
 第1回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午前の部
6/24(金)10:00～13:00

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

卸・商社

キョウワボウエキ 86名

1962年

1,000万円

既卒可

http://www.kywa.jp/

医療・福祉

ソラスト 25000名

1965年

3億円

既卒可

http://www.solasto.co.jp/ JOBトラベル

出版・マスコミ

サンバン 25名

2004年

3,000万円

既卒可

http://www.sanban.co.jp/

情報通信

ニホンジムカイハツ 145名

1971年

2,400万円

既卒可

http://www.njk-person.com/

金融・保険

ウチヤマカンテイジムショ 160名

1935年

1億円

既卒可

http://www.uchiyama.co.jp/ JOBトラベル

建設

ヤマダケンセツ 75名

1963年

1億円

既卒可

http://www.yamada-kensetsu.co.jp/

情報通信

リョウユウシステムビジネス 205名

1990年

1億5,000万円

既卒可

http://www.rsb.co.jp/

小売

トウキョウポンパドウル 700名

1976年

4,500万円

既卒可

http://www.pompadour.co.jp/

製造

ヒカリ 52名

1966年

2,000万円

既卒可

http://www.osaka-hikari.co.jp/ JOBトラベル

サービス

タイヨウケンキレンタル 2059名

1986年

11億4,047万円

既卒可

http://www.taiyokenki.co.jp/

■2016年6月10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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●介護事業

●保育事業

●医療関連事業

☆総合介護職

☆保育士

株式会社ソラスト 5月20日東京証券取引所より上場承認を受け、6月29日上場予定。医療機関を支える「医療事務」、お年寄り一人ひとりの

ニーズに合ったきめ細やかな「介護サービス」、お子様が自宅にいるような安心感の「保育サービス」など、これからの日本に必要不可

欠なサービスを提供。全国にキャリアセンターがあり、スキルアップの機会も数多く提供。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●書道用品の輸入出、卸売、小売

●書道作品の表装、額装、軸装

●その他貿易

☆物流スタッフ☆表装職人

☆書道用品販売

☆ルートセールス☆総務

協和貿易株式会社 会社設立53年。日本書道の文化を守り、書道を通して日中友好の懸け橋となる企業。書道用品専門店6店舗を有しシェア日本

一。大手量販店、文房具店、カタログ通販やネットで、全国の書道家、書道愛好家、学校、公官、海外（台湾、EU、アメリカ

等）への販売も行っている。長期勤務社員が多く、育児休業女性取得100%など働きやすい環境。

4

●コンピュータサービス全般

(事務支援、業務支援、運用支援、OAオペレータ)

●コールセンター運用業務

●ソフトウエアの開発、設計、プログラミング

☆システム運用

☆一般事務

日本事務開発株式会社
創業以来、コンピュータサービス全般(事務支援、運用支援)、ソフトウェア開発・設計・品質検査などの分野で活躍。ヤング層の雇

用促進を主軸に、ICTビジネスの新規分野に挑戦することで成長率を確保し、社員の雇用安定と充実を推進している。

3

●テレビ番組・ビデオパッケージの企画制作

●Web動画コンテンツの制作

●各種催し物の企画運営

☆制作職(アシスタントディレクター)

株式会社さんばん 大手制作プロダクション出身の代表取締役がフリーランスのディレクターを経て、2002年に創業。2004年に株式会社さんばんを設

立。それまでも得意としていた「スポーツ」、代表取締役の個人的な趣味でもある「料理」という、まったく異なるジャンルで特に業績を

伸ばしている。

6

●マンション建設・分譲、ビル建築、増改築・店舗建装

●地域総合開発、宅地造成、不動産賃貸及び仲介

●一級建築士事務所

☆一般事務職

☆分譲マンション用地仕入

☆設計職

☆施工管理職

山田建設株式会社 東京・神奈川を中心に土地の仕入れから企画、設計、施工、販売まで行うマンションデベロッパー。「ミオカステーロ」「マイキャッスル」

などオリジナルマンションをこれまで関東近郊に600棟以上供給。セミオーダーシステム「自在空間」により自由な間取りを実現。 社

員の8割が一級建築士や一級施工管理士、宅地建物取引士などの資格を持つ。

5

●損害保険鑑定 ☆損害保険登録鑑定人

株式会社内山鑑定事務所 損害鑑定の業界で、売上、人数共に最大級。取引先は大手の損害保険会社。1935年に創業、80年以上の実績。損害保険

登録鑑定人は、損害保険会社や保険加入者、被害に遭われた方等に、中立な立場で公正に損害額を算出するといった、重要

な役割を果たしている。 入社後には外部講師の勉強会や公的資格を目指す場合の費用補助制度などもある。

8

●パンの製造及び販売
☆販売マネージャー候補

☆パンの製造技術者

株式会社東京ポンパドウル 全国チェーンでありながら、売場ごとにパン工房を併設する「一店舗一工房制」をとっており、高い技術を持った製パン技術者が粉か

ら仕込んだ焼きたてのパンを提供している。現在、全国に83店舗を展開しており、人材の育成ペースに合わせ、無理な拡大をせず

にじっくりと店舗展開を行っている。
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●コンピュータシステム運用管理の一括請負

●ハードウェアの保守・修理の業務委任

●PMO(プロジェクト運用管理支援)

☆技術職

株式会社菱友システムビジネス
IBMや三菱重工業の資本が入っている。取引先は三菱系企業が中心。得意領域はアウトソーシング事業になるが、将来的には

海外での対応も含め事業領域の拡大を目指している。新入社員はトレーナー制度の下にOJTで主に教育を行っている。

10

●レンタカー、産業用車両などのレンタル

●建設機械全般のレンタル

●イベント関連用品のレンタル

☆企画営業

☆事務スタッフ

太陽建機レンタル株式会社 三井物産グループ　住友商事グループとして建設機械のレンタルを通じて街づくりに貢献している。全国に110以上の支店を展開

し、建設機械の保有台数はトップクラス。実は今の建設・土木工事の現場で使われている建設機械類の約6割はレンタル。東京オ

リンピックを控え建設需要の増加が期待されている。大半の社員が希望のエリアへ配属。

9

●住関連製品の製造・販売

●DIY関連製品の製造・販売

●店舗用品の製造・販売

☆ルートセールス

株式会社光 1964年創業、1966年に社名を現在の「株式会社 光」とし、プラスチック看板の販売を開始。 その後、現在の主力商品のひとつ

であるサインの生産販売に着手。今日では2万種類以上の豊富なバリエーションのサインに加え、DIY素材、店舗用品などを通じ

て、トータルな空間演出の重要な商品となっている。

http://www.kywa.jp/
http://www.solasto.co.jp/
http://www.sanban.co.jp/
http://www.njk-person.com/
http://www.uchiyama.co.jp/
http://www.yamada-kensetsu.co.jp/
http://www.rsb.co.jp/
http://www.pompadour.co.jp/
http://www.osaka-hikari.co.jp/
http://www.taiyokenki.co.jp/


 第1回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午前の部
6/24(金)10:00～13:00

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

情報通信

アローシステム 50名

1990年

1,000万円

既卒可

http://www.allow.co.jp/

運輸・倉庫

アサヒロジスティクス 3800名

1955年

7,800万円

既卒可

http://www.asahilogistics.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

コーデンシティーケー 34名

1973年

5,000万円

既卒可

http://www.kodenshi-tk.co.jp/ JOBトラベル

情報通信

エイティジョウホウケン 65名

1994年

1,000万円

既卒可

http://www.at-j.co.jp/

サービス

ディーピーティー 1000名

1989年

5,000万円

既卒可

http://engineer.dpt-inc.co.jp/ JOBトラベル

小売

ニッポンリビング 112名

1989年

4,800万円

既卒可

http://www.aromabloom.jp/ JOBトラベル

製造

タクミナ 250名

1977年

8億9,299万円

既卒可

http://www.tacmina.co.jp/

卸・商社

センコーショウジ 109名

1965年

3億円

既卒可

http://www.senko-shoji.co.jp/

製造

ブンコウケイキ 38名

1977年

3,500万円

既卒可

http://www.bunkoukeiki.co.jp/

サービス

アルソック　ソウゴウケイビホショウ 12331名

1965年

186億7,501万円

既卒可

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

■2016年6月10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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●食品物流

●倉庫管理

☆幹部候補職

☆総合職

アサヒロジスティクス株式会社 食品に特化した物流企業。毎日約12,000箇所を超える物流拠点や店舗へ食品の供給を行い、約500万人の食生活を担って

いる。 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、居酒屋などのお店への供給業務が中心。大手との取引も多い。(ヤオ

コー、日本アクセス、日本酒類販売、小田急商事、国分、伊藤忠食品、三菱食品、他)

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

●インフラ構築・保守

●ヘルプデスク・カスタマーサポート

☆ソフトウェア開発

☆インフラ構築

株式会社アローシステム 金融系のソフトウェア開発及びシステムサポートを得意としており、金融業界のプロジェクトをはじめ、顧客より長期に渡りプロジェクト

の継続、新規プロジェクトを受注し、安定した経営を行っている。また、社員一人一人の成長を大切にしており、一人一人の力を伸

ばすよう心掛けている。

14

●Oracle Database(オラクルデータベース)関連サービス、

　ミドルウェアの開発・保守

●コンピュータ機器並びにソフトウェア開発及び販売

●サーバ、ストレージ、ネットワークの設計・構築

☆システムエンジニア

株式会社エイ・ティ情報研(AT情報研) 会社の企業理念「あなたのために」には、すべての人が幸せになるために、という願いが込められている。技術力に加えて、「豊かな人

間性」を育み、お客様も満足、私たちも満足、共存共栄、WIN-WINの関係を築けるよう、 高い技術力の習得と、人間性を高め

る努力を続けている。

13

●電子部品、光学部品、電子機器及び光学機器の販売 ☆ルート営業

コーデンシTK株式会社 光半導体を取扱うメーカー系専門商社。製造・販売拠点を国内、中国、韓国等ワールドワイドに展開しているコーデンシグループの

一員として、光センサ・LEDの世界で長年実績を築いてきた。コピー機の自動サイズ認識センサーや自動掃除機の壁センサーなど、

家電や産業機器、IT機器等、最先端デジタル機器に主要部品を提供。

16

●リラクゼーション雑貨を取り扱う直営店の運営

●商品全般の企画・開発

☆リラクゼーショングッズの販売

☆総合職

日本リビング株式会社
リラクゼーション中心のインテリア雑貨の販売をターミナルビル及び大手デベロッパーのインショップ（アロマブルーム）として展開し、業

績を伸ばしている。この分野の専門店で『日本一お客様に選んで頂けるお店』を目指し、社員一同、日々努力を続けている。

15

●自動車・家電等の製品開発における設計開発（受託請負）

●自動車・家電等の製品開発における設計開発

　（エンジニア派遣）

●自社製品の企画・設計・開発

☆総務事務

☆設計開発エンジニア（機械・電気電子・情報システム）

ディーピーティー株式会社 自動車メーカー、電機メーカー、SIなどに革新的な技術を提供し、成長を続けてきた。無借金経営の安定した経営基盤も強み。

東京オフィスはまだ小規模ながら、お客様方と深い関係を作り、至高の技術者集団を目指している。 2014年7月より自社製品開

発を始め、1月に開催された「カーエレクトロニクス技術展」で3つの自社開発製品を発表。

18

●輸送燃料の安定的な供給とそれに付随する付加価値の提案

●物流資材や物流機器の安価で簡易な提案販売

●購買コストの改善提案

☆総合職

センコー商事株式会社 東証１部上場のセンコー㈱の連結子会社。物流業を「モノ」の側面から支えるBtoB提案型総合商社。物流現場の声を集め、そ

れを商品に活かす事業にも着手。新物流用品や新サービスの開発、グルメ商品販売、カフェ・レストランなど新規事業も展開。5年

連続で増収増益を達成（2014年度　売上高388億円経常利益888百万円）

17

●精密ポンプの製造販売
☆営業職

☆技術職

株式会社タクミナ 1965年に国産初の動力付き定量ポンプを発売。以後、多様化・高度化する顧客のニーズに応え、高精密な流れを作り出す「ス

ムーズフローポンプ」や、世界初の「吐出量自動補正機能付定量ポンプ」など、画期的な製品を数多く生み出してきた。国内外で多

くの特許を取得。グッドデザイン賞においても過去8回受賞している。

20

●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

☆セキュリティシステムの提案営業

☆警備職

ALSOK綜合警備保障株式会社 施設・人・財産を守りつつ人々の安心安全と快適な生活をサポートする企業「ALSOK」は、警備のニーズの高まりを背景にグループ

１兆円企業を目指している。入社時の初任研修に始まり、職位･職能ごとの研修、各職種ごとの専門分野の能力を磨く部門別研

修や「通信教育」「倫理教育」「自己啓発推進」「マナー教育」など研修制度も充実。

19

●計測機器の製造販売

　 ・光計測機器、分析機器、公害計測機器

　 ・前号の機器に付随する付属品、部品、材料、薬品

☆技術職

☆営業職

分光計器株式会社 国立研究所や大学の研究室・民間企業の研究・検査機関などを対象に、顧客のニーズに合わせてオーダーメイドで光計測機器の

製造・販売を行っている。汎用製品では解決が出来ないニーズに対応し、世界に1台しかない光計測機器を実現する企業、社会

に貢献する、オンリーワンの企業を目指している。

http://www.allow.co.jp/
http://www.asahilogistics.co.jp/
http://www.kodenshi-tk.co.jp/
http://www.at-j.co.jp/
http://engineer.dpt-inc.co.jp/
http://www.aromabloom.jp/
http://www.tacmina.co.jp/
http://www.senko-shoji.co.jp/
http://www.bunkoukeiki.co.jp/
http://www.alsok.co.jp/

