
2月19日（金）10:00～13:00開催

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。 ⇨裏面もご覧ください ⇨⇨⇨

ブースNo. 社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

資本金/対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

サービス

ブンカシヤッターサービス 平成3年

986名

1億1000万円

既卒可

http://www.bunka-shutter-service.co.jp/

IT・インターネット

インフィニティメディカルソフト 平成14年

17名

1300万円

既卒可

http://www.inf-medicalsoft.co.jp/

運輸・倉庫

トウキョウフクシバス 昭和54年

540名

1億円

既卒可

http://www.tyofukushi.co.jp/ JOBトラベル

広告

アオバコウコク 平成7年

25名

1000万円

既卒可

http://aoba-koukoku.co.jp/ JOBトラベル

IT・インターネット

テントセント 平成20年

53名

2000万円

既卒可

http://www.tentosento.com/

建設

アイエイチアイハンヨウボイラ 昭和53年

185名

4億円

既卒可

http://www.ibk-ihi.co.jp/

印刷

フクイングラフィック 平成22年

33名

3000万円

既卒可

https://www.fukuin-graphic.com/

IT・インターネット

エデルタ 昭和59年

288名

1000万円

既卒可

http://www.edelta.co.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

マルニトータルサービス 平成15年

900名

3000万円

既卒可

http://www.maruni-soko.co.jp/

IT・インターネット

イクス 平成11年

141名

3億9933万円

既卒可

http://www.iix.co.jp/ JOBトラベル

■平成28年2月15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。　

9

●総合物流(LOGISTICSコンサルティング)

●LOGISTICSセンターの管理運営

●LOGISTICSシステムの企画・設計・運営・販売

☆ロジスティクスマネジメント

☆事務スタッフ

株式会社マルニトータルサービス アパレルや雑貨等、流通が活発な業界との取引が主力で国内外の入荷から物流加工(検品、値札・タグ付等)を行い、

小売店まで出荷しているので信用は高い。その他、物流過程におけるシステムなどの提案を行いトータルサービスを実現し

ている。また成果型評価制度を導入し、社員のモチベーションUPに努めている。

10

●ビル空調自動制御、計装・電気工事の施工管理

●ソフトウェアの受託・自社開発、ネットワーク、サーバー設計構築

●LSI設計・開発、デジタル機器の映像・画像処理用の集積回路

開発

☆ファシリティエンジニア

☆システムエンジニア

☆インフラエンジニア

株式会社イクス 三興グループ系列で、画像処理で高い技術を有す。直近は有機ELパネル開発やスマートフォンアプリ開発、ビル空調メン

テ等さまざまな事業展開を図っている。研修も充実しており新卒・未経験採用に積極的。しごとセンター利用者も多数在

籍。

7

●組版、データ制作、CTP出力事業

●印刷物を主軸とする企画デザイン

●ウェブサイトの制作・運営管理やデジタルコンテンツ等の制

作

☆営業(企画)

フクイングラフィック株式会社 親会社のフクイン㈱は創業60余年の安定企業。デジタルデータ制作を中心としたフクイン㈱の子会社として設立された。

強みは、親会社の安定をバックボーンに新分野に挑戦できること。安定しており、かつ新しいことに挑戦してみたいという方に

お勧め。

8

●ソフトウェア開発
☆SEおよびプログラマー

☆営業および事務補助

株式会社エデルタ 独立系システム会社として、業務用アプリケーションからweb系、制御系、ネットワーク系等、幅広く展開している。また

SugarCRMのカスタマイズ・導入・保守や地域活性化事業にも力を入れて取り組んでいる。今後は新しい事業分野にも

進出していく予定。新卒入社社員の約半数が、文系出身者。理系出身もいるが皆プログラム未経験者で現在も活躍

中。

5

●クライアントへの社内ヘルプデスク業務の受託

●サーバの運用・保守

●各種コンサルティング業務

☆ヘルプデスク

☆事務職

テントセント株式会社 ITヘルプデスク、サーバーの運用・保守等のアウトソーシングビジネスを主力に、設立より右肩上がりの成長を続けている。

大手企業や官公庁の信頼も厚く、問合わせ案件数も益々増加している。ビジネスの拡大に伴って採用活動にも力を入れ

ており、若手を中心に大幅な増員を計画している。

6

●ボイラ・熱管理機器・省エネルギー機器・公害防止機器

及び付帯設備の設計・販売・製造・施工・工事監理

● 技術指導派遣、運転保守サービス、部品・水処理薬品

供給サービス

☆設計職

☆メンテナンス工事職

株式会社IHI汎用ボイラ IHIグループの一員。120年余りの歴史を持つIHIボイラの技術を礎に、ボイラ等を設計から製造・販売・メンテナンスに至

るまで、また、部品・薬品、周辺・関連機器販売等を取り扱う汎用ボイラの総合企業として展開。ボイラは熱効率のよいプ

ラントであるため、今後も安定産業。

3

●特定旅客自動車運送事業

●一般旅客自動車運送事業

●コミュニティバス事業

☆総合職(総務・労務・営業)

東京福祉バス株式会社
障がいをもたれた方の福祉輸送サービスを行うバス事業者として、都内で初めて認可された福祉輸送のパイオニア企業。

官公庁や社会福祉法人など公共事業との取引が多く安定感がある。

4

●チラシ・パンフレット制作および制作進行管理 ☆営業職

株式会社青葉広告 消費者の購買意欲に訴えかけ、販売業者を助ける（販売促進）広告の中で得意としているのはチラシ広告など紙媒体

のセールスプロモーション。企画からデータ作成・配布までのすべてをワンストップで提供できる体制が強み。少数精鋭の企

業なので営業だけにとどまらず、企画・製作にも携われる。

第5回 新卒向け合同企業説明会　午前の部

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●シャッター等の修理

●シャッター等のメンテナンス

☆営業

☆技術事務

文化シヤッターサービス

株式会社
文化シヤッター㈱の全製品のアフターフォローをテーマとして、シャッター等の修理・メンテナンスに関する総合的な事業を展

開し、顧客に安心と安全を届けている。全国123ヶ所のネットワークと電工・消防設備士等多数の資格者(カスタマーエン

ジニア)を有する。

2

●医療機関向けITシステムの開発・販売・サポート

●介護施設向け機器販売

☆テクニカル営業

☆フィールドサポート

☆ソフトウェア開発SE

インフィニティメディカルソフト

株式会社
これからの日本において重要度を増す医療、ヘルスケア分野にフォーカスしシステム開発・ソフトウェア開発を行っており、自

社製品の販売や海外メーカーとの提携等と幅広い。超高齢化社会に向けた日本の近未来の社会構造に対して更なる

需要・成長が見込める。
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小売

イトウチュウエネクスホームライフカントウ 平成2年

400名

3億3000万円

既卒可

http://www.kanto.enexhl.jp/

卸・商社

タジマメタルワーク 昭和38年

48名

1億円

既卒可

http://www.metalwork.co.jp/

医療・福祉

メディカルケアサービス 平成11年

5235名

1億円

既卒可

http://www.mcsg.co.jp/ JOBトラベル

不動産

エムシーサービス 昭和53年

158名

9000万円

既卒可

http://www.mcservice.co.jp/

飲食

ホイッスルミヨシ 平成2年

85名

5000万円

既卒可

http://www.whistle-miyoshi.co.jp/

医療・福祉

トクシンカイ 平成2年

411名

3億3660万円

既卒可

http://tokushinkai.jp/

メーカー

トチギヤ 昭和24年

223名

5000万円

既卒可

http://tochigiya.jp/

卸・商社

コシダテック 昭和5年

305名

3億7144万円

既卒可

http://www.koshida.co.jp/

メーカー

サンワデンカ 昭和34年

43名

3000万円

既卒可

http://www.sanwa-denka.co.jp/ JOBトラベル

サービス

アルソック　ソウゴウケイビホショウ 昭和40年

12580名

186億7501万円

既卒可

http://www.alsok.co.jp/

■平成28年2月15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。　
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●法人・個人に対する各種セキュリティサービスの提供

●各種セキュリティ機器の企画・開発・販売

☆法人・個人向け提案営業職

☆警備職(機械警備・警備輸送)

ALSOK綜合警備保障

株式会社
トータルセキュリティサービス企業。次世代の安心・安全を創造するリーディングカンパニーとして躍進を続けている。創業以

来一貫して警備業にこだわり、常に次代のベスト・セキュリティを追求しているが、今後は「警備業」の垣根を越えた経済社

会のインフラとしてあらゆる分野に業務を広げていく予定。

18

●自動車関連機器の販売

●半導体・電子デバイスの販売および技術支援

●モバイル事業およびビジネスソリューションの展開

☆営業職

株式会社コシダテック
三菱電機㈱の代理店。ほとんどの自動車メーカーと取引がある。総合職での採用だが初めは営業からスタート。経験後さ

まざまなポジションにチャレンジできる環境がある。車好きな人にはお勧め。

19

●直流電源装置、制御盤、負荷装置の製造

☆品証

☆製造

☆業務(納品・出荷)

三和電化株式会社 創業から59年目を迎え、直流電源装置の製造を中心に、日本のインフラ向けの製品を生産してきた。2009年には

ISO9001を取得し、品質面においても、組織的に対応できる体制を整えている。大型で少量生産の電機機器の製造し

ているが、多品種少量の機器と同じような生産ができるような体制を確立し、柔軟に対応できる会社を目指している。

16

●特別養護老人ホームの運営

●障害者支援施設の運営

☆介護職員

☆支援員

社会福祉法人徳心会 利用者の個性を尊重し、「その人らしさ」を大切にしたサービスを行っている。青梅市、大田区、武蔵野市の3拠点で事業

を展開しており、三鷹市に法人本部がある。全施設の新入職員が一堂に会する新入職員合同研修や、年1回の国内・

海外旅行、合同会議等を通じ、施設間の交流が盛んである。

17

●機構部品の設計・開発・販売
☆営業

☆品質保証

株式会社栃木屋 メカニカルパーツの設計・開発・販売を行う創立103年の老舗部品メーカー。使用箇所は車輌・配電盤・住設や通信・半

導体・医療機器など、あらゆる産業を支えている。そのため様々な業界と関わることのできる、飽きない面白さが仕事にあ

る。昨年に住設部品ブランド「リリエル」が誕生し、中国に関連会社を設立。

14

●マンション・ビル等の総合管理業務

●マンション・ビル等のリフォーム、リフレッシュ工事

●建築一式工事の設計及び施工の請負業務

☆組合会計職

☆一般事務及び営業補佐

株式会社エム・シー・サービス マンション・ビルの総合管理会社。管理が行き届いているかどうかで、マンションや施設の資産価値は大きく変化。管理会

社として“住環境の安心と快適”を追究している企業。入社後3年で一人前をになれるようしっかりとした指導・教育には定

評あり。

15

●『中国ラーメン揚州商人』30店舗運営

●『FC中国ラーメン揚州商人』4店舗運営
☆店舗運営業務(店長候補) 

株式会社ホイッスル三好 「どんな人も素晴らしい能力を持っている。それを発揮する場を作りたい」と企業したラーメン屋。研修制度が充実しており、

離職が激しい飲食業界において1年間の離職はなんと「０」。店舗運営は本格派で、本場の中国を思わせる内装作り、

レシピ、店内調理にこだわっている。客単価も1000円と業界の中で高め。

12

●メイルBOX販売

●宅配BOX販売

●エクステリア商品の企画・販売

☆商品開発

田島メタルワーク株式会社
三和ホールディングスの子会社。メイルボックス、宅配ボックスなどのステンレス製品の製造、販売をしている会社。修理やリ

フォームのアフターフォローまで一括し担っている。業界的にはマンションの建て替えにより需要が高まっている状況。

13

●介護施設(グループホーム)の運営

●介護施設(小規模多機能)の運営

●介護施設(有料老人ホーム)の運営

☆介護職

☆調理職

☆介護事務・介護補助

☆リーダー職メディカル・ケア・サービス

株式会社
グループホームの施設利用料や国・県・市町村からの介護報酬による収益で介護事業を運営し、よりよい地域社会を創

りあげる事業を目的としている。企業ビジョンを実現する上で、その中核を担っているのが認知症高齢者の介護に対応した

グループホーム「愛の家」の存在。ここの活動や経験こそが、企業価値向上の礎となっている。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

●LPガス販売及び関連機器の販売

●新エネルギー機器の販売

●電力小売事業

☆総合職(営業)

伊藤忠エネクスホームライフ関東

株式会社 伊藤忠のグループ企業。安定感があり、福利厚生も充実している。2016年4月からは電力小売りの自由化に伴い、電

力小売り事業に参入。新たなマーケットの開拓に携われる。

第5回 新卒向け合同企業説明会　午前の部


