
2月19日（金）14:30～17:30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

IT・インターネット

システムアート 平成10年

230名

1億円

既卒可

http://www.sainc.co.jp/ JOBトラベル

不動産

リブマックス 平成10年

598名

5000万円

既卒可

http://www.livemax.co.jp/

運輸・倉庫

オーティーエス 昭和61年

730名

6000万円

既卒可

http://www.e-ots.jp/

サービス

インテアホールディングス 平成12年

124名

10億円

既卒可

http://www.inteahd.co.jp/

IT・インターネット

ユニバーサルコンピューター　 昭和49年

470名

1億円

既卒可

http://www.uni-com.com/

サービス

ジャパンスポーツ 昭和62年

40名

1000万円

既卒可

http://japan-sports.net/

医療・福祉

リョクフウカイ　エリザベートセイジョウ 昭和59年

100名

---

既卒可

http://www.ryokufu1984.or.jp/ JOBトラベル

IT・インターネット

ニホンシステムツウシン 平成7年

36名

1000万円

既卒可

http://www.sunmake.co.jp/jsc/

卸・商社

ニホンプリメックス 昭和54年

70名

3億9399万円

既卒可

http://www.primex.co.jp/

小売

ソゴウセイブ 平成17年

9757名

100億円

既卒可

http://www.sogo-seibu.co.jp/ JOBトラベル

■平成28年2月5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。　

第5回 新卒向け合同企業説明会　午後の部

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●Web・スマホ向けアプリケーション開発

●ITアウトソーシング事業

●IT教育事業

☆総務・事務

☆法人営業

☆採用業務

☆プログラマ

株式会社システムアート
客先常駐になるが、安心して働けるよう3ヶ月ごとに人事・営業からの定期ヒアリング・フォローをしっかり行う企業。また、ス

キルチェンジ向けの研修も充実しており、長く働ける環境が整っている。

2

●不動産業

●ホテル業
☆総合職

株式会社リブ・マックス ウィークリー・マンスリーマンションは、全国各地の広範囲で需要があるが一般賃貸マンションに対し、ビジネスや観光の拠点

となる全国主要都市、その中でも特に都市機能を有するエリアに高い需要がある。リブマックスは需要の高いこのエリアに集

中的に事業展開。全国主要都市で国内トップクラスのシェアを誇り、6300戸を管理。

3

●ファッション物流

●インポート津物流

●ジュエリー物流

☆物流管理職

☆社内SE

株式会社オーティーエス アパレル物流一筋、24年、アパレル物流は商品の入荷から店頭納品にいたるまでの多彩な流通加工全てを代行。大手

が対応していない細かなサービスを行い取引先を増やす。江戸川区内に5つの物流センターが有り、IT化された自動化設

備と人間の手による的確なフォローを組み合わせ、個性化・多様化の進むファッション業界の変化に対応。

4

●CRMサービスの企画販売事業

●コンテンツサービスの企画販売事業

●電子書籍事業

☆企画提案型外勤営業

株式会社

インテア・ホールディングス
特徴は開発部門、企画部門、営業部門、サポート部門などインターネットサービスを展開する上で必要な全ての部署をそ

ろえ、一気通貫した業務を行うことでよりスピーディーに、より柔軟に顧客ニーズにこたえることができる組織体制があるとこ

ろ。常に時代の変化をキャッチし常に最先端のサービスを世の中に提供していく事が重要と考えている。

5

●ソフトウェア開発・運用・保守

●インフラソリューション構築・運用・保守

●ICTシステム提案

☆ICTエンジニア(プログラマ)

ユニバーサルコンピューター

株式会社
独立系かつエンドユーザーとの直接取引きを最大限に活かし、上流から下流工程まで一貫したシステム開発・運用・保守

を行っているシステムインテグレーター。43年の社歴。製造・物流・流通・金融・サービスなど幅広い業種にクライアントを持

ち、制御系・汎用系・オープン系・Web系といったあらゆる技術領域に対応できる技術とノウハウがある。

6

●スポーツクラブ・スイミングスクールの経営・指導

●官公庁スポーツ教室受託

●介護予防教室受託

☆スポーツインストラクター

☆スポーツクラブ受付

株式会社ジャパンスポーツ 「健康づくり･体力作り」「病気は治療よりもスポーツによる予防」をスローガンに倶楽部の運営を行うことで日本における社

会体育の発展に寄与。本社のあるヴィムスポーツアベニュウは、全国でも屈指の施設。テレビ・雑誌にたびたび紹介され、

会員の方々の満足度も大きい。創業以来、順調な経営を続けている。

7

●高齢者介護サービス

☆介護職員

☆看護職員

☆事務職員

社会福祉法人緑風会

特別養護老人ホーム エリザベート成城
四国・関西を中心に約70か所の施設を運営し、グループ全体で3000名の従業員を擁する日本でも有数の社会福祉法

人。35年の歴史の上に、「明日を想う」新しいキャッチフレーズのもと、１.科学的介護の実践　２.働く喜びを感じる職環

境づくり　３.地域の健康づくりを掲げ、新しい社会福祉法人の姿を追求し続けている。

8

●法人向け情報システム受託開発
☆プログラマ

☆システムエンジニア

日本システム通信株式会社 大手生命保険会社モバイル端末向け制御機能およびＷebアプリケーションの受託開発や大手銀行向け基幹業務アプリ

ケーションの受託開発などを手掛け、 全て直接受託のみ。おもに20～30歳代の技術者が活躍。女性は2割。とても穏や

かなメンバー多く平均勤続年数は10年以上。

9

●小型精密プリンタの開発・製造・販売 ☆ルート営業

日本プリメックス株式会社 業務用・産業用ミニ(小型)プリンタの、国内顧客に対するルート営業。産業用小型プリンタは、コインパーキングの領収

書、タクシー領収書、病院再来受付機、銀行の順番待ちの紙などで活用されている。売上の約20%は、海外(欧米ロシ

ア)向けで、海外営業部を持ち、売上を伸ばしている。

10

●百貨店事業

☆ファッション、雑貨、食品などの接客販売

☆ご案内係員、通訳スタッフ、インフォメーションスタッフ

☆外商セールス

株式会社そごう・西武 百貨店売上シェア13.3％。業界2位。セブン＆アイグループの一員として「新しい今日」を提供し続けている。百貨店の商

品をセブンイレブンで受け取る仕組みもスタート。店舗研修・フォロー研修・コンサルティング研修の後、売り場に応じた研修

を行うなど販売のプロフェッショナルを目指せる教育研修制度も充実している。
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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

IT・インターネット

ゴーヤ 平成16年

165名

5000万円

既卒可

http://www.gooya.co.jp/ JOBトラベル

建設

トートーエンジニアリング 昭和60年

577名

1億円

既卒可

http://www.toto-eng.co.jp/

教育

ファイブアカデミー 平成20年

150名

4000万円

既卒可

http://www.smart-kidsplus.jp/

IT・インターネット

アイエスアール 昭和58年

39名

2400万円

既卒可

http://www.kkisr.co.jp/

卸・商社

ゲットイット 平成13年

28名

7000万円

既卒可

http://www.get-it.ne.jp/ JOBトラベル

卸・商社

メグミスイサン 平成5年

29名

2000万円

既卒可

http://store.megumi-suisan.com					/ JOBトラベル

建設

ムラナカケンセツ 昭和34年

125名

4100万円

既卒可

http://www.muranaka-g.co.jp/

サービス

ハートンホテルサービス 平成12年

196名

1000万円

既卒可

http://www.hearton.co.jp/

小売

リオネットセンタージョウナン 昭和62年

23名

1000万円

既卒可

http://www.rionet.co.jp/

飲食

フナチュウ 昭和21年

330名

5000万円

既卒可

http://www.funachu.co.jp/

■平成28年2月5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。　

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

●ソフトウェア開発・保守運用

●アプリケーション第三者検証

●エンジニア派遣

☆法人向け営業

☆営業事務およびクライアントからのアウトソーシング受託

☆PHPやJAVAなどでの開発・保守

株式会社GOOYA 「人と世界を笑顔でつなぐ」をビジョンに掲げ、ワンストップでクライアント企業様にスマートデバイスソリューションサービスを提

供。「人」の可能性と成長を最大化し、「世界」へ新たな価値を提供していく。自由闊達な社風、充実の待遇、豊富な開

発実績を特徴とし、日本でもアジア圏でも成長率の高い企業として賞も受けている。

第5回 新卒向け合同企業説明会　午後の部

12

●TOTO商品(主にユニットバス、システムキッチン)の組立、

衛生設備機器の施工

●独自の空間プロデュース力とオリジナル工法による、オフィ

スビル・商業施設など水まわり空間改修の提案

☆総合職

TOTOエンジニアリング株式会社 TOTO㈱出資100％の安定企業。TOTO商品(主にユニットバス、システムキッチン)の組立、衛生設備機器の施工を全

国規模で実施。導入時の研修から、新人～管理職までの階層別研修体系がある。また、選択型オープン研修、ｅラーニ

ング、通信教育、資格取得支援など、スキルアップし続けることのできる環境。

13

●心理学系大学院受験、大学編入のための教育プログラ

ムの企画・運営

●発達支援を行う療育施設の企画・運営

●発達支援を行う療育施設の企画・運営

☆発達支援スタッフ

☆送迎ドライバー

株式会社ファイブアカデミー 子どもの発達と成長を支援する教室「スマートキッズプラス・スマートキッズジュニア」を運営。発達に凸凹のある子どもの生

活支援(おやつの提供・送り迎え等)や、学習支援(宿題や療育課題のサポート)などを行う。 働きながら児童指導員、介

護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を取得の支援もある。

14

●業務システムのコンサルティング及び受託開発

●業務用パッケージソフトの開発・販売

●ERPパッケージの販売

☆システムエンジニア・プログラマ

株式会社アイエスアール 都市ガスのシステム開発を得意としながら、大手生鮮食品企業の生産・物流システム、某民放局の運用・保守システム、

大手スポーツメーカーの販売システムなどを手掛け、幅広いお客様から信頼をいただき、創業以来堅実経営を続けている

企業。平均勤続年数10年以上。

15

●サーバー・ネットワーク機器の売買、輸出入

●サーバー・ネットワーク機器の保守

●IT機器のレンタル

☆総合職

株式会社ゲットイット 日本最大級の中古・再生の業務用IT機器販売会社。中古のルーター、スイッチ、サーバー等を多数保有し、世界中の

メーカーの製品を扱っている。その一方で家庭用品の輸入事業や、トイデジタルカメラの輸入等も行っており、ニッチマーケッ

ト専門の商社でもある。IT機器は海外へも販売しているため、海外営業、貿易関連業務携わるチャンスもある。

16

●水産物卸売業 ☆総合職(営業・商品管理)

株式会社恵水産 築地市場の仲卸。21億の売上げの3分の2がマグロ、残りの3分の1がサバ、タイなどの鮮魚。仕事内容は、冷凍マグロの

解体、加工作業。既存お得意先様から受注のとりまとめ、商品ピッキング・発送作業。在庫搬送等、管理業務など。午

前3:30と朝早くからの仕事ではあるが15時には終了する。

17

●総合建設業(建築一式工事) ☆施工管理職(建築)

村中建設株式会社 福井市美術館、日本菓子専門学校を施工。設計から施工までの一貫した「責任施工体制」により、首都圏のみならず

中京圏・関西圏においてもさまざまな建築物に対応することで成長。研修制度も充実しており、新入社員研修、安全研

修、月1回のレベル別施工管理者教育、資格に関するオリエンテーション、資格取得費用助成制度などがある。

18

●ホテルの運営(宿泊・会議室・レストラン) ☆ホテル内の接客サービス係

ハートンホテルサービス株式会社 関西・東京に6店舗。どの店舗も駅チカで便利な立地。ビジネスホテルではあるが、会議室・宴会場やコース料理を提供す

るレストランもある。職場の雰囲気は先輩・後輩の仲が良く、新しく入社された方が先輩にどんどん質問して、意見などを発

信しながら元気に働いていただける環境。

19

●補聴器販売、保守、修理

●病院、老人ﾎｰﾑ等の営業

●難聴者用生活用具の販売

☆総合職(販売・営業・修理)

株式会社リオネットセンター城南 特注補聴器の専門店。仕事内容は、補聴器の販売と修理、その他付随する業務。日常生活用具の販売。法人営業

(老人ホームや病院等)ルート営業及び新規営業 など。国内最大の補聴器メーカ、リオネットの製品やワイデックス(デン

マーク)、スターキー(アメリカ)、フォナック(スイス)なども取り扱う。

20

●飲食店経営

●鶏肉卸売

●折詰弁当・惣菜製造

☆店舗スタッフ(調理・サービス)

☆卸売営業(ルートセールス)

株式会社鮒忠 1946年創業、「焼き鳥の父」と呼ばれた創業者の意思を受け継ぎながら、成長を続けている会社。国産の鶏肉・うなぎ

などこだわりのある食材を使用して安定経営を続けてきた老舗企業。地元浅草を中心にお客様に支えられ、2016年には

創業70周年を迎える。社長が先頭に立って、BBQを開催したりアットホームな社風作りをしている。


