
 第3回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午後の部
9/12(火)14:40～17:30

東京しごとセンター飯田橋 地下講堂

■参加企業の詳細については、3Fヤングコーナー内企業情報コーナーにて閲覧できます。

ブースNo. 社名/ URL

ダックホールディングス

新卒

http://dac-job.com/

イクエイケンセツ

新卒 既卒

http://ikuei-c.co.jp/

ムトーホールディングスグループ

新卒 既卒

http://www.mutoh-hd.co.jp/ 

バハール

新卒 既卒

http://www.baharu.com

オオモリクロームコウギョウ

新卒 既卒

http://www.ohmori-cr.co.jp

タナカコウサン　エリナジギョウブ

新卒 既卒

http://www.erina-t.com

ダイカンサービス

新卒 既卒

http://www.daikan.co.jp/

ニッシンメイコウテック

新卒 既卒

http://www.asutec.com/

ティーネットジャパン

新卒 既卒

http://www.tn-japan.co.jp/

トウキョウヤクヒン

新卒 既卒

http://www.tou-yaku.co.jp/

■2017年8月25日発行
■当日の出展企業や募集職種については、変更となる場合もございますので、ご了承ください。　■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

1993年

30百万円
日本最大の民間医療グループである中央医科グループの完全子会社。国が使用を促進しているジェネリック医薬品を取り扱う会社

として平成5年に設立。「必要な時に」「必要な量を」「必要な場所へ」「安全かつ安定的に」供給することを最大・最優先の使命と

して経営。医師・薬剤師より信頼される人材になりたい、そんな人を待っています。

株式会社ティーネットジャパン
1976年

263百万円
高付加価値を追求する企業集団として、発注者支援業務から機械・電気・電子・ソフトウェア・プラントエンジニアリング・環境・エネ

ルギー分野までの幅広い事業領域において、多様な技術分野を集積・融合し、独自性に富んだ事業を展開している。最近では去

年の熊本地震で災害対応にかかる感謝状も。また、41期連続黒字と経営も安定している。
JOBトラベル

8

卸・商社
●プラント用制御計装機器、制御盤・動力盤の販売

●プラント用プロセスシステムソフト設計販売

●制御機器施工、アフターメンテナンス

①法人ルートセールス145名

日新明弘テック株式会社

東京支社

10

卸・商社

●医薬品卸売業
①営業職

②営業事務職

1964年

50百万円
浄水層やごみ処理場のプラント(多種多様の機器や装置がいくつも組み合わさり、ひとつの大きな性能を発揮する機械設備)実績

が豊富。最近は水素ステーションの実績も。得意先は半導体設備、電子部品、印刷機械、建設機械、食品、飲料、製紙、硝

子、エネルギー、医薬品、化成、金属、樹脂、自動車、塗料など様々なプラントユーザーが取引先。

9

サービス
●受託開発

●設計開発分野における常用雇用派遣

●土木施工管理

①機械設計エンジニア

②電気・電子エンジニア

③組込ソフトウェアエンジニア

1,200名

63名

東京薬品株式会社

7

サービス

●自社オリジナル環境商材の販売及びレンタル等

●ダスキン商材の販売及びレンタル等

①法人営業職(新卒のみ)

②一般事務職(新卒のみ)

③ダスキンルートセールス・清掃サービス(新卒・既卒)

250名

ダイカンサービス株式会社
1972年

90百万円
1969年の創業当時から展開しているダスキンの加盟店事業を基盤に成長中。加えて、空間の脱臭・除菌・殺菌が出来る業務用

オゾン発生器『フォトフレスコ』や個人ユーザー向けのポータブルオゾン発生器『ミニフレスコ』といったオリジナルの環境商材を扱う専門

商社。昨年には引っ越しのサカイグループの傘下になり経営も安定。

6

小売

●婦人服及び服飾生活雑貨の企画・輸入・販売

(インポート・セレクトショップ)
①ファッションアドバイザー227名

田中興産株式会社

絵里奈事業部

1972年

96.83百万円

5

製造

●表面処理事業(工業用クロムめっき・再めっき・研磨)

●ロール製作及び円筒研磨事業

①生産技術・製造

②生産管理

③法人営業

75名

大森クローム工業株式会社
1951年

30百万円
創業65年、工業用メッキ工場は国内有数規模を誇る。機械部品や工具類にメッキを施すことによって、耐摩耗性、耐熱性、耐食

性などが著しく向上し、寿命も大幅に伸びる。また、工業用硬質クロムめっきは機械部品などになくてはならない処理法とも言われ、

全国1,000社以上の顧客を持つ、日本のモノづくりを支えている企業。

インポートセレクトショップを運営している絵里奈事業部。コンセプトは「パリの街角にあるような”ヨーロッパのライフスタイル”を提案する

セレクトショップ」。やりがいを持って長く働けるよう会社が10万円支給する「ヨーロッパ旅行支援」もある。また、残業時間は月20時

間以内、有給取得率も90％以上と充実している。

1997年

75百万円
　「日本とトルコの食のかけ橋へ」そんな思いから立ち上がった企業。食糧自給率100％を誇るトルコの豊富な食材をはじめアメリカ、

カナダ、南アフリカ等各国の加工食品、農産物の輸入及び卸販売をしている。また、ただ仕入れるだけでなく、自社工場での食肉加

工も行うなど付加価値をつけてお客様に提供している。

MUTOHホールディングスグループ
(ムトーアイテックス株式会社・武藤工業株式会社)

1952年

10,199百万円
【ムトーアイテックス】東証一部上場MUTOHホールディングス傘下のメーカー系IT企業。ものづくりの精神を活かし、3Dプリンタ等の

自社製品を始め、組込系・業務系のシステム開発を行う。【武藤工業】日本初の屋外広告用大判インクジェットプリンタを世に送り

出した企業。各種プリンタの製造からプリントサービスまで行っている。
JOBトラベル

2

建設

●建築工事業 ①建築施工管理(総合職)12名

育栄建設株式会社

4

卸・商社

●輸入食品卸売 ①法人営業

1983年

20百万円
現在の主力は公共事業(東京都案件)だが、最近では去年、六本木の新社屋に移転したテレビ東京のスタジオを2部屋受注する

など幅広く手掛ける。加えてワークライフバランスを重視し、残業を減らしたり休日を増やすなどより働きやすい労働環境を作ってい

る。若手の女性施工管理者も活躍中の企業。
JOBトラベル

3

製造
●システムソリューションサービス(ムトーアイテックス)

●ソフトウェア開発(ムトーアイテックス)

●情報画像関連機器、3Dプリンタ等の開発・製造など(武藤工業)

①人事採用(ムトーアイテックス)　　　　　 ④事務職(武藤工業)

②プログラマー(ムトーアイテックス)　　　　 ⑤営業職(武藤工業)

③システムエンジニア(ムトーアイテックス)　⑥技術職(武藤工業)

③システムエンジニア(ムトーアイテックス)　⑦営業技術職(武藤工業)

555名

17名

株式会社バハール
(9/1よりマルレ株式会社)

業種/ 社員数/ 設立年/

資本金/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

出版・マスコミ
●広告事業(総合／人材／観光／グローバル)

●農業(農園の管理、農作物の生産、ワインの醸造・販売)

●青少年の育成事業(社団法人の運営)

①総合広告の企画・提案

②企業の採用支援(企画・提案営業)

③観光ソリューション提案(企画営業)

④グローバル広告の企画・提案

712名

株式会社DACホールディングス
1962年

432百万円
スポーツ紙「デイリースポーツ」の初めての代理店としてスタートしてから55年。今では総合広告事業、人材ソリューション事業、観光

ソリューション事業、グローバル広告事業の4領域で、全国にわたり事業展開している。会社のモットーは「楽しくなければ仕事じゃな

い！」。女性が活躍する企業として『Forbes JAPAN』にも掲載。
JOBトラベル

http://dac-job.com/
http://ikuei-c.co.jp/
http://www.baharu.com/
http://www.erina-t.com/
http://www.daikan.co.jp/
http://www.asutec.com/
http://www.tn-japan.co.jp/
http://www.tou-yaku.co.jp/


 第3回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午後の部
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■参加企業の詳細については、3Fヤングコーナー内企業情報コーナーにて閲覧できます。

ブースNo. 社名/ URL

トスグループ

新卒 既卒

http://www.tosmac.co.jp/tosgroup/

ヨコヤマサンギョウ

新卒 既卒

http://www.yokoyama-group.com/

フォレストホームサービス

新卒 既卒

http://www.forest-hs.com/

マツダショクヒンコウギョウ

新卒 既卒

http://mazdafoods.co.jp/

イシカワトクシュトッキュウセイホン

新卒 既卒

http:///www.issmain.co.jp/

ニホンセンロギジュツ

新卒 既卒

http://www.kk-nsg.co.jp/

シンカーミクセル

新卒 既卒

http://xincormixell.jp/

ケービデバイス

新卒 既卒

https://www.kbdevice.com/

ソラスト

新卒 既卒

http://www.solasto.co.jp/

ゴーイングドットコム

新卒 既卒

http://www.going.co.jp/

■2017年8月25日発行
■当日の出展企業や募集職種については、変更となる場合もございますので、ご了承ください。　■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

2001年

55百万円
2001年設立と社歴は短めも、だからこそ挑戦できる環境がある。IT業界は技術者派遣や請負が多い中、自社開発商品を持って

いる企業。しかもその製品はすべて社員のアイディアから製品化されたもの!!新しいことを生み出す仕事をしたい技術者希望者にお

すすめ。今回は総合職、一般事務職の募集もある。

株式会社ソラスト
1965年

478百万円
1965年に日本初の医療事務の教育機関として創業した企業。今では医療事務をはじめ、医療・介護・保育サービスまで提供す

るまでに発展。首都圏を中心に全国で約24,000人が働いている。また、自社内でキャリアセンターを持ち、人材育成も強みとしてい

る。東証一部に上場しさらなる発展を目指す。
JOBトラベル

18

卸・商社
●防犯カメラシステムの販売

●防犯カメラシステムの施工

●防犯カメラシステムの保守

①営業

②事務

③セールスエンジニア

48名

株式会社ケービデバイス

20

情報通信
●自社製品「SmartAttack」「有報賢人シリーズ」の開発、改修、運用

●スマートデバイス向けアプリケーションの開発及び運営

●大学との共同研究成果の実用化及び開発、運用

①総務総合職

②総務一般職

③プログラマ

④システムエンジニア

2000年

100百万円
防犯カメラシステムの専門メーカー。店舗、マンション、倉庫などの暗所、駐車場など屋外での設置など様々なところで利用される防

犯カメラは、犯罪を抑止するとともに犯罪や異常を早期に発見、また、検挙の決め手になるなど、セキュリティ事業を通じて社会に貢

献できる。製品保証も5年間と業界最長。
JOBトラベル

19

医療・福祉
●医療関連受託事業

●介護事業

●保育事業

①総合介護職(新卒・既卒)

②保育士(新卒のみ)
11,404名

50名

株式会社ゴーイング・ドットコム

17

情報通信
●システムインテグレーション業務

●ITコンサルティング業務

●ネットワークエンジニアリング業務　他

①SE、PG、営業コンサル、インフラ・ネットワークエンジニア230名

株式会社シンカーミクセル
1986年

100百万円
顧客の専門性に特化するビジネスソリューション事業を推進・展開。マネジメントレベルの業務改善にとどまらず、企業のITドクターと

して経営上の悩み、経営コンセプトまでメスを入れ、IT技術を生かして経営者の方々が抱えている課題を提案型で解決している。

企業経営の下支えを通して、社会貢献ができる。
JOBトラベル

16

サービス
●高速軌道検測車による軌道検測及び輪重横左測定・分析

●線路及び軌道の設計・分析・製図

●線路管理及び施工に関するコンサルティング、技術指導及び教育

①鉄道線路の技術コンサルタント126名

株式会社日本線路技術
1979年

20百万円

15

印刷
●印刷

●製本

●その他データ処理

①印刷物の受注営業310名

石川特殊特急製本株式会社
1971年

60百万円円
設計図面等の特殊な製本から自分史などの自費出版的単行本まで製本のデパートとして知られている企業。特に図面製本の分

野では全国トップのシェアがあり、デジタル印刷の分野においても業界をリードしている。安心の研修制度で未経験者でも安心して働

くことが出来る。会社は風通しも良く、大卒者の定着率が高いのも特徴。

JR東日本のグループ企業として「鉄道路線の建設・保守に関する技術コンサルティング」を行っている企業。線路・軌道を対象とした

検査・計測・解析・設計等に関する高い技術力と、軌道構造・材料ならびに保守管理に関する豊富な知識・経験が強み。ドクター

イエローの東日本版「イーストアイ」に乗って業務を行うのも魅力。

1977年

96百万円
1946年創業。大豆加工食品、寿司材料、他和惣菜、和スイーツの製造・販売をしている企業。味付けいなり揚げのシェアは全国

2位を誇り、業界では有名。この企業の取り扱う商品のほとんどが【和食】。季節の食材で旬を楽しむ、年中行事にあわせたメ

ニュー、優れた栄養バランス…、「和食のよさを世界中の人に知ってほしい」そんな思いで経営。

株式会社フォレストホームサービス
2008年

10百万円
住宅における環境に配慮した建材やリフォームを柱に成長しているベンチャー企業。創設から10年で全国に支店もあり、さらなる成

長が見込める。高品質な天然の無垢材、自宅の電気を自分で作って貯めこめる太陽光発電「スマートPV」が特色。平均年齢28

歳の会社で、新人でも大いに活躍できる環境の企業。

12

製造

●生コンクリートの製造販売

●マンションの企画・開発

①品質管理

②製造設備メンテナンス

③内勤事務(経理・総務)

98名

横山産業株式会社

14

製造
●大豆製品(いなり寿司・うどん等用　味付け油揚げ等)製造販売

●寿司商材の製造販売

●惣菜・和スイーツの製造販売

①営業職(製品・販促手段の提案、顧客フォロー)

②企画職(メニュー試作開発・調査等)

1964年

100百万円
「生コンクリート事業部」と「不動産事業部」の2軸で展開する、1964年設立の老舗企業。「生コンクリート事業部」では業界内で

確固たる地位を確立。一般土木・建築工事や道路の舗装に使われるコンクリートを製造している。また、「不動産事業部」では販

売部門を持たず、専有型マンションの企画・開発をする新業態を展開。

13

サービス

●エコ商材提案

●東京都省エネアドバイザー

①イベントスタッフ

②営業事務

③イベント企画・運営

100名

85名

松田食品工業株式会社

業種/ 社員数/ 設立年/

資本金/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

広告

●プロモーションツールの企画・開発・製造・販売

①企画提案営業

②生産管理(技術系)

③生産管理(製造物流系)

102名

トスグループ
(株式会社トスマック・株式会社トスヴェルト)

1971年

45百万円
広告業界の中でもプロモーションツールに特化していて、企画から製造・納品まで手掛けている。経験で培った独自のノウハウを活か

し、商品のブランド力を強く伝えていけるのが特徴。トスグループとして展開しているので営業職は「(株)トスマック」、生産管理は

「(株)トスヴェルト」。両職種に興味がある方ももちろん大歓迎。

http://www.tosmac.co.jp/tosgroup/
http://www.yokoyama-group.com/
http://www.forest-hs.com/
http://mazdafoods.co.jp/
http://www.kk-nsg.co.jp/
http://www.solasto.co.jp/

