　・一件あたりの取扱高も大きく、やり甲斐のある仕事です。

2 不問 不問 3年
以内

施工管理 13120-
129468

　集合住宅の大規模修繕工事を中心に建築内外装リフォームを幅広く手掛けて
います。
　各現場における人員の管理や予算管理、居住者対応をしながら現場を引き渡
すまでの業務に携わっていただきます。
　ＯＪＴ，ＯＦＦ－ＪＴも充実し、将来的には現場で得た経験・知識をもとに営業職
への転向も可能です。
　資格取得も会社として推奨し、取得の際には祝い金制度もあります。

2 不問 不問 3年
以内

128 4501-
2160-4

三和ニューテック
株式会社

電子機器、部品の開発・製造・販売 ＳＭＣグループ３０社（総従業員６，５００
名、売上約１，０００億円）の中の一社
で、その開発技術力は国際的にも卜ッ
プレベルの評価を受けており、自社開発
製品を世界に発信しています。

営業職 45016-
405468

＊既存顧客のルート営業（主にＴＶカードタイマー）

＊ＴＶカードタイマーの納入設置

＊営業付帯業務

2 大学院、大学、専修学
校

＊パソコン操作：マイクロ
ソフトＯＦＦＩＣＥの基礎知識
（ワード・エクセル・パワー
ポイントが人並にできる
事）
＊普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

総合職
（ルートセールス）

13040-
214168

＊ナショナル・ベンディングが管理している自動販売機への
　商品（紙コップ類・牛乳・食品等）の補充
＊原料の補充、衛生管理
＊翌日の原料の積み込み
＊故障対応
＊メンテナンス、部品交換等
＊ゴミの回収（自販機に付随する）

10 大学
（学部学科不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ車限定可）

5年
以内

総合職
（営業職・ルート
セールス）／横浜市

13040-
216568

＊自動販売機新規設置先営業
＊ナショナル・ベンディングが管理している自動販売機への
　商品（紙コップ類・牛乳・缶・ｐｅｔ・食品等）の補充
＊原料の補充、衛生管理
＊翌日の原料の積み込み
＊故障対応
＊メンテナンス、部品交換等
＊ゴミの回収（自販機に付随する）

3 大卒
（学部不問）

普通自動車運転免許
（ＡＴ車限定可）

5年
以内

130 1208-
107756-0

株式会社　フェーズワ
ン

コンピュータシステムの企画及び構築
オブジェクト指向による設計・開発
ＩＴソリューションの営業代行　　各種ソフ
トウエアの製作

ＩＴ技術者のプロ集団となる目標に向
かって展開している。オブジェク卜指向
技術を強味とする。　お客様ヘ最適ソ
リューションを提供する事業も行ってい
る。楽しみながらスキルを磨く環境です

プログラマ 12080-
86068

【プロジェクト】
技術分野：Ｗｅｂアプリケーション開発から業務アプリケーション開発、
　　　　　基幹システム開発、ネットワーク、サーバー設計、構築など
業務分野：特にクレジット業務システム、銀行、証券、損保、
　　　　　生保業務システム、流通、通販業務、ＥＣサイトシステムの
　　　　　設計構築など

【開発フェーズ】
要件定義～設計～製造～保守、運用までの幅広いステージあり

4 情報系科目
又はＷｅｂ系のプログラ
ミング

　ＩＴパスポート、基本情
報技術者あれば尚可

3年
以内

131 1311-
315273-1

東京ガスオールワン
エナジー　株式会社

ガス・電気機器、空調機器等の販売、施
工。ガス機器の修理。
東京ガスの委託事業（ガスの検針設備
点検、ガスの開閉栓、ガス工事等）。住
宅の増改策、リフォーム等。

東京ガスグループの地域拠点として、お
客様と「人と人」という信頼関係を築き、
社員一人ひとりの創造力を基本に仕事
をしています。仕事にやりがいを感じ、
会社が楽しいというバランスを考えます

営業職 13110-
127468

１．ガス機器・厨房設備・住設器具の販売及び施工業務
２．ガス配管工事設計及び施工業務
３．ガス器具等のメンテナンス業務
４．リフォーム営業・設計・施工管理業務
５．東京ガス受託業務（料金収納・保安点検・検針・電力契約）

2 大学卒 普通自動車運転免許
取得可能な方

否

132 1306-
9785-5

日本非破壊検査
株式会社

主として石油精製・石油化学などのプラ
ント、ビル等の構造物・設備を使用中の
安全のため、放射線・超音波・過電流・
浸透現象等を利用して、構造物・設備を
破壊せずに検査する。

創業６０年になる日本最初の非破壊検
査専門企業で、創業当時のパイオニア
精神は今も組織風土の中に息づいてい
る。家庭的雰囲気もある会社です。

検査技術者 13060-
189568

○石油精製、石油化学などプラントの非破壊検査および設備診断、溶接部の応
力除去を実施しています。コンビナートを形成する企業が主な取引先となりま
す。プラント停止時は一時的に検査員が必要なため、県外の企業にも赴く場合
が有ります。
○客先での検査作業が８割、事務所での報告書の作成が２割の比率です。
○検査に必要な資格は入社後取得することになりますが、社内教育も充実し
　ていると自負しております。

6 大学、大学院
（資格取得を考慮する
と、理系が望ましい。）

普通自動車免許取得
者が望ましい。（マニュ
アル）
※入社後の取得も可。

否

129 1304-
24725-0

ナショナル　ベンディ
ング株式会社

自動販売機の管理運営 日本における最初の自動販売機オペ
レーター。
全国１５支店・４３営業所があります。

127 1312-
516712-4

株式会社
ジェイ・プルーフ

集合住宅の大規模修繕工事を中心に、
防水工事・塗装工事など建築リニューア
ル工事を広く手がけています。

妥協のない施工品質と低価格を両立さ
せ、お客様より好評を頂いています。超
高圧洗浄やスプレー防水等の特殊工事
も自社で機材・人員を保有し積極的に
取り組む勢いのある会社です。
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学歴 必要な免許・資格
既卒
者

133 1304-
257146-9

株式会社　イクス 若 ビル空調保守・改修作業、計装工事・電気工
事の施工管理、医療ガス設備・保守、デジタ
ル機器向けＬＳＩ、モジュール等の企画開発
製造、ソフトウェアの受託開発・エンジニア派
遣

融和一致の精神をもって、質の高い技
術とサービスを提供することにより社会
の発展に寄与するとともに、全従業員の
心と豊かさを追求する。

フィールドエンジニア 13040-
588168

・ビル空調自動制御システムの施行、動作の確認、保守点検
・オフィスビル・商業施設・学校・病院の空調システムの保全業務です。
　安全で快適に過ごせる環境をつくるには欠かせないお仕事で、今後益々需要
が高まります。　
＊未経験の方も、先輩と一緒に作業を担当できるので習得も早くご活躍いただ
けます。
＊社内外の研修も充実しています。

5 大学院、大学、短大、
高専、専修学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

134 1306-
210527-4

株式会社
メイワスカイサポート

ＡＮＡ関連の航空郵便貨物搬送および
航空郵便貨物の航空機ヘの積み降ろ
し、ＰＢＢ（旅客搭乗橋）着脱業務

航空機の真横で働き、１日４００便ある
航空機をテキパキとこなしています。従
業員の平均年齢は３０歳前後で女性ス
タッフもー緒に活躍しています。

航空機地上支援業務 13060-
163468

・ＡＮＡ（全日空）便の国内貨物・郵便を特殊車両で機側まで搬送し、
　航空機へ搭降載する仕事です。
・ＡＩＲＤＯ（北海道国際航空）便の貨物搬送、搭降載も実施します。
・ＰＢＢ（パッセンジャー・ボーディング・ブリッジ）操作業務も実施しています。
・ＳＦＪ（スターフライヤー）便の地上業務全般も実施しています。
・国内航空郵便の受託・引渡し業務も実施しています。（上屋内業務）

10 不問 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

135 1308-
112639-1

池田煖房工業
株式会社

建築設備工事・空調給排水消火厨房機
器設置等

昭和５年創業昭和３０年株式会社設立、
順調に業績を伸ばしてきた。今後一層
の発展が期待できる。

空調・衛生設備
施工管理

13080-
345668

○建物の衛生・空調設備の施工監理をしていただきます。
○数年は、先輩技術者の下で施工の技術を学んでいただきます。

5 大学　専修学校
（学部学科不問）

不問 2年
以内

136 1304-
244554-1

株式会社
アントレンド

若 社内開発を基本としたＷｅｂ／オープン
環境での業務系ソフトウェア開発。有料
職業紹介事業（１３－ユ－０４０５６８）
労働者派遣事業（般１３－０４０７０１）

客先常駐型のソフト開発会社が多い中、弊
社はエンドユーザー直スタイルでの社内開
発にこだわるプロの会社です。一気通貫でソ
フト開発を学べる環境で、完成後の喜びを仲
間と共有しませんか？

初級プログラマー 13040-
1400068

システム開発の中で詳細設計・開発・テスト運用といった工程を担当していだだ
きます。
経験を積み、将来的にはシステムエンジニア（ＳＥ）へのキャリアアップをしてい
ただきたいと考えています。

3 大学院・大学・短大・高
専・専修学校（学部学
科不問）

不問 3年
以内

建設機械保守作業 13010-
392668

入社１年目は、先輩について地下・基礎工事の施工管理（安全・品質・工程・原
価の管理）に従事していただき当社の業務内容を基礎から学んでいただきま
す。
その後、機材部にて当社保有の杭打機など建設機械の点検・整備・修理を行っ
ていただきます。
　（なお、機械保守は千葉県千葉市若葉区と奈良県磯城郡田原本町にある機
材センターでの作業となります。）

5 大学院・大学・短大・高専・
専修学校・能開校　各卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

技術職
（現場施工管理者）

13010-
393968

施工管理は、安全・品質・工程・原価管理を通じて１つの工事を完成させる大変
にやりがいのある仕事です。
入社１～２年は先輩について施工管理のノウハウを学んでいただきますので安
心してください。
また施工管理に必要な資格を取得する支援システムも用意しています。

5 大学院・大学・短大・高専・
専修学校・能開校　各卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

営業職 13010-
394368

入社１年目は、先輩について地下・基礎工事の施工管理（安全・品質・工程・原
価の管理）に従事していただき当社の業務内容を基礎から学んでいただきま
す。
その後、営業部にて施工管理で経験したノウハウを武器に現場案件の情報収
集・ルート営業などを行っていただきます。

5 大学院・大学・短大・高専・
専修学校・能開校　各卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

138 2801-
10154-1

東亜外業　株式会社 大口径鋼管の製造、装置及びプラント
の建設、ガス水道等のライフラインの敷
設、大規模工場の保全工事等、溶接を
主体とした各種工事

「信頼され、優秀な技術を誇れる会社」
をモットーに品質の向上に努めていま
す。顧客は日本を代表する企業や官公
庁ですので経営は安定しています。

施工管理 28010-
113668

◆千葉市「千葉事業所」での勤務です。
≪具体的な業務≫
　・ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所内において、工場設備の新設工事
　　および補修工事の施工管理業務を担当していただきます。
　　具体的には、圧延設備機械・工場内設備機械等の補修組立・メンテナン
　　ス・据付等の工事があります。

2 大学



不問 3年
以内

139 2205-
105878-8

株式会社
アイティ・イニシアティ
ブ

若 医療系システム及び業務系システムの
開発
派２２－３００４１０

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-
61568

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。

2 不問 基本情報技術者資格
あれば尚可

3年
以内

140 1307-
357790-9

ジェノスグループ
株式会社

首都圏を中心に飲食店様六千軒からお
取引きを頂く業務用酒類卸の会社で
す。

あらゆる外食企業様に必要な酒類を
トータルに取り揃え、アイテム数は日本
最大級。ワインの輸入会社をグループ
に持ち自社商品に注力した営業展開で
事業拡大を目指しています。

総合職 13070-
701568

（営業）当社のお客様へあらゆる商品を提案します。
　　　　メニュー・企画の提案など、お店をプロデュースし、
　　　　共に成長をする仕事です。

（事務）総務・経理・営業事務など

3 短大　大学　大学院 不問 3年
以内

141 1309-
103703-5

スエヒロシステムライ
ン　株式会社

若 通信設備工事、電気設備工事 電力会社や大手通信会社が主要顧客
であり、首都圏を中心に安定した営業基
盤を維持しています。５０年以上の業歴
を有していますが、２０代、３０代の若年
層が中心に活躍する若々しい会社で
す。

通信設備工事・
電気設備工事

13090-
305768

・携帯電話通信基地局における工事作業
・工事現場にてケーブル配線・撤去・端末処理・物品搬入・組立等
・工事作業は主に首都圏随所で行います。
・親切丁寧に指導しますので、未経験でも安心して働けます。

3 大学・短大・専修学校
卒　　　　　（学部・学科
不問）

普通自動車第一種免許
（ＡＴ限定可）　※入社後取
得も可能です

3年
以内

137 1301-
649642-4

成幸利根株式会社 地下工事の総合計画及び施工　　（山
留・遮水壁工事、基礎抗工事、地盤改
良工事、環境対策・防災対策工事、地
下資源開発工事、鋼管矢板・鋼管杭圧
入工事）

全国の地盤を知り尽くした地下工事の
専門会社。　　　　　　　　東京オリンピッ
ク競技施設の基礎工事をはじめ、全国
各地の地下鉄・高速道路・高層ビルの
基礎工事など数々の施工実績がありま
す。
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工事管理 13040-
959468

　　●設計した建物を安全、かつ計画的に施工し形にするのが
　　　工事管理の仕事です。
　　　＊工事計画の策定（期間・人員・見積・手法）積算書の作成
　　　＊計画に対する進捗管理
　　　＊計画と現状のズレが起きた場合の対策の検討等

2 大学
（建築学科）

不問 1年
以内

企画提案営業 13040-
529868

■お客様がお持ちの不動産資産に対し、多角的な視点からコンサルティングを
行い、お客様のニーズに最も近い不動産活用をご提案しています。

■周辺マーケットを調査し、最も収益の見込める土地有効活用法をオーナーに
提案、公的資金を利用したマンション経営など、資産運用をトータルにサポート
します。

2 大卒（学部学科不問） 不問 1年
以内

143 1302-
401887-0

株式会社
エキスプレス社

若 広告代理業（屋外広告、ＳＰ、ＰＯＰ広
告）

創業６９年広告業界中堅企業。取引先
はみずほ銀行、三井住友銀行、東芝、
コーセー他上場企業多数。本社は銀座
３丁目自社ビル８Ｆ建て。

企画営業 13010-
1301368

サイン（看板）の企画・提案営業を行います。

クライアントの要望を聞き、提案と折衝を行いながら、社内・社外のスタッフと連
携をとり、企画から設計、施工まで、トータルに動かすプロデューサー的な役割
をお任せします。

1 大学・短大・専修学校
（学部・学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

144 2708-
293405-8

有元プラント工業
株式会社
東京支社

若 管工事業・機械器具設置工事業・派遣
業　※２７－３０３４５３（空気調和設備・
防音装置・各種製缶品の設計・製造・施
工）

空気調和設備他に関する設計・製作・
施工を一貫して行っています。自分が設
計した物が出来上がる喜びを一緒に感
じましょう。目指しているのは、心地良い
「空気のプロデュース」です。

プラント設備設計 13090-
110468

プラント空調設備（ダクト、処理装置、架台、各種製缶品他）設計・積算他
＊入社後、初めのうちは設計図作製の訓練をします。既製設備の見学などを通
じ、先輩社員の丁寧な指導を受けながら必要なスキルを身につけていきます。
指導後は設計のプロとして設計を担当していただきます。

2 大学院・大学・短大・高
専
（学部・学科不問）

普通自動車運転免許
あれば尚可
（ＡＴ可）

3年
以内

アドバイザー
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）

13170-
64268

ＢＭＷ・ＭＩＮＩ正規ディーラーのフロント業務を募集します。
＜アドバイザー＞
車検・点検・パーツ取付けの受け付けから、ＢＭＷ・ＭＩＮＩグッズの販売、
日常の取扱いの相談まで幅広くお客様とメカニックとの橋渡しをして頂く業務で
す。ＢＭＷアカデミーの研修制度、ＯＪＴによるきめ細かなフォローにより初心
者、未経験者からでもエキスパートを目指すことが可能です。

5 不問 普通自動車免許 3年
以内

販売
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）

13170-
65568

【新規顧客】ＨＰ等からの反響営業になります。
ショールームに来店した見込み客に対するおもてなし。
具体的には、来店目的の確認、商品及び当社サービス内容の説明、試乗希望
の方の対応などがあります。

【既存顧客】車のメンテナンス及び買い替え相談へのきめ細かな対応と新規顧
客の紹介促進を目的とした企画立案をおこなっていただきます。

※顧客は富裕層が中心です。接客・サービスマナーについては丁寧に　教えま
す。ライフワークバランスに配慮した勤務も相談に応じます。

5 不問 普通自動車免許 3年
以内

メカニック
（ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車）

13170-
66468

ＢＭＷ・ＭＩＮＩ正規ディーラーの整備士を募集します。
＜メカニック＞
車検・点検・パーツ交換等から故障探究の様な複雑な整備まで受け持ちます。
ＢＭＷアカデミーの研修制度やＯＪＴによるきめ細かなフォローにより初心者未
経験者からでも一流のメカニックを目指すことが可能です。

5 不問 普通自動車免許 3年
以内

146 1306-
213796-1

株式会社
山小電機製作所

若 通信建設用資材の設計制作及び取付
工事。制御卓・分電盤等各種盤架類の
設計及び製作。ＦＡＸ等ＯＡ機器の修
理。

創業以来一貫して通信建設用資材を現
地調査から設計・製作・取付工事・試験
まで行っています。

通信建設資材の設計
・製造・取付工事

13060-
192368

■設計・品質管理等
　　　　○携帯電話通信基地局の建設資材の設計。
　　　　○制御卓・分電盤、配電盤など盤架類の設計。
　　　　○製品の品質管理、検査、試験要員など。
■製造・組立・取付工事等
　　　　○携帯電話通信基地局の建設資材の製造　
　　　　○制御卓、分電盤、配電盤など盤架類の組立
　　　　○携帯電話通信基地局の建設資材の取付工事など
■営業　○ルートセールス、新規開拓等

3 
大学院・大学・短大
（技術科目履修者）

不問 3年
以内

147 1304-
5963-6

株式会社　カナエ 電力・建設・通信・鉄道関連設備資機材
の販売及び特許工事を軸とした研究開
発型の総合商社

創業以来７０年全国十電力会社を主な
る顧客として順調に成長し６０年連続黒
字を継続中です。今後もエンジニアリン
グ商社として高付加価値商品の提供と
技術革新に挑戦し続けていきます。

販売促進 13040-
201668

電力会社をはじめ、建築、土木、通信・鉄道等、社会インフラを
支える企業様へのセールスプロモーションを担当して頂きます。

新製品の発掘や全国支店への商品説明会、メーカーとの折衝から
営業活動まで、まずは先輩社員と同行しながら仕事を覚え、幅広く
活躍して頂きます。

2 大卒以上
（学部学科不問）

・基本的なＰＣ操作
（ワード、エクセル、パ
ワーポイント）
・普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

3年
以内

145 1317-
302298-1

株式会社
モトーレン東都

若 ＢＭＷ（ドイツの高級乗用車）及びＭＩＮＩ
（イギリスの小型車）の正規ディーラー。
各車種の販売・保守メンテナンスサービ
ス及びアクセサリーの販売を通してお客
様に「夢」を届けています。

創業４５年の自動車ディーラー”ダイワ
グループ”中核企業。グループ５社で８
車種の正規代理店として、首都圏最大
級の販売ネットワークを有しています。

142 1304-
247428-3

鈴与三和建物
株式会社

土地の有効利用とビル・マンション経営
の企画・提案と住宅事業・不動産事業・
建物管理事業からなっています。創業８
１周年を迎えた歴史ある総合建築会社
です。

当社は、創業２１５年を経た鈴与グルー
プ１４０社の一員です。また鈴与グルー
プは、物流・商事・建設・食品・その他
サッカーの清水エスパルス、エスパルス
ドリームプラザ等を運営しています。
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プラントエンジニア 13040-
530268

「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
以内

製造
（環境プラント装置等）

13040-
532468

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
以内

技術エンジニア 13040-
534668

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
以内

営業 13040-
535968

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
以内

149 1304-
932424-0

アートム株式会社 スポーツクラブをインターネットで紹介す
るサービスをおこなっています。全国の
スポーツクラブを検索出来るＡｓｒｅｅｔア
スリートを運営しています。

「スポーツする人を増やす」をコンセプト
にスポーツに関するインターネット事業
を展開する会社で、本社は京都で制作
を行い営業は東京支社を中心に全国の
スポーツクラブへサービスを行っていま
す

営業職 13040-
957268

営業スタッフ
自社運営サイト（ＡＳｒｅｅｔ・アスリート）
ジム・フィットネス・スポーツクラブポータルサイトの広告営業

4 大学院、大学 不問 3年
以内

施工管理職 23100-
82968

街の美観を造る建物の外装、地中から建物を支え、そこで生活する人々の安全
を守る基礎杭などの工事をします。
工事が滞りなく円滑に進むように、品質管理・工程管理・原価管理・安全管理こ
の４つを現場にて行う、「監督」の立場としてお仕事をしていただきます。

2 不問 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

営業職 23100-
83368

住宅やメーカー、ゼネコン、設計事務所などを中心に、建築・土木分野及び工事
の受注活動や、デザイン事務所へのオリジナル商品（特許保有）の提案活動な
どを行っていただきます。
地上から地中まで全てが営業対象です。提案力、プレゼン力、ヒアリング力な
ど、相手のニーズを聞き出し、それに応える提案力が身につきます。

2 不問 普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

＜総合職＞
貿易業務等

13040-
1236468

国際輸送・国内輸送・通関・倉庫など物流のあらゆる場面を支える
国際総合物流企業でのお仕事です。

・現業／輸出入の通関手続き（書類作成、貨物の検査立会い、税関への
　申告など）が主になります。
・営業／お客様のご要望に基づき、最適な輸送ルートをご提案願います。
・管理事務／総務、経理など

1 四年制大学卒
（学部学科不問）

不問 3年
以内

＜一般職＞
貿易業務等

13040-
1237768

国際輸送・国内輸送・通関・倉庫など物流のあらゆる場面を支える
国際総合物流企業でのお仕事です。

・現業／輸出入の通関手続き（書類作成、貨物の検査立会い、税関への
　申告など）が主になります。
・営業／お客様のご要望に基づき、最適な輸送ルートをご提案願います。
・管理事務／総務、経理など

1 大学、短大・専門学校
（学部学科不問）

不問 3年
以内

151 1304-
11374-2

インターナショナル
エクスプレス
株式会社

航空貨物代理店業／通関業／倉庫業
／国際複合輸送業／海運貨物運送取
扱事業／自動車運送事業／特定信書
便事業／産業廃棄物収集運搬業

「創意・工夫・実行」をモットーに、あらゆ
る貨物に対し多様なサービスでお客様
のニーズに応え、国際社会に貢献して
いきます。

150 2310-
3701-7

旭コンステック
株式会社

若 建設工事（外壁、基礎杭、住宅）、製造
流通（ヘーベルハウスのコーナーパネ
ル加工、鋼管柱の粉体塗装防錆加工、
自社オリジナル建材加工販売）

外壁工事、基礎杭工事に特化したサブ
コンとして大手ゼネコンとの取引ありま
す。建設業者でありながら３つの自社工
場を持ち、日本で唯一の建材加工や、
自社オリジナル商品を製造しています。

148 1304-
247898-4

三協工業　株式会社 若 水と空気の環境エンジニアリング企業。
さく井・水源施設／上水道施設／水処
理施設／機械器具設置／脱臭・排ガス
処理施設の工事、および上記関連機器
の設計・製造・販売

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。
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ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

152 1311-
201070-8

翼工業　株式会社 医療器具製造販売 注射器を製造する会社。
平均年齢３１歳。
若い社員が力を発揮できる会社です。

企画営業 13110-
117268

＊看護師向け通販会社様へ商品提案（オリジナル商品の企画、買い付け）
＊看護師向けＷＥＢサイトの企画運営
＊看護系の大学・専門学校様への商品提案、トータルケア
＊販促物のデザイン企画
＊カタログ作成

1 大学、短期大学、高専
卒業

不問 1年
以内

153 1103-
4195-7

株式会社　共同土木 産業廃棄物の収集運搬業・中間処分
業。

当社は、業界でトップクラスの実績をも
ち、環境ビジネスの一つとして脚光を浴
びています。又、今後の２０２０年のオリ
ンピックの開催に向け、成長が期待でき
る企業です。

総合職 11030-
205268

総合職（営業、業務、物流、事務）として、将来の幹部候補を目指していただけ
るような人材を求めています。まずは当社が扱っている産業廃棄物の基本を覚
えてもらい、約３か月間の研修期間を経て各個人の適性を判断し、各部署へ本
配属となります。
営業は、大手ゼネコンや解体業者等、主に建設会社へのルート営業や飛び込
み営業、廃棄物の分別指導や提案営業等、業務は当社の核となる東京・千葉・
埼玉中間処理工場にて廃棄物・リサイクル管理と言った仕事を行っていただき
ます。
物流は、配車事務や車両管理、ドライバー教育等を行います。
事務管理は、会社全体を支えてもらう仕事になります。

8 不問 普通一種自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

否

154 1309-
626420-4

株式会社　ユーソフト 若 システムインテグレーション業務、及び、
システム運用・保守業務、ネットワーク
設計・構築業務

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-
59968

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

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

5 大学院・大学・短大・専
修学校卒業
（学部・学科不問）

不問 3年
以内

営業 13070-
733268

鉄道、バス、船の製造メーカーに対し販売活動を行います。
要求される技術仕様に対し打合せを行い製品化を実現します。
販売後も、エンドユーザーである鉄道・バス・船会社（ＪＲ・船主等）に取扱説明
やメンテナンスのアフターフォローを行います。
営業センスとともに技術的素養が求められます。

1 専修学校　高専　短大
大学　大学院
理系は優遇します。

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
優遇

3年
以内

設計・開発・品質保証 13070-
463768

設計・開発部門
・鉄道、バス、船舶向け製品の設計、開発を行います。
・新型の車両、バス船舶向けの設計の他に既存の車両等に最新システムを搭
載するリニューアル設計もあります。
・大まかな客先の要求仕様に基づき基本設計を行い、製造メーカー、各鉄道会
社等との詳細を打合せます。
品質保証部門
・鉄道、バス、船舶向け製品の検査、品質管理、アフターフォロー
　（メンテナンス）を行います。
・問題が発生した場合のデータ分析や対策の考案も役割の一つです。
・当社製品の品質を確保し、改善向上を図る重要な役割を担います。

2 専修学校　高専　短大
大学　大学院
機械・電気・電子工学
系優遇

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
優遇

3年
以内

156 1304-
21148-5

株式会社
東京サーマル

若 空調衛生設備工事 当社は空調衛生設備のリニューアルを
主な事業として、近年安定的に業績を
のばしている企業です。

空調衛生設備
施工管理

13040-
488968

既設建造物の空調衛生設備改修工事の施工管理 2 短大、大学、大学院卒
（文系・理系問わず）

不問 3年
以内

157 1302-
300728-2

牧村　株式会社 三陽商会、ワールド、ブルックスブラ
ザーズ等、国内外のメンズ及びレディー
スアパレルへのテキスタイルの企画・販
売並びにビジネス及びスクールユニ
フォーム素材の企画・販売

ファッション業界のソフト分野を担う繊維
専問商社として素材提案からＯＥＭ生産
までグローバルな事業を展開していま
す。

営業職 13010-
809968

【メンズテキスタイル部】【レディステキスタイル部】
次シーズンのトレンドを創り出すために、牧村オリジナル素材の提案をするこ
と、クライアントの要望をテキスタイル（生地）で表現することがテキスタイル営業
部の主な仕事です。そのためには全国の産地の生産者の方の協力が不可欠で
す。また、製品営業部と組んで製品として提案することもあります。
クライアントとなるアパレルは三陽商会・イトキン・レナウン等になります。
【海外営業部】
業務内容は、ヨーロッパ・アメリカのラグジュアリーブランドに日本の素材を
提供することです。クライアントが海外なので英会話は必要です。
※見本づくりを通して、必要な繊維の知識を身につけていただきます。
【製品営業部】
クライアントであるアパレルＯＥＭ生産が主な業務内容です。
中国の縫製工場に生産ラインを持ち、密に連絡を取り、意思の疎通を図らなけ
れば、安定した製品は提供できません。そのため、英会話が必要になります。

4 大学卒
（学部学科不問）

不問 1年
以内

158 1311-
308953-9

エヌデック　株式会社 若 コンピュータ・通信・ネットワークのシス
テム及び電気・電子機器の利用に関す
る提案、設計、構築、設置工事、保守、
運用や太陽光発電システム、蓄電池、Ｅ
Ｖ機器の設置工事など。

ＮＥＣフィールディング株式会社の１０
０％出資子会社として高い技術で成長
を続けている会社です。公的資格取得
の為の教育及び支援体制が充実してお
りやる気次第で能力向上の機会が広が
ります。

技術職 13110-
45268

・ネットワークシステムの構築
・コンピュータールーム、オフィス付帯設備の設計、施工
・環境ビジネス（太陽光発電システム、電気自動車の急速充電器の設置、工事
保守）
・ＩＴシステムの全国展開工事

＊お客様はすべて民間企業、官公庁、団体などいわゆるＢｔｏＢの業務形態で
す。ＮＥＣグループの一員なので、グループ企業との取引も活発です。

3 大学・高専・専修学校 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

155 1307-
349516-4

株式会社
五光製作所

若 輪送用機械器具製造業。
鉄道車輌・バス・船舶用トイレシステム
及び暖房装置等を製造しています。

交通産業を通じての社会貢献を求め
て、新幹線や高速バスや護衛艦等に、
より快適なトイレや暖房装置などを提供
する為に日々努力している会社です。
景気に左右されにくい安定型企業です。
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事業所
番号
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ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

159 1301-
650944-2

公益財団法人
国際人材育成機構

技能実習制度に基づく外国人技能実習
生の受け入れ及び技能実習生、受入企
業のサポート。無料職業紹介許可番号
１３ム３０００３２

ベトナム、インドネシア、タイ政府派遣の技能
実習生を受け入れ、我が国の社会と産業の
健全な発展、開発途上国の経済発展に寄与
することを目的に、人材育成を通じた国際貢
献に取り組んでいます。

外国人技能実習生
アテンド業務

13010-
1320168

○外国人技能実習生受入れ事業に関する受入れ企業へ
　実習生の訪問、指導、管理業務、各種報告書等の作成。
　新規受入れ企業の開拓業務等。
（※当社の技能実習生はインドネシア、タイ、ベトナム、バングラディシュ　等）

2 大学卒
（学部学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）

3年
以内

160 1303-
621301-3

東京ガスＮｅｘｔ　ｏｎｅ
株式会社

若 ガス機器やリフォーム商材の営業、施
工、メンテナンス及び東京ガスの委託業
務（点検、検診など）
※東京ガスライフバル台東・同荒川・同
墨田を運営

東京ガスグループの一員として台東・荒
川・墨田の３区にお住まいの皆さまに、
快適な暮らしづくりを通じて、お客様に
選ばれ信頼される企業、そして従業員
が夢を抱ける企業を目指しています。

ガス機器の点検・
取付・修理・提案など

13030-
147168

ガス機器の点検・取付・修理・提案など。
東京ガスの委託業務（点検・検針など）も含め、台東区、荒川区、墨田区のガス
に関わる全ての事を担当します。

３ヶ月程度の社内研修と、東京ガスのトレーニングセンターを活用した、独自の
研修プログラムが受けられます。

8 大学・短大・専修学校 ・普通自動車運転免許
（ＡＴ可）　入社までに取
得すれば可
・ＰＣの基本的な入力

3年
以内

161 1310-
105353-9

沖昌エンジニアリング
株式会社

建築工事・土木工事の設計、積算、測
量、調査及び施工管理業務。
般１３ー１０００１５

官公庁並びに民間の土木工事・建築工
事（民間は主に鉄道関連）発注土木工
事の設計、積算、測量、調査、及び施工
管理業務を行っています。

土木工事の設計、
積算、施工管理及び
道路管理業務

13100-
37468

官公庁並びに民間の土木工事の設計、調査、施工管理及び道路管理を
担当していただきます。
主な仕事は
（１）設計、積算に関わる現地調査、数量算出、図面作成
（２）土木工事に関するコンサルタントとしての施工管理
（３）道路管理（道路法に基づく各種申請書類の受付審査）

3 不問 仕事内容により普通自
動車免許（ＡＴ限定可）
（就職後に取得可）

3年
以内

162 1302-
416514-2

株式会社　スズヤス 鉄鋼製品の販売及び加工業 関東地区を中心に、８営業拠点と６工場
を持ち、各地域に密着して、鋼材を加工
して需要家に販売しています。

総合職（営業） 13010-
1023868

総合職として主に営業の仕事をして頂きます。
営業はルートセールスが主となります。
販売品種は鋼材（主に鋼板）です。
尚、異動・転勤は有りますので予めご了承下さい。

「業務内容」
　社内事務（見積書作成、伝票入力、資料作成等）
　外回り営業（ルートセールス、新規顧客開拓等）

2 大学院・大学卒
（学部、学科不問）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

システム営業 13030-
345968

営業部に所属し、新規および既存の取引先へ、自社の特徴を生かしたエンジニ
アリングソリューションの企画・提案を行って頂きます。
　＜主な担当業務＞
　ソフトウェア開発業務請負のための提案営業
　・顧客への企画提案・交渉・調整
　・営業戦略のプランニング
　・社員フォロー
　・新規取引先の開拓
　・マーケットや企業のリサーチ

1 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

不問 3年
以内

システムエンジニア・
プログラマ

13030-
28568

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。

3 大学院・大学・短大・高
専・専修学校・能開校

不問 3年
以内

164 1304-
263023-9

総合ハウジング
サービス　株式会社

マンション・ビル等の管理業務（保守管
理並びに清掃業務）、不動産の仲介・売
買、建築・リフォーム・リフレッシュ工事

ルネ・シリーズのマンションを筆頭に、マ
ンシヨン・ビルの管理業務を中心として
順調に業績を伸ばしております。

管理マンション技術者
／港区

13040-
420668

マンションの点検・修繕の技術管理業務
　・点検の実施及び点検結果を踏まえた改修工事提案
　・マンションの管理組合への中小修繕工事の提案
　・工事見積り作成
　・各マンションの理事会での技術説明
　・フロントスタッフへの技術支援

2 不問 不問 3年
以内

165 1304-
205365-7

東京配電工事
株式会社

架空配電線工事、信号機工事の設計施
工

東京電力の架空配電線工事を主とし元
請受注・施工をしております。またこの
他、警視庁の信号機工事の受注・施工
をしている工事会社です。

総合職
（設計、資材、付託等）

13040-
833868

　●机上業務全般
　　工事工程調整、材料現品管理
　　工事設計書作成業務　等
　　　・設計／工事図面作成、地先交渉
　　　・資材／材料現品管理・整理（力仕事など倉庫整理等も伴います）
　　　・付託／工事工程調整、図面補正　ほか業務をローテーション

2 大学卒 普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊入社時までに取得可
能でも応募可

3年
以内

163 1303-
204104-2

株式会社
ヴァンテルシステム

若 汎用系、Ｗｅｂ系、オープン系のソフト
ウェア開発・保守。
コンサルティングサービス、運用支援
サービス、ＷＥＢマーケティング。労働者
派遣業：派１３－３０６４０８

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。
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第３回 新規大卒者等合同就職面接会（2月2日・新宿NSビル）　求人一覧表（ブース順）

ブー
ス

事業所
番号

事業所名
ﾕｰｽｴｰﾙ/
若者応援
宣言企業

事業内容 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

166 1301-
632704-9

株式会社
文化カラー印刷

印刷一般、出版、商業印刷　その他 ルー卜セールスを中心に活動し、５２年
の実績と信頼、卓越した技術力。営業
から企画開発、生産、製本、配送部門ま
での一貫体制で自信を持って、安心で
きる会社。

営業 13010-
1324768

出版会社（全体の約６割）、商業印刷（パンフレット等）、学校関係印刷物
などの営業の仕事です。

※最初の３年くらいは先輩社員と一緒に廻りますので、未経験の方でも安心し
て入社できます。

2 大学卒
（学部・学科不問）

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

3年
以内

167 1304-
621454-8

日本ヴィクトリック
株式会社

各種配管用継手・部品等の設計施工・
製造・販売
◆各種管継手の製造販売
◆耐震・免震用伸縮可とう管の製造販
売
◆漏水補修・耐震補強工事

『日本ヴィクトリック』は昭和４年の創業
から８７周年を迎えた、配管継手の専門
メーカーです。社名である「ヴィクトリッ
ク」は配管継手の代名詞で、世界共通
ブランドです。

営業（総合職）
〈上下水道施設等の
配管製品〉

13040-
336068

●当社の「継手」は免震性・耐震性（伸び、縮み、曲げを吸収出来ます）を
　有し『伸縮管継手』、『伸縮可とう管継手』と呼ばれ、ライフライン
　（水道等）を地震や地盤沈下から守るという役割を果たします。
　使用先は、公共事業を初めとする上下水道施設・ビルの設備配管・各種
　プラント配管等と幅広く様々で、
　主な営業先は官公庁（水道局など）・コンサル（設計会社）・ゼネコン・
　プラントメーカー、商社になります。
　ほぼ、オーダーメイド製品になる為、案件ごとに客先のニーズを聞き取り
　それに合った当社製品「伸縮可とう継手等」の提案営業をします。

3 大学、高専、大学院 普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3年
以内

168 1304-
241997-9

株式会社　アイテクノ 若 １ネットワークの設計・構築と運用・保守
管理２ソフトウェア開発・保守請負３ＰＣ
サポート業務・社内ヘルプデスク４ＷＥＢ
作成受託制作（提案～保守運用管理
迄）

変化は進歩、技術は人です。思いは実
現させる！をモットーに仕事も遊びも全
力投球出来る人の集団です。各種資格
取得の支援をしています。

ＩＴエンジニア 13040-
258268

・ヘルプデスク
　コールセンターにて電話、メールでの問い合わせ対応
・ネットワーク・サーバ運用監視
　ネットワーク、サーバ機器による障害対応
・ネットワーク・サーバ設計構築
ヘルプデスク又はネットワークサーバ運用監視からステップアップを図り
徐々にスキルアップしたうえで上流工程のお仕事に携わって頂きます。
要件定義、基本・詳細設計、構築、運用等、上流から下流まですべてのフェーズ
に携われます。

10 大学院、大学、短大 不問 3年
以内

169 4601-
20695-7

株式会社　西原商会 若 業務用総合食品の卸 本社は鹿児島で、沖縄から九州一円、
中国、四国、東海、関東、東北、北海道
まで６０の営業所を持つ。平均年齢は３
２歳と若く、活気ある会社です。毎期業
績を伸ばしており将来性の高い企業で
す。

総合職【ルート営業】
関東地区

46010-
393368

○ホテル・レストラン・結婚式場・料亭・居酒屋等の外食産業への業務用
　食材の配送及び営業活動

　＊営業と配送を同じ人が一貫して行うのが当社の特徴で、商品力、機動力を
生かした、お客様を大切にする営業を行っていただきます。
　＊１人６０件～８０件のお客様を担当し、配送をしながら、商品の案内、メ
ニュー提案で売り上げを伸ばしていただきます。

15 大学院・大学・短大卒
業
　　《卒業見込み可》

普通自動車第一種免
許
《ＡＴ限定不可・取得見
込み可》

3年
以内

170 1301-
210948-6

丸三機械建設
株式会社

若 発電設備、一般産業機器・各種化工機
器、配管工事等の据付、補修、保全及
び付帯工事の施工

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-
170268

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
以内
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