
　第1回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 4/20(金)   13:00～17:00    ベルサール九段

■参加企業の詳細については、3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにて閲覧できます。 ⇒裏面もご覧ください⇒⇒⇒

ブース

No.

事務系職種あり

エスアイジー 364名

1991年

309百万円

新卒 既卒

https://www.sig-c.co.jp/

事務系職種あり

ニホンアイエスケイ 295名

1948年

1,090百万円

新卒 既卒

http://www.king-ind.co.jp/

事務系職種あり

フィナンシャルエージェンシー 610名

2007年

1,058百万円

新卒 既卒

https://www.financial-agency.com/

事務系職種あり

ニホンアルミット 125名

1956年

50百万円

新卒 既卒

http://www.almit.co.jp/

事務系職種あり

クレアビジョン 27名

2008年

50百万円

新卒 既卒

http://clairvision.co.jp/

事務系職種あり

トウキョウトコクミンケンコウホケンダンタイレンゴウカイ 399名

1959年

ｰ

新卒 既卒

http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/

事務系職種あり

トチギヤ 220名

1949年

50百万円

新卒 既卒

https://tochigiya.jp/

ミツビシケミカルシテム 648名

1970年

300百万円

新卒 既卒

https://www.mitsubishichem-sys.co.jp/

事務系職種あり

リクシルトータルハンバイ 1,284名

2001年

74.7百万円

新卒 既卒

http://www.lixil-th.co.jp 

事務系職種あり

ニッサンブヒンチュウオウハンバイ 241名

1973年

545百万円

新卒 既卒

https://buhin.nissan.co.jp/CHUO/

2

製造
●歯科治療用機器の開発、製造、販売、メンテナンス

●耐火金庫の開発、製造、販売、メンテナンス

●スチール製書庫・ロッカーの開発、製造、販売、メンテナンス

①営業職（セールスエンジニア）

②開発職　　　　　　③総務・経理職

④海外営業職　　　⑤品質管理職

日本アイ・エス・ケイ株式会社 ジャスダック上場企業。寝たきりや介護の方向けの「訪問歯科診療機器」のパイオニアとして、今後ますます需要が増える在宅医療の

活性化と業界№1を誇る技術で歯科治療機器の開発を進める。また、金庫の国内トップシェアを誇り、話題の「宅配ロッカー」の開発

でも注目を浴びている。公的資格取得補助、通信教育補助など福利厚生充実。
JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

情報通信
●ソフトウェア開発事業

●基盤ネットワーク事業

●ソリューション事業

①システムエンジニア／プログラマ

②ネットワーク／サーバ／セキュリティエンジニア

③総合事務職

④営業職

株式会社SIG 住友金属工業(株)のグループ会社として、1991年に誕生した創業28年目の独立系IT企業。身近なシステムから公共事業まで

様々な業界へ対応。新しい分野(スマートフォン用の最新モバイルOSの研究開発、クラウド化への対応、セキュリティシステム、電力需

給問題など)へも事業展開し、幅広い実績がある。

4

製造

●エレクトロニクス用高性能はんだの開発、製造、販売
①経理事務

②品質保証業務

日本アルミット株式会社 創業60年を超える高性能はんだの開発、製造、販売を行う企業。エレクトロニクスの高性能はんだでは高い技術力を持つ。米国航

空宇宙産業や欧州の通信機器メーカーに採用されるなど、世界の技術革新に貢献し、日本のはんだメーカーで初めて米国ミル規

格・フェデラル規格を取得。国内外の自動車メーカーや電機メーカーとの強いパイプもある。

3

金融・保険

●生命保険代理店事業

●損害保険代理店事業
①コンサルティング営業・事務

株式会社フィナンシャル・エージェンシー 保険業界にいち早くITを導入した企業。保険の流通にITを駆使し、様々な業界初のサービスを提供している。今では同業他社に仕

組みやノウハウを提供するほどに。10人で構成されるチームで、業務目標達成を目指す。プラチナくるみん(子育てサポート)認定企業

で、平均年齢27歳と若手の活躍も目立つ。

6

医療・福祉
●国民健康保険診療報酬審査支払事業

●介護給付費等審査支払事業

●保険者事務共同処理事業

①総合職（事務系）

東京都国民健康保険団体連合会 国民健康保険法に基づき、東京都の保険者(区市町村・国民健康保険組合)が共同して目的を達成するため、東京都知事の認

可を受け設立された公法人団体。医療的な知識が無くても研修等によりスキルアップを図ることができる。給与基準は公務員のもの

を採用しており、休日等も公務員に類似。採用時期が限られるため、説明会参加もこの時期のみ。
JOBトラベル

5

情報通信

●エネルギー監視システム等の自社システム製品の開発、販売

●コンピュータシステムの受託開発

①システムエンジニア職

②一般事務職

株式会社クレアビジョン 工場・大学・病院などの大型施設におけるエネルギー監視システム『EverGreenVision』など自社開発中心。社員数20名程度の

少数精鋭の組織ではあるが、客先への常駐や派遣はない。フレキシブルな勤務を採用し、在宅ワークによる柔軟な働き方も実践して

いる。入社後2か月はコンピュータやプログラムの基礎研修を行う。
JOBトラベル

8

情報通信 ●システムインテグレーションサービス：

   コンサルティング・情報システム構築・運営

●基幹業務系パッケージソフト(ERP)の開発・販売・運営

●国内外ICTインフラソリューションの企画・構築 ・運営

①システムエンジニア

三菱ケミカルシステム株式会社 総合化学メーカー三菱ケミカルホールディングスグループの中核IT戦略企業。国内外500社以上、約7万人が利用する三菱ケミカル

ホールディングスグループのシステム基盤を半世紀支えている。研修が充実しており、入社3ヶ月間の導入研修、ビジネスマナーから、

基礎的なIT知識までしっかりと身に付けることが可能。

7

製造

●機構部品の設計、開発及び販売

①ルート営業　　　　②一般事務

③商品開発　　　　 ④品質保証（検査・検証）

⑤資材倉庫（管理・出荷）

株式会社栃木屋 蝶番や取っ手を中心におよそ5千種類もの製品を生み出している創業から105年の部品メーカー。その製品は新幹線、ジャンボ機、

イージス艦といった幅広い分野で使われ、様々な業界にも関われるので飽きない面白さがある。社員の半分近くが女性という環境でも

あり、男女問わず存分に働けるアットホームな職場も特徴。

10

卸・商社

●自動車用部用品卸売販売

●自動車整備用関連機器販売

①訪問営業

②店頭営業事務

日産部品中央販売株式会社 東京都、神奈川県、山梨県がテリトリーの日産自動車系では日本最大級の自動車用部用品卸売販売会社。「当社で働く従業員

と、その家族の幸福を実現すること」という経営理念のもと、グループの一員として、すべてのカーユーザーに安心安全で快適なカーライ

フ提供を使命としている。新入社員研修、店頭PAスキルアップ講座など、研修制度も充実。

9

卸・商社
●住宅建材の販売

●住宅建材の組立、配送、施工

●住宅のリフォーム

①営業、工務

②人事総務、経理

株式会社LIXILトータル販売 住宅資材メーカー㈱LIXILの100％子会社。工務店、資材メーカー、そしてLIXILトータル販売、施主のために良い家をつくるという

共通目標に向け3者が協力し合い仕事を進めることが3者協働の理念。新入社員導入研修、営業スキル研修などの研修制度はも

ちろん、Eラーニング、資格支援制度などの福利厚生も充実している。
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ブース

No.

事務系職種あり

エムシーサービス 141名

1978年

90百万円

新卒 既卒

https://www.mcservice.co.jp/

事務系職種あり

タイセイネット 89名

1996年

10百万円

新卒 既卒

http://www.taiseinet.com/

事務系職種あり

ニッショウボウ 140名

1978年

50百万円

新卒 既卒

http://www.nisshobo.co.jp/

事務系職種あり

ショウエイ 200名

1982年

682百万円

新卒 既卒

http://www.shoei-t.co.jp/

ニホンセンロギジュツ 128名

1979年

20百万円

新卒 既卒

http://www.kk-nsg.co.jp/

フンケンパウテックス 86名

1961年

100百万円

新卒 既卒

http://www.funken.co.jp/

ヒタチブツリュウコラボネクスト 296名

1987年

255百万円

新卒 既卒

www.hitachi-hb.co.jp/collabo-n/

事務系職種あり

ニッテツスミキンハード 284名

1960年

410百万円

新卒 既卒

https://www.nshard.co.jp/

ソラスト 11,404名

1965年

500百万円

新卒 既卒

http://www.solasto.co.jp/

事務系職種あり

セフテック 307名

1957年

886百万円

新卒 既卒

http://www.saftec.co.jp/

12

情報通信 ●IoTの研究・開発

●コンピュータシステムの企画・開発・コンサルティング、

   ネットワーク構築、システム運用

●RFID事業

①プログラマ･システムエンジニア

②SEサポート

③営業

大成ネット株式会社 インターネット・テクノロジーを駆使したWebシステムの構築、特にWindows、UNIX、各DBによるシステム企画、開発に注力してい

る。エンドユーザーと直結した開発にも携わることで、上流工程から業務に参加ができ、エンジニアの成長を考えた体制をとる。基礎研

修から行うので、文系・未経験者も安心。センター採用実績もある。
JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

不動産

●マンション・ビル等の総合管理業務

●リフォーム・リフレッシュ工事請負業務

①フロント営業職

②建築技術職

③組合会計職

株式会社エム・シー・サービス 分譲マンションを中心に管理を行っている企業。マンション・ビル等の総合管理のみならず、リフォーム、リフレッシュ工事など、受注する

建物の「資産価値を高める」仕事をしている。1978年の設立以来20年連続で受託件数右肩上がりで、日本経済新聞出版社刊

の「マンション管理修繕・建替え徹底ガイド」でその取り組みが掲載された。

14

製造
●タッチパネルの製造

●タッチパネルの開発

●タッチパネルの販売

①総合職（技術）    ②総合職（営業）

③総合職（事務）    ④事務(営業アシスタント)

株式会社翔栄 1982年設立の各種タッチパネルをメインとした開発・製造・販売を一貫して行うメーカー。特に自動車メーカーで純正カーナビに採用

されているのは強み。アメリカやドイツなど海外拠点もあることから取引もあり、ワールドワイドに活躍できる場も用意されている。そのため

の英会話勉強会やTOEIC資格奨励金の制度もある。

13

サービス

●貿易事務代行

●労働者派遣（貿易事務専門）
①貿易事務

日証貿株式会社 貿易事務に特化した派遣、アウトソーシング事業を展開している企業。事務の中でも専門性の高い、法律に基づいた書類作成が中

心となる。英語の読み書きに抵抗のないかた向きの職種ではあるが、持ち運びできるスキルが身につくのは魅力的。英語が話せる方は

外資系企業での活躍も可能。センターからの採用実績もある。

16

製造

●粉体供給・計量・混合装置の設計・製造・販売
①法人営業

②機械設計開発

株式会社粉研パウテックス 1961年設立の老舗メーカー。世界的な技術で開発した紛体用機器をオーダーメイドで製造し、国内外の大手企業や官公庁などに

納入している。営業職はルート営業がメインで、取引のない客先への飛び込み営業は無い。新人研修、工場研修、階層別研修など

充実しており、工場研修期間中は社宅、研修手当支給がある。平均勤続年数17年。

15

サービス
●検測事業

●線路設備モニタリング事業

●軌道調査・技術事業、企画開発事業

①鉄道線路の技術コンサルタント

株式会社日本線路技術

(JR東日本グループ)
JR東日本グループの企業として「鉄道路線の建設・保守に関する技術コンサルティング」を行う。線路・軌道を対象とした検査・計測・

解析・設計等に関する高い技術力と、軌道構造・材料ならびに保守管理に関する豊富な知識・経験が強み。ドクターイエローの東日

本版「イーストアイ」に乗って業務を行うのも魅力。センターからの採用実績あり。

18

製造

●製鉄会社向け搬送ロール・ローラーの製造・販売

●各種産業分野向け耐熱・耐摩耗製品の製造・販売

①事務系（総務・財務、営業）

②技術系（研究開発・生産技術）

日鉄住金ハード株式会社 新日鉄住金グループにおける唯一の表面改質メーカーとして、世界トップクラスの”溶接・溶射・複合技術”を強みとする総合表面改

質メーカー。新入社員の良き相談役として、先輩社員が業務およびメンタル面における相談事項に対して適切なアドバイスを行い、

新入社員が安心できる環境の整備に努めるメンター制度がある。

17

運輸・倉庫

●倉庫業 ①総合職

日立物流コラボネクスト株式会社 (株)資生堂の物流子会社として創業。2007年には日立物流グループとなり、日本を代表する複数の化粧品メーカーから信頼され

る化粧品業界向け物流を担うオンリーワン企業としてその地位を築いている。とくに少量多品種の物流管理に対しては独自に整備し

てきた自動倉庫、自動補充機などを活用して業務効率を向上させている。

20

卸・商社

●工事用保安用品の販売とレンタル

①法人ルート営業          ②総務人事、本社経理事務

③営業事務、経理事務   ④オリジナル商品の開発と販売

⑤Webカタログの製作、工事看板デザイン等

セフテック株式会社 1957年設立のジャスダック上場企業。工事現場にある安全フェンス、カラーコーン、電飾看板などを扱う業界TOP3の専門商社。高

速道路で見かける『この先何キロ渋滞』『合流注意』などの文字等を遠隔操作やセンサーで表示させることができるLED電飾表示板

も開発。営業、営業事務、総務など募集職種が豊富。センター採用実績もある。
JOBトラベル

19

医療・福祉
●医療関連受託事業

●介護事業

●保育事業

①総合介護職

②保育士

株式会社ソラスト 1965年に日本初の医療事務の教育機関として創業した企業。今では医療事務をはじめ、医療・介護・保育サービスまで提供する

までに発展。首都圏を中心に全国で300ケ所以上の拠点を有する。また、自社内でキャリアセンターを持ち、人材育成も強みとしてい

る。東証一部に上場しさらなる発展を目指す。センターからの採用実績あり。


