
JOBトラベル参加に関してのご案内は別紙をご覧ください！ 
参加申込をされていない方は、当日お集まりいただいても見学を行うことはできません。 
見学内容は、変更になる場合もございます。予めご了承ください。1社につき参加人数が決まっているため、お申込みは先着順となります。 

※マスタをコピー、図として貼付 
  画像は直接ここに貼付 

第6回 合同企業説明会   3/9(木） 

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。 

実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと一緒に訪問しませんか？ JOBトラベルにみんなで参加しましょう！  

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

WillVii株式会社

サービス

①ソリューション営業

　(法人営業)

②運用メンバー

③Webエンジニア

3月13日(月)

10:00～12:30

現地集合・

解散
渋谷区

明治神宮前

(原宿)駅

原宿駅

①座談会(役員 他)

②デモンストレーション

当日は、弊社運営のフェイスブックやinstagramなどを

実際にみながら、弊社実績のご紹介をしつつ、若手社

員や役員が、みなさまのご質問にお答えします。

なし 10名

キャプラン株式会社

サービス
①貿易事務

②英文経理

3月13日(月)

14:00～16:30

現地集合・

解散
港区 外苑前駅

①スライドによる説明

②社内見学(研修見学)

③座談会

『未経験から始められる』貿易・英文経理プロフェッショナ

ル社員を目指しませんか？当社は自社で充実した研修

制度がありますので是非ご覧ください。

なし 10名

オーエム機器株式会社

東京支社

製造
①営業(施工管理含む)

②営業事務

3月14日(火)

10:00～12:30

現地集合・

解散
中央区 茅場町駅

①オフィス内見学

②役員・若手社員座談会

③ビデオスライド上映

創業74年、東京営業所ではOAフロア(床材)の販売・

施工管理を行っています。当日は、所長や先輩社員が

ご質問にお答えします。ざっくばらんにお話ししましょう♪

最終選考の

ポイントアドバイス
4名

株式会社フェアーウェイ

情報通信

①SE・プログラマー

②ネットワーク構築設計

③インフラ技術者

　 サーバ 保守監視業務

3月14日(火)

14:00～16:30

現地集合・

解散
港区

六本木駅

六本木一丁目駅

①オフィス内見学

②先輩社員との座談会、質問会

③デモンストレーション

④ビデオ・スライド上映

■未経験・異業種からの転職者も楽しく仕事を覚えて

スキルアップできます。

■平均年齢34歳、定着率100％やりたいことができ

る、働きやすさが自慢です。

なし 15名

不二建設株式会社

建設
①総合職(営業職)

②総合職(技術職)

3月14日(火)

14:00～16:30

現地集合・

解散
港区

芝公園駅

浜松町駅

①オフィス内見学

②若手社員との座談会

マンション施工実績国内№1の長谷工グループの子会

社でありながら、マンション以外の建物の自社設計・施

工実績が豊富な創業70周年の歴史ある建設会社。

準大手ゼネコングループの安定性と中規模会社のやりが

いがあります。お待ちしています！

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。
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株式会社トライブ

サービス ①人材コーディネーター
3月16日(木)

10:00～12:30

現地集合・

解散
渋谷区 渋谷駅

①見学(オフィス内、ゲストルーム、

　 イベントホール)

②座談会(人事担当)

③会社説明(新卒者向け)

9割が未経験からスタートし、今では日本を代表する大

手企業の決裁者の方と仕事をしています。あなたの築い

たクリエイターと企業の架け橋が日本を震撼させるサービ

スを創造していきます。

なし 15名

AGCオートモーティブ

ウィンドウシステムズ株式会社

製造 ①総合職
3月16日(木)

14:00～16:30

駅集合・

解散
羽村市 羽村駅

①スライドによる説明

②工場見学

③若手社員との座談会

世界最大のガラスメーカー旭硝子のグループ会社です。

アッセンブリーの現場を見学ください。羽村工場にてお待

ちしています。

なし 10名

日金スチール株式会社

卸・商社
①営業職

　(東京営業部・海外部)

3月16日(木)

14:00～16:30

現地集合・

解散
港区 田町駅

①ショールーム見学

②先輩社員との座談会

日金スチール株式会社は日本金属グループの中核商社

としてステンレス製品を主に販売しております。今回募

集するのは営業職３名で、主な業務内容は既存ユー

ザーに対するルート営業となります。ショウルームにて実際

の製品をご説明しますので是非ご参加ください。

なし 10名

株式会社G-7ミートテラバヤシ

小売
①精肉加工販売店舗

　運営総合職

3月17日(金)

10:00～12:30

現地集合・

解散
板橋区 蓮根駅

①作業場見学

②デモンストレーション(精肉加工)

③ビデオ・スライド上映

当社は精肉のカテゴリーキラーとして、地域一番店をモッ

トーに全国に店舗展開しております。「食に携わる」企業

として家庭の食卓を支え、毎日おいしいお肉を提供する

精肉加工のスペシャリストです。何気なくスーパーで手に

しているお肉の加工工程をお見せ致します。

筆記試験免除 5名

ジャパン・エンヂニアリング

株式会社

製造

①一般事務

②営業職

　(セールスエンジニア)

3月17日(金)

14:00～16:30

現地集合・

解散
文京区

駒込駅

千石駅

①オフィス内見学・主力商品見学

②先輩社員との座談会

③デモンストレーション

　(CADの使い方)

④営業職講話

主力商品の見学はもちろん、営業職や営業事務の先

輩から研修や職種の詳細、仕事のやりがいを聞けるよう

な貴重な1日に！勤務先のオフィス内も併せて見学頂

けます。

なし 10名

池田建設株式会社

建設

①営業職

②建築施工管理

③土木施工管理

④設計、設備、積算等の

　 内勤業務

3月17日(金)

14:00～16:30

現地集合・

解散
千代田区 九段下駅

①オフィス内見学

②ビデオ・スライド上映

③先輩社員との座談会、質問会

来たれ！若者たち！

本音で質問に答えます。建設業界の良いところ。悪いと

ころ。

これが池田建設だ！

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。



22 

2
0
 

第6回 合同企業説明会 3/9(木）   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） 

 

※変更不要 
  夏場はクールビズの文言追加 


