
8月28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。

社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

医療・福祉

昭和42年

312名

既卒可

http://www.itarucenter.com/ JOBトラベル

小売

昭和48年

737名

新卒のみ

http://vendome.jp/

飲食

昭和59年

539名

既卒可

http://www.sfpdining.jp/

IT・インターネット

平成23年

238名

既卒可

http://www.f-b-s.jp/

IT・インターネット

昭和47年

4,143名

既卒可

http://mxmobiling.co.jp/

卸・商社

昭和37年

86名

既卒可

http://www.kywa.jp/

サービス

昭和26年

130名

既卒可

http://konno.gr.jp/ JOBトラベル

IT・インターネット

昭和40年

328名

既卒可

http://www.jsfit.co.jp/ JOBトラベル

メーカー

昭和39年

1,685名

既卒可

http://www.jc-comsa.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

昭和12年

130名

既卒可

http://www.shibamoto.com/ JOBトラベル

■平成27年8月14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。　

芝本産業株式会社

●鉄鋼の国内卸売

●食品や機械製品の輸出輸入

●不動産の賃貸管理

☆総合職（営業・経理・総務・人事）

老舗の商社、鉄鋼製品を主に扱ってるが、食品、不動産、レジャーと小規模ながら幅広く展開。取引先は国内で自動車

メーカーのスバルがある。国外では現在アジアを中心に展開、アメリカの企業とも古くから付き合いがあり、老舗ながらに培っ

てきたネットワークが強み。100年続く企業と言うことで堅実な財務体質も魅力。

ジェイエスフィット株式会社

●ソフトウェアの開発・販売

●ネットワークサービスの運用管理

●コンピュータシステムの運用管理

☆システムエンジニア

☆ネットワークエンジニア

日本電子計算株式会社の子会社で、自社パッケージソフトも有するSI企業。取引先は大手通販会社、食品関連会

社、金融証券会社など安定している。1965年設立からもうすぐ50年のIT業界では歴史があり、グループ各社との連携に

より経営基盤面では安定感がある。

株式会社ジェーシー・コムサ

●食料品の製造・加工及び販売

●外食産業

●その他

☆総合職

（製造/メーカー営業･店舗営業

　　/総務･人事･経理･財務等/研究･開発･生産等）

代表取締役CEO大河原　毅氏は日本ケンタッキーフライドチキン(株)の設立メンバーで、直営第1号店の店長から社長に

なった人物。フローズンピザを日本に初めて紹介した日本におけるピザのパイオニア。現在でもドミノピザに食材を供給してい

る。今年で創立50周年。ジャスダック上場企業。

協和貿易株式会社

●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

☆事務　　　☆システム担当

☆自社店舗販売員

☆表装職人

☆物流スタッフ

会社設立52年。書道用品販売シェア日本一。仕事内容は書道作品のしわ伸ばし、加工作業、書道作品を額に張り込

む作業、書道展覧会への作品の搬入出や東京都美術館等の大きな美術館や、銀座の小さな画廊に仕立てた書道作

品を搬入、飾り付け等を行う。

株式会社こんの
●製紙原料直納卸売業 ☆総合職（管理職候補）

第5回「日本でいちばん大切にしたい会社」審査委員会特別賞を受賞した企業。

※企業が本当に大切にすべき①従業員とその家族 ②外注先・仕入れ先③顧客④地域社会⑤株主の5人をはじめ、人

を大切にし、人の幸せを実現する行動を継続して実践している会社の中から、その取組が特に優良な企業に表彰するも

の

株式会社FBS

●銀行系大規模システムの開発・保守

●損害保険系大規模システムの開発・保守

●生保系大規模システムの開発・保守

☆システムエンジニア

日本を代表するメガバンクのシステム開発に加え、メガ損保のシステム開発にも中核的メンバーとして参加。さらにクレジット

系、公共系システム分野など新しい顧客基盤の構築も開始している。その結果、売上の急伸へと直結。設立当初からの

経営目標の一つにある株式上場も視野に入れている。

MXモバイリング株式会社

●携帯電話の販売代理店(ショップ運営)

●法人向け携帯端末・ソリューションの提供

☆ドコモショップでの接客・販売

☆総合職

転居を伴う配属・異動のない地域限定職は、全国に400以上のキャリアショップを展開しているため、転居を伴わず地元に

密着した働き方が可能。もちろんU・Iターンも。また店舗販売・店舗マネジメントから法人へのソリューションの企画・提案ま

で幅広い業務を行える総合職もあり、2つの働き方が選択できる。

株式会社ヴァンドームヤマダ
●ジュエリー、アクセサリーの企画・販売・輸出入 ☆ジュエリーアドバイザー

ヴァンドーム青山をはじめ自社開発のハウスブランドとジルスチュアートなどワールドワイドなライセンスブランドとの複合ブランド

戦略を行っている。そごう・西武，三越伊勢丹，髙島屋，阪急阪神百貨店，東武百貨店，大丸松坂屋百貨店が取

引先でその他通信販売会社とも取引。

SFPダイニング株式会社
●飲食店の経営 ☆店舗での接客、調理等

創業30年を迎え2014年12月には東証二部上場を果たす。現在、首都圏・関西で140以上の店舗を数えるまでに成

長。現在、『第二のスタート』ともいえるターニングポイントを迎えたところで、今後は全国で1年に40店舗出店を目標とし

て、ゆくゆくは海外も視野に入れた店舗展開を予定している。

平成27年度

第2回新卒向け合同企業説明会～午後の部～　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

社会福祉法人いたるセンター

●障害者の多機能型福祉施設

●障害者のグループホーム・ショートステイ

●障害者の就労支援

☆障害者の介護支援・作業支援

☆福祉ショップ販売員

☆障害者施設における看護師・准看護師

杉並・目黒・世田谷などを中心に、都市型の総合福祉サービスを展開する社会福祉法人。障害をもつ方の工賃アップに

貢献できる自主生産品の開発には特に力を入れており、「あけぼのタイカレー」や「あけぼのマルセイユ石鹸」など、全国から

注文が入る人気商品が誕生している。障害者の通所施設で生活支援及び作業指導する仕事。
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サービス

昭和50年

2,800名

既卒可

http://www.keibi-sems.co.jp/

IT・インターネット

昭和61年

200名

既卒可

http://xincormixell.jp/ JOBトラベル

IT・インターネット

平成15年

80名

既卒可

http://www.say-p.co.jp/

メーカー

昭和60年

21名

既卒可

http://www.narishige.co.jp/japanese/

メーカー

昭和39年

46名

既卒可

http://sungas.co.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

昭和28年

222名

既卒可

http://www.jptw.co.jp/

運輸・倉庫

平成23年

406名

既卒可

http://www.hitachi-hb.co.jp/finenext/

小売

昭和28年

270名

既卒可

http://www.bunkado.com/

サービス

昭和23年

99名

既卒可

http://menken.or.jp/

飲食

昭和47年

1,319名

既卒可

http://www.mos.co.jp/company/

■平成27年8月14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。　

株式会社モスフードサービス

●フランチャイズシステムによる飲食店の経営

●ハンバーガー類の製造販売及び販売指導

●食料品の製造販売業及び輸出入業

☆総合職

ファーストフードの大手。国産素材を使用し安全・安心・健康にも配慮。直営店での研修後各店舗に配属。研修も充

実。手作りのおいしさと真心と笑顔のサービスで、1972年にオープン。手作りのおいしさと真心と笑顔のサービスで、店舗を

通して「感謝される仕事をしよう」という基本方針の実現のため、日々取り組んでいる。

株式会社文化堂
●食品スーパーマーケット ☆店舗での販売

創業61周年を迎え、東京・神奈川（横浜）、を中心に18店をかまえる。生鮮食品中心の地域密着型の都市型スー

パーマーケット。実力次第で年齢学歴に関係なく、店長バイヤー、スーパーバイザー、本部スタッフへ 。地域密着型、イベン

トなどの企画もできる。人口減、高齢化で、消費減、競合飽和状態、今後、宅配、ネットスーパーも広げていく。

一般財団法人

メンケン品質検査協会

●繊維製品の検査・試験業 ☆試験職（総合職）

日本各地で「検反業務」を行っている唯一の公的検査機関。織物、カーテン用生地、インテリア用素材、産業用資材等

のさまざまな生地類の検反業務を行っている。大手アパレルメーカーと取引があり、検反と併せて生機に対する軽度の修整

や欠点に対する予防・対応策のアドバイスを行っており、中国に行って指導するチャンスもある。

日本紙運輸倉庫株式会社

●倉庫業

●一般港湾運送事業

●利用運送事業

☆総合職

大正2年(1913年)3月に創業紙の取扱いを主とした物流会社。“常によりよいサービスを！”をモットーにお客様のニーズを

的確にとらえ、お客様にご満足頂ける物流サービスを提供している。 主なお客様は紙を製造している製紙メーカーや紙の

販売を行う商社及び代理店。

日立物流ファインネクスト

株式会社

●3PLサービス（化学品プラットフォーム）

●倉庫運営（保管・流通加工他）

●運送事業

☆総合職

（営業、事業所における物流業務全般、総務・経理等）

化学品・危険物関係の物流を得意としている。2011年に日立物流グループの一員となる。営業活動は化粧品メーカー

が主。総合職としての採用となり、内定者の素養を確認した上で、配属（営業、物流センター、管理）を決定。営業、

管理（総務、経理）は、本社での勤務となる。

株式会社ナリシゲ
●理化学器械の製造販売 ☆営業企画

1985年のアメリカ進出から海外事業に力を注ぎ、現在、NARISHIGE INTERNATIONAL USA, INC. と

NARISHIGE INTERNATIONAL LTD. が、国際戦略を進める基地として役割を担っている。また高い技術力は、

JAXAの小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトチームでも活用されている。

日本ガス開発株式会社

●各種高圧ガス設備の設計・施工

●熱交換器の設計・製造

●高圧ガス設備のメンテナンス

☆ガスプラントの設計・施工管理

環境にやさしい液化天然ガス（LNG）、液化石油ガス（LPG）を主とした省エネルギー利用の産業用エネルギー設備の

設計・施工管理までの現場監督業務。求める人物像として、コミュニケーション力と積極的な受け答えを望み、スポーツが

好き、旅行が好きなど、アクティブな印象な方を期待している。

株式会社シンカーミクセル

●システムインテグレーション業務

●ネットワークエンジニアリング業務

●各種教育ビジネス・カウンセリング業務

☆ITエンジニア

未経験でも活躍できる教育制度が強み。内定期間、入社後、配属後の3段階でカリキュラムを用意。内定期間には月に

1回セミナーを開催。入社してからは2ヶ月間の集中研修。グループでシステム開発の工程を疑似体験。作業分担や工程

管理、スケジュール管理など実践形式で学習。技術研修では講義と演習を組み合わせてスキルアップを目指す。

株式会社SAY企画

●コンテンツ製造

●システム開発

●Web制作

☆SE・プログラマー

☆資料の電子化

事業計画発表会を行い、従業員に対して情報共有を行っている。具体的には＜基本理念＞と＜全社取り組み方針＞

を確認し、各部署から2014年度の成果と反省及び、2015年度における実行計画を発表して戦略の共有を行った。従

業員に対してきちんと情報を開示する企業である。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

株式会社シムックス

●警備業

●ビルメンテナンス業

●鳥獣対策

☆総合職（警備・営業・技術）

☆一般職（総務・経理）

新入社員には3年間本社主導のフォローアップを行う。入社1年目には年間4回、入社2年目には年間3回、入社3年目

には年間2回のフォローアップ研修を実施。3年間という期間をかけて、自己の将来を共に検索していき、目指す将来像を

見定めていく。また社内に専用の相談窓口を設け、仕事、仕事以外の相談も気軽にできる。
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