
企業名 業種 募集職種 実施日 集合 開催区 最寄駅 スケジュール 企業からのコメント 参加特典 定員数

株式会社日本テクノウエア

情報通信 ①ソフトウェア開発エンジニア
（SE、プログラマ）

8月17日(木)
10:00～12:30

現地集
合・解散 千代田区 神田駅

①オフィス内見学
②座談会（社長、役員管理職、若手
  社員）

当日は若手社員との座談会を中心に実施致します。小規模で
すので和気あいあいとアットホームな雰囲気の中で、仕事内容等
をご理解頂ければ幸いです。

なし 5名

医療法人社団桐和会グループ

医療・福祉

①事務職
②介護職
③保育士
④相談員

8月17日(木)
10:00～12:30

現地集
合・解散 江戸川区 内沼バス停

①施設内見学(東京さくら病院・東京
  さくらメディケアセンター)
②新卒1～４年目の社員、看護部長
   または事務長との座談会
③ビデオ・スライド上映

「あんしん＆まごころ」をスローガンに、人にやさしく真に頼れる医
療と福祉を実践する桐和会グループ。成長し、新しいステージへ
と飛躍するチャンス！是非見学会へお越しください。

一次面接
免除 15名

株式会社ASCOM

情報通信

①ITエンジニア
②UIデザイナー・CGデザイナー
③総務・アシスタント
④コールセンター
⑤翻訳・通訳

8月17日(木)
14:00～16:30

現地集
合・解散 豊島区 大塚駅

①会社説明会
②オフィス内見学
③デモンストレーション
④若手社員との座談会

社員がチャレンジしたいことを大事にし、集まる仲間と家族のよう
に過ごすことを大切にしているITの会社です。
社員とアットホームに相談しながら、最新CGデザインやwebサイト
制作のことを楽しく知る機会を作りましょう！気軽になんでも話し
てください！

なし 20名

株式会社メイワスカイサポート

サービス ①総合職(航空機グランドハンド
リング業務)

8月17日(木)
14:00～16:30

現地集
合・解散 大田区 羽田空港

第一ビル駅

①見学
■ANA国内線地上作業
■格納庫
■SFJ（スターフライヤー）作業風景
※質疑応答随時

普段は入ることのできない羽田空港制限区域内に入ることができ
ます。航空機を間近で見てください。チャンスがあれば航空機を触
れるかも・・・。飛行機好きな方大歓迎です。

なし 5名

セフテック株式会社

卸・商社

①営業
②営業事務
③総務・人事
④経理
⑤商品開発

8月18日(金)
10:00～12:30

現地集
合・解散 文京区 本郷三丁

目駅

①職種概要講話
②先輩社員からのメッセージ
③質問会

業界動向及び企業説明、今後の採用選考のプロセスにおけるポ
イント及び留意点はもちろん、先輩社員からの生の声及びアドバ
イス等々情報が盛りだくさんです。本社にいらしていただく事で社
内の雰囲気をより感じていただける機会になると思いますのでぜひ
ご参加ください！

なし 30名

株式会社スパイスワークス

飲食 ①総合職
②調理業務

8月18日(金)
14:00～16:30

現地集
合・解散 千代田区 飯田橋駅

①見学
（飯田橋店舗3店舗、水道橋店舗
   1店舗）
※質疑応答随時

店舗のコンセプト決めから、内外装の設計・デザイン・食器やイン
テリアのセレクト、食材の仕入れやメニュー開発、メニューデザイン
やお店のロゴ制作、店舗運営等、すべてをワンストップでしていま
す。実際の店舗をいくつかご見学いただき、私たちスペースワークス
の「こだわり」を肌で感じてください。

一次選考
免除 4名

株式会社シオザワ

卸・商社 ①総合職（営業）
8月21日(月)

10:00～12:30
現地集
合・解散 中央区 新富町駅 ①オフィス内見学

②座談会

紙の専門商社として創業し、今年で80周年。
紙を媒体とした情報文化創造企業を目指しています。
明るく元気で前向きで陽転思考な人をお待ちしております。

なし 10名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業一覧をご確認ください。

 
   

第2回 合同企業説明会   8/9(水） 
JOB トラベル ～企業見学会～ JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若手社員と交流ができる企業見学イベントです。 
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株式会社NITTOH

建設 ①総合職
②営業事務・経理事務

8月21日(月)
10:00～12:30

現地集
合・解散 台東区 浅草橋駅

①オフィス内見学
②座談会（役員/管理職、若手社員）
③ビデオ・スライド上映

東京事業部はリフォーム・リニューアル物件に関する専門工事をメ
インで行っている部署になります。実際の業務に関する具体的な
ご質問も承ります。浅草橋の営業所はまだ小規模ですが、上司
との距離も近く和気あいあいとした職場です。ぜひ見にいらしてくだ
さい。

一次選考
免除 5名

株式会社エルコム

卸・商社
①アプリケーション開発
②自動券売機の販売
③券売機システムのSE

8月21日(月)
14:00～16:30

現地集
合・解散 大田区 千鳥町駅

①会社説明会
②オフィス内見学
③デモンストレーション
④若手社員との座談会

平均年齢が37.8歳で20代～30代の割合が50％と若い人材
が多く意欲的に働いています。
JOBトラベル当日は実際の券売機を見て、触って頂きたいと思い
ます。是非、ご参加ください。

なし 15名

JSC株式会社

サービス

①構造設計補助
②建築施工管理補助
③CADオペレーター
④人材開発営業
⑤営業事務

8月21日(月)
14:00～16:30

現地集
合・解散 渋谷区 渋谷駅 ①オフィス内見学

②座談会（社長、部長、若手社員）

事務職、技術職を目指したい方、文科系で建築をやりたい方、
研修制度があるので安心です。当日は働くイメージを感じてくださ
い。

なし 5名

国際経営株式会社

卸・商社 ①営業配送職(営業候補)
②営業事務職

8月22日(火)
10:00～12:30

駅集合・
現地解散 足立区 竹ノ塚駅

①会社説明会
②オフィス内見学
③若手社員との座談会

三越・伊勢丹百貨店、ゴディバジャパン等当社しか扱えないPB
やブランドを数多く抱えております。事務所内や商品を保管して
いる倉庫など弊社の全てをお見せします。是非ご参加ください。

なし 15名

文化堂印刷株式会社

印刷 ①ルート営業
8月22日(火)

10:00～12:30
現地集
合・解散 中央区 宝町駅

①見学（オフィス内通常業務見学の他、AR・
   VR・360カメラなど）
②若手社員との座談会（入社5年以内の
   若手）
③ビデオ・スライド上映あり

業務現場の空気、臨場感を感じて頂きたい。また、取り組んでい
る新規事業（AR・VR）などを見て頂きたいです。

一次選考
免除 10名

トーヨーカネツグループ

製造
①技術系総合職
②営業・事務系総合職
②事務家一般職

8月22日(火)
14:00～16:30

現地集
合・解散 江東区 東陽町駅 ①オフィス内見学

②会社説明

合同説明会ではお話しきれなかった当社の魅力について、存分に
お話しできたらと思います。
昨年11月に移転したばかりの新社屋にて皆様をお待ちしており
ますので是非お越しください！

なし 20名

清田軌道工業株式会社

建設 ①土木系技術職
②機械系技術職

8月22日(火)
14:00～16:30

現地集
合・解散 大田区 京急蒲田

駅

①会社説明会
②オフィス内見学
③映像上映
④若手社員との座談会

設立60年　鉄道軌道工事に関する技術者集団（プロフェッショナル）で
す。JR・大手民鉄・公営交通・その他電鉄各社・鉄道関連会社を中心
に信頼をいただいております。また、テレビ東京の和風総本家に当社のKG
式踏切（会場に写真あり）が紹介されました。
新入社員研修、入社後の研修も充実していますので、技術を高めなが
らステップアップできます。是非ご参加ください。

なし 10名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業一覧をご確認ください。
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第2回 合同企業説明会 8/9(水）   JOB トラベル ～企業見学会～ 

受付・集合場所 

  【現地集合・解散の場合】 
  ●受付時間に 各自で企業様ビル1Fエントランス へ集合してください。 
    ※企業様によっては、集合時間が異なる場合や、最寄駅集合になる場合もございます。 
       詳細はお申込み時に別途お伝えします。 
 
           午前コース     09：50集合  10：00 - 12：30 
           午後コース     13：50集合  14：00 - 16：30 
 
  【しごとセンター集合・解散の場合】 
  ●受付時間に しごとセンター3階 ヤングコーナー受付 にお越しください。 
     見学企業へ一緒に移動します。（別途移動時間往復1～2時間）  ※現地合流はできません。 
 
             午前コース   09：15受付 09：30 - 13：30 
             午後コース   13：15受付 13：30 - 17：30 

     
     
    ●企業説明会 会場設置 『JOBトラベル』受付にて、直接お申込みください。 
      ※当日会場限定。事前のお申込みは承りません。 
    ●定員が設けてある為、お申込みは先着順となります。 
    ●実施内容は講話や見学、質問会などを中心に、各受け入れ企業で異なります。 
    ●本事業に斡旋サービスや選考の目的はありません。 
 
 
 

申込方法 

   ①事前オリエンテーション 【約30分】 
   ②企業拠点内見学    【約1時間～1時間半】 
   ③見学後の振り返り    【約30分】 
    ※原則：東京23区内。上記には、移動時間は含まれておりません。 
 
    ●服装    スーツ  
    ●持ち物   筆記用具、メモ帳等 
 
   ■詳細タイムスケジュールはコースによって異なります。 
   ■当日は担当コーディネーターが同行します。 
   ■参加費は無料。ただし、企業までの交通費は各自負担となります。 
   ■同日に行われる午前・午後コースには、両方とも申込み・参加可能です。 
     ※その場合は、午後コースの事前オリエンテーションは免除となります。 

当日案内 

※ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。 
 

    東京しごとセンターヤングコーナー  
 03-5211-6351 

    （※平日9時～20時、土曜9時～17時） 
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