
10月7日（水）13:30～17:00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。

社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

建設

アーネストワン 昭和56年

1,090名

既卒可

http://www.arnest1.co.jp/

IT・インターネット

エスオーシー 昭和54年

320名

既卒可

http://www.socnet.jp/ JOBトラベル

卸・商社

キョクコウ 昭和38年

101名

既卒可

http://www.seko.co.jp/

小売

クオール 平成4年

3,455名

新卒のみ

http://www.qol-net.co.jp/

小売

グローバルユニット 平成5年

80名

既卒可

http://www.dhm.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

サイチョウブッサン 昭和57年

130名

既卒可

http://www.saicho.co.jp/

メーカー

サタケセイサクショ 昭和36年

114名

既卒可

http://www.satake-s.co.jp/ JOBトラベル

小売

サンドラッグ 昭和55年

2,870名

既卒可

http://www.sundrug.co.jp/

卸・商社

サンユーメディカル 昭和47年

80名

既卒可

http://www.sanyu-medical.jp/ JOBトラベル

IT・インターネット

システムインテグレータ 平成7年

143名

既卒可

http://www.sint.co.jp/ JOBトラベル

平成27年度

第3回新卒向け合同企業説明会　出展企業一覧

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

●分譲戸建住宅事業

●分譲マンション事業

☆建築施工管理

☆アフターメンテナンス、品質管理（検査）、設計

☆マンション企画営業

株式会社アーネストワン 戸建住宅の年間引渡実績日本一、建売住宅の全国市場で約3割の市場占有率を誇る、飯田グループホールディング

ス。アーネストワンは飯田グループホールディングスのグループの一員であり、年間約1万棟の住宅を提供し、急成長を続け

ている。

●ソフトウェア開発・保守

●システムインテグレーション
☆システムエンジニア

SOC株式会社 入社後2ヶ月間の新入社員研修で、社会人としてのマナー、コンピュータやプログラミングの技術を学習。例年、文系出身

者、プログラミング未経験者も多数入社。入社後は、開発プロジェクトに配属になり、先輩社員に教わりながらプログラミング

や動作試験、設計等を担当。ネットショッピングサイト、ITスクールの新規事業にも取り組む。

●住宅用壁紙を中心とした各種インテリア製品の卸売

●内装仕上工事
☆総合職

旭興株式会社 住宅用壁紙を中心とした各種インテリア製品を得意としており、様々な材料メーカーと協働しながら、常に新しい商品開発

を手掛けている。主要得意先は積水ハウス・旭化成・住友林業・三井ホームなど。 中国、アメリカでの販売を開始してお

り、海外営業等に興味があれば携われるチャンスもある。

●調剤事業

●CSO事業

●治験事業

☆医療事務

クオール株式会社 主力の調剤事業は、クオール薬局以外にコンビニエンスストア併設型調剤薬局をはじめとする異業種との連携を強化。店

舗展開の特徴として、処方元医療機関とクオール薬局が1対1でマンツーマンの関係になれる薬局づくりを基本とし、医療と

は関係のない支出を最小限に抑えてその分を患者さまのためのサービスに投資。

●アパレル店舗、自社ブランド直営店舗運営

●イベント事業
☆店舗運営スタッフ（幹部・店長候補）

株式会社グローバルユニット 究極の「Made in Japan」のアメカジアパレルブランド『フラットヘッド』をグループ会社で展開し、その直営店舗を運営する。

既存店舗のさらなる売上UPと、 新店出店による販路拡大を目指す。 現在国内110店舗、海外20ヶ国の販売店、20

の直営店を展開するまでに成長して更なる拡大を続けている。

●配管機材の販売

●住宅設備機器、空調設備機器の販売

●新商品開発

☆総合職（企画営業）

斎長物産株式会社 日立金属(株)及びJFEスチール(株)の一次商社。全国の都市ガス、LPガス会社、一般販売店ガス、水道会社など生活

に密着したインフラ整備に欠かせないパイプ・継手類などの管材類や建築・空調設備機器類・エネルギープラント関連部材

等の販売、更に新商材開発にも取り組んでいる専門商社。

●精密機械部品の製造及び販売

●医療機器・医療機器部品の製造及び販売

●精密治工具の製造及び販売

☆営業職　　☆技術職

☆設計・開発職　　☆生産管理・品質管理

☆事務職

株式会社佐竹製作所 お客様のニーズにあった特殊ボルト・機械部品など多品種・小ロット・短納期で提供。東京大学と産学連携し、オリジナル

金属ユニットを開発中。また、計画的なトレーニングと、若いうちから仕事を任される環境から、2年目、3年目を迎える若手

が大きく成長し戦力として活躍。若いうちから活躍したい人にお勧め企業。

●ドラッグストアチェーン・調剤薬局の経営

●フランチャイズ(FC)及び、ボランタリー店の経営指導

 　（商品供給及び経営指導）

●PB商品の開発

☆店舗運営職

☆プラム（化粧品部門）店舗運営職

株式会社サンドラッグ 東京西部地盤としてチェーン展開するドラッグストア大手。業界屈指の教育カリキュラムが整っているため、新卒や他業界か

ら転職してきたメンバーも多数活躍！多くが2～4年で店長に。その後6年目以降には売上げ約40億円の複数店舗を管

理するスーパーバイザーへの昇進を果たしている。

●医療機器販売

●院内業務受託（医療材料の管理）

●正規ディーラー

 （医療用クロックス、乳児用矯正ヘルメット“アイメットネ

☆営業職

株式会社サンユーメディカル 「医療現場に安心をお届けします。」という企業理念のハイテク医療機器の専門商社。多くの大学病院と長い取引関係を

持ち信頼も厚い。千葉・埼玉の営業所を開設するなど成長企業。20代、30代の若い社員も多い。新入社員研修、英

会話研修、若手研修、幹部候補研修、役員研修、英会話研修といった研修制度も充実。

●パッケージソフトウェアの開発、販売

●クラウドサービス

●ソフトウェア保守

☆ソリューション営業

株式会社システムインテグレータ 平均年齢34歳、平均年収646万円有給取得率80％以上

・東証一部上場(健全な財務体質、高利益体質)

・競争力のあるオリジナルパッケージソフト(ヒット商品多数)

育児休業は子供が3歳になるまでOK。さらに時短勤務、週休3日、在宅勤務あり。



社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

IT・インターネット

ソフタス 昭和56年

278名

既卒可

http://www.softas.co.jp/

教育

トウキョウリーガルマインド 昭和54年

1,534名

既卒可

http://www.lec-jp.com/

サービス

トウザイ 昭和32年

500名

既卒可

http://www.touzai.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

トッパンブツリュウ 昭和63年

807名

既卒可

http://www.toppan-b.co.jp/

サービス

ニホンケンチクコウゾウセンター 平成9年

150名

既卒可

http://www.japansc.com/ JOBトラベル

サービス

ミツホデンキ 昭和62年

80名

既卒可

http://www.mitsuho.co.jp/ JOBトラベル

メーカー

メイジキカイ 大正14年

135名

既卒可

http://www.meiji-kikai.co.jp/

IT・インターネット

メディカルシステムケンキュウショ 昭和55年

103名

既卒可

http://www.msi-inc.co.jp/

メーカー

ヤガイ 昭和49年

437名

既卒可

http://www.yagai.net/

メーカー

ワラベヤニチヨウ 昭和39年

920名

既卒可

http://www.warabeya.co.jp/

■平成27年9月24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

●システム運用・保守

●システム基盤構築

●アプリケーション開発

☆システムエンジニア

☆PC事務支援

株式会社ソフタス 社員のほとんどは未経験からスタート。取引先は大手通信会社や金融系・官公庁まで、現在50以上のプロジェクトに携

わっており、未経験スタートでも技術を学べる仕事もあり、経験者ならその経験を存分に活かせる。

説明会や先輩の話等、随時開催。

●資格試験受験の予備校運営

●企業や大学様への研修提供

●就労支援等公共事業の運営

☆学校運営　　☆商品・サービス企画・制作

☆営業　　☆システム開発　　☆Webデザイン

☆経理　　☆人事　　☆総務

株式会社東京リーガルマインド 司法試験、公務員試験、税理士試験など資格試験予備校のパイオニア。「資格のLEC、合格のLEC」ということで資格試

験受験生からは高い評価を得ている。資格試験の予備校を基本事業とし、保育、企業や大学での研修サービスの拡大、

公共事業の受託の拡大も進行している。

●派遣事業

●請負事業

●紹介事業

☆総合職

東西株式会社 昭和32年設立の総合人材サービス会社。常用型を中心とした雇用で長期的なアウトソーシングが可能。

取引先は西濃運輸，花王，キヤノン，横浜ゴム

仕事内容は派遣コーディネーターとして、派遣社員の募集広告手配・面接・配属後のフォロー・更新手続き・内部営業・

労務管理・請求書作成などの事務作業など。

●倉庫業

●貨物利用運送業

●流通加工業

☆総合職

凸版物流株式会社 総合印刷業の凸版印刷の物流会社。全国約42か所に事業所を開設。

トッパングループの全国ネットワークと連動し、物流拠点、輸配送網、情報システムを活用した機動力と、陸・海・空のロジ

スティクスパートナーとのアライアンスで、より安全に、正確に、そしてスピーディーに対応。

●建築構造設計・耐震診断・建築設計監理

●人材開発事業

●建設コンサルタント

☆建築施工管理技士

☆設計補助

☆社内事務（一般・営業）

日本建築構造センター株式会社 研究開発型の構造設計事務所。2017年にマザーズへの株式上場を予定している。研究・開発した日本初の耐火構造

『ワンダードーム』は2件の特許を取得済み。また、海外への展開も見据え、中国、タイ、ブラジルへは国際特許出願中。確

定拠出年金401Kの導入や従業員持株会の創設により社員の福利厚生は充実。

●各種イベントやTV撮影、商業ビルや通信基地局等の

　 法定年次点検・計画停電時の電源供給

●特殊防音電源車や各種電源機材の製造販売及び

　 レンタルリース

☆業務部オペレーター（イベント等現場での電源車オペレーション）

三穂電機株式会社 イベント時や災害時の野外電源として特殊車両を保有し、レンタルをしている会社で業界シェアトップクラス。コンサート等の

イベント時にも貸し出しをしているため、全国出張が多い(特に夏前後)。車の運転が好きな人、イベントづくりに参加したい

人にとっては魅力的な企業。入社後、大型自動車免許の取得が必要となる。

●製粉・飼料業界向け産業用機械設備の製造販売

●製粉・飼料業界向けプラントの設計・施工・管理

●太陽光発電事業

☆機械設計

☆プラント設計・施工管理

☆営業　　☆購買　　☆総務

明治機械株式会社 粉砕機をはじめとする製粉・飼料用機械の製造分野において業界No.1のシェアを誇る東証二部上場のプラントエンジニア

企業。平均勤続年数10年以上。新卒採用が8割と人を育てる環境が整っている。また、年齢・社歴に関係なく大きな案

件にチャレンジできることが魅力のひとつ。若いうちから活躍したい人におすすめ企業。

●セブン-イレブン向けにお弁当やおにぎり等を開発・生産 ☆総合職（生産管理・商品開発・品質保証・工務）

わらべや日洋株式会社 東証一部上場企業。セブン-イレブン向けにお弁当やおにぎり等を開発・生産している食品メーカー。アイテム数は350種

類以上。生産スケールは1日最大600万食以上で、およそ23人に1人が手にしている計算。研修も入社時から3年後のス

テップアップ研修まで充実している。若いうちから責任のある仕事を任される為、大いに成長できる環境。

●コンピュータソフトウェアの開発及び販売

●コンピュータ及び関連機器の販売

●コンピュータシステムの企画・立案・導入に関する

　 コンサルテーション及び保守・運用

☆システムエンジニア

株式会社メディカルシステム研究所
まず2ヶ月間の新入社員研修で、社会人としてのマナー、コンピュータやプログラミングの技術を学び、毎年文系出身者、プ

ログラミング未経験者も多数入社しているので、技術は全員で一から学ぶスタイル。

●サラミ・ビーフジャーキーなどの食肉製品の製造販売

●外食産業の経営　牛たん焼専門店（都内５店舗）
☆総合職（営業）

株式会社ヤガイ 食品の総合メーカー。サラミ・ビーフジャーキーの製造・販売を中心に事業展開し、今期で創立41年目。平均勤続年数

10年以上。ロングセラー商品「ペンシルカルパス」や、大手通信販売会社のお菓子部門で年間売上トップとなった「おやつカ

ルパス」は、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで販売。研究開発、品質管理に力を入れている。


