
第6回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～
3/23(金)   13:00～17:00

新宿NSビル30階

NSスカイカンファレンスホールA･B

■参加企業の詳細については、3階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

ヨシダインサツ

https://www.yoshida-p.jp/

エージーシーオートモーティブウィンドウシステムズ

https://www.agc-winsys.com/

ソフトギケン

http://www.softg.co.jp/

トウキョウエレクソウギョウ

http://www.mitsuwadenki.co.jp/tokyoelec/

エスクローエージェントジャパン

http://www.ea-j.jp/

ヤマノホールディングス

http://www.yamano-hd.com/

ケンケツキョウキュウジギョウダン

http://kenketu.or.jp/

イノメディックス

http://www.innomedics.co.jp/

ホクリョウレイネツ

http://www.hokuryo-reinetsu.co.jp/

セラク

http://www.seraku.co.jp/

■2018年3月7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。　■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

業種/ 社員数/ 設立年/

資本金/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

印刷
●印刷・製本

●システム開発

●コンサルティング

①コンサルティングセールス

②システムデベロップメント

③グラフィックデザイナー

④マシンオペレーター

⑤マネジメント

230名

ヨシダ印刷株式会社
1906年

98百万円 1906年設立の超老舗企業。強みは、ポスターやパンフレット、大学のHPや学校案内など、幅広いジャンルに対応できる点。情報

伝達に関する「なくてはならない」製品・サービスを提供し、お客様が伝えたい「情報」や「想い」をカタチにすることを目指している。募

集職種も営業、印刷オペレーター、事務(マネジメント)など豊富で、研修も充実している。

2

製造
●自動車ガラスアッセンブリ—事業

●自動車部品アッセンブリ—事業

●産業建材事業

①総合職135名

AGCオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社

4

卸・商社
●電気工事材料（電線、照明器具etc）販売

●LAN等の通信設備・住宅設備機器の販売

●家庭用電気製品の販売

①得意先へのルート営業及び配送

1964年

27百万円 1964年設立、世界最大のガラスメーカー「旭硝子」のグループ会社。自動車に取付けるガラスの性能向上のため精度の高い部品

を組み立て、集合させる”アッセンブリー”業を展開。経営基盤がしっかりしているため福利厚生や研修制度も充実している。採用も

積極的に行っており、人材確保に努めている。センター採用実績あり。JOBトラベル

3

情報通信
●システムインテグレーション

●システムエンジニアサービス

●アプリケーション受託開発

①システムエンジニア・プログラマー73名

50名

東京エレク総業株式会社
1990年

70百万円 電設資材総合卸売業界一のミツワ電機グループ100％子会社。社内はアットホームな雰囲気で上司との距離も近く、社員同士お

互いにフォローし合いながら仕事を行っている。ミツワ電機グループとしてパナソニック製品販売量は日本一。親会社での新人研修が

6ヶ月間、不安な方へは付きっ切りで丁寧に指導するので、安心して働ける環境がある。JOBトラベル

株式会社ソフト技研
1982年

16百万円 設立より36年、使う側の視点に立ち最新の技術を用いたシステム提案をし続けている。企業を支えるという大きな役割を果たすべ

く、若手、中堅一丸となって、ビックデータ・IoT・ウェアラブル・ロボットなどの最新技術にも積極的に取組む。業務に資する資格に合

格した場合、検定費用、資格取得一時金及び資格手当支給など、福利厚生充実。

6

小売
●きもの・和装小物の店頭販売

●きものの着方教室の運営

●きものを着る機会の企画・運営（きもの会）

①総合職960名

株式会社ヤマノホールディングス
1987年

100百万円

5

サービス

●金融機関、不動産事業者へのサービス提供・開発

●不動産取引における契約・融資事務・担保評価・物件調査
①総合職(金融・不動産取引事務等)245名

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
2007年

330百万円 『日本版エスクロー』という、他社が手がけていない不動産取引関係者(専門家・金融機関・不動産事業者)向けの専門サービスを

提供している企業。2016年に東証一部上場。専門性の高い事務職だが、専門知識習得を目的とした特別研修や職位毎に実

務スキルを身に付ける職位別研修等、100種類以上の研修項目を適宜実施しているので安心。

設立30年、ジャスダック上場20年の企業。創始者は美容家『山野愛子』。美容事業、和装宝飾事業など、収益の拡大が見込ま

れる新規事業の開拓を積極的に推進、幅広く展開している。実質無借金会社で強固な財務体質を誇り、日本の和装業界を元

気にしている。定期的な研修で着物の知識、着付けや所作まで身に付けることができる。JOBトラベル

7

その他の業種

●輸血用血液製剤の供給

●血漿分画製剤の販売
①緊急自動車乗務員134名

公益財団法人献血供給事業団
1967年

350百万円 1967年設立。東京都赤十字血液センターより供給業務委託を受け、東京都内全ての医療機関が必要とする輸血用血液を届

けている公益財団法人。合計56台の緊急自動車を配備し、年間延べ約13万件の医療機関へ定期的に出動している。2010年

より新卒を毎年2~5名定期採用し、ここ5年間の離職率が0％と定着力抜群。

8

卸・商社 ●医療機器、医療材料、病院設備の販売

●病院・医療設備の増改築・移転の総合コンサルテーション

●病院内物流管理業務の受託・運用、及び院内物流管理

システムの開発・保守

①総合職(営業職、技術職、管理スタッフ職)330名

株式会社イノメディックス

10

情報通信
●ITインフラ事業

●スマートソリューション事業

●WEBマーケティングコミュニケーション事業

①ITインフラエンジニア

②開発エンジニア

③WEB制作・運営スタッフ

1951年

78百万円 創業88年の老舗で、東京、千葉エリアの医療機器販売業界でトップシェアを誇るオリックスグループ企業。システム導入やサービス

保守部門を持ち、医療商材の販売のみならず、幅広いサービスの提案・提供を行う。入社後5ヶ月間、ビジネスマナー、スキル研

修、医療機器メーカーによる商品勉強会と研修充実。安心して働ける環境がある。

9

サービス

●冷暖房機の保守管理業（メンテナンス）

●空調設備工事業

①冷暖房機の保守点検

②冷暖房機の据付工事
45名

1,583名

株式会社セラク
1987年

296.5百万円 1987年の設立以来、30年間も黒字経営を続けている安定した業績を持つ企業。2017年11月に東証一部に上場。専属の教

育担当者により約1.5ヶ月間で、エンジニアとしてのスキルを習得する研修を用意しているので、学部や経験を問わず意欲のある人

を積極的に採用している。センター採用実績あり。

北菱冷熱株式会社
1981年

30百万円 1981年設立の冷暖房機の保守管理及び設備工事を行う企業。首都圏はオフィスビル建設ラッシュで、エアコンのメンテナンス業と

して業績が安定している。新入社員には必ず先輩社員がつき、2人1組での仕事となるので、直接学びながら働けるため、ゼロから

のスタートでも安心。社内での研修をはじめ資格試験の取得サポート制度も実施。
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3/23(金)   13:00～17:00

新宿NSビル30階

NSスカイカンファレンスホールA･B

■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

イノベイションオブメディカルサービス

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

グラセル

http://www.glasel.jp/

ステラグループ

http://www.stargp.jp/

キモトセイビドウ

http://www.kimoto-sbd.co.jp/

オーエムキキ

http://www.omrex.co.jp/

ビクソン

http://bixon.co.jp/

マサルコウギョウ

http://www.masarukk.co.jp/

ベアーズ

http://www.happy-bears.com/

エネルギープロダクト

http://www.enepro.jp/

データテック

http://www.datatec.co.jp/

■2018年3月7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。　■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

業種/ 社員数/ 設立年/

資本金/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

医療・福祉
●福祉用具レンタル・販売

●調剤薬局経営

●住宅改修

①福祉用具専門相談員

②介護事務職

③医療事務職

243名

株式会社イノベイションオブメディカルサービス
1982年

20百万円 1982年設立の、薬局経営、福祉用具貸与・販売、訪問介護など幅広く展開している企業。中でも福祉用具レンタルは全国トッ

プシェア。今回の募集職種「福祉用具専門相談員」「介護事務」「医療事務」は学部･学科不問。人の役に立ちたい、地域に貢

献したいという想いのある20代の若手が中心に活躍している企業。JOBトラベル

12

卸・商社

●化粧品、医薬、試薬、健康食品等、容器の企画・販売
①外勤営業

②内勤営業(営業業務)
149名

株式会社グラセル

14

印刷

●総合印刷業
①印刷法人営業

②印刷機オペレーター

1981年

99百万円 1981年設立以来、容器のデパートを目指し、化粧品、医薬品、健康食品など、多分野にわたる容器やパッケージを手掛ける企

業。業界のパイオニアであり、抜群の知名度を誇る。あらゆる容器の作成において、企画・提案力、技術・経験実績力等を駆使

し、日本のみならず海外においても、積極的に取り組んでいる。JOBトラベル

13

卸・商社
●キヤノン、京セラ、エプソン、ゼロックス等の複合機販売・保守

●PC販売及びネットワーク構築・保守

●コクヨ、イナバ等のオフィス家具販売

①営業

②事務

③カスタマエンジニア

131名

70名

株式会社木元省美堂
1955年

10百万円 1955年設立の老舗印刷会社。学校参考書、医療専門書、販促ツール等、高品質なカラー印刷物の企画・デザイン、制作、製

造を行っている。企画提案、デザイン、DTP、画像処理をも得意とし、印刷物の企画から配送までワンストップでの対応が可能で、

様々な企画提案ができる「総合プロデュース会社」を目指す。営業はルート営業が中心。

ステラグループ株式会社
1973年

95百万円 1973年にキヤノン製複写機のメンテナンスを行う企業としてスタートし、以来高い技術力で東京、神奈川の企業に約5,000台の

複合機の販売、メンテナンスを行っている。キヤノン社主催のCSコンテストでも4年連続日本一。近年はオフィス家具販売事業の実

績も着実に伸びている。今回は営業、一般事務、技術職を募集。JOBトラベル

JOBトラベル

16

情報通信
●システム設計、開発

●ネットワーク・サーバ構築、保守

●SEサポート、ヘルプデスク

①SE・プログラマー、ネットワークエンジニア

②SEサポート・ヘルプデスク(事務)
100名

株式会社ビクソン
1985年

20百万円

15

製造
●オフィス関連商品(OAフロアシステム等)開発・製造・販売・施工

●福祉関連機器(水周り用車いす・手すり等)開発・製造

●断熱高機能製品(設備用・物置用パネル等)開発・製造

①営業(施工管理含む)100名

オーエム機器株式会社　東京営業所
1973年

64.8百万円 1973年設立。お客様からの「こんなのできないかな?」をもとに、試作から商品化、量産まで一貫した"ものづくり"をする"お客様の想

いを形にする"建築資材メーカー。OAフロアは多くの著名な大型ビルに採用されている。必要資格取得・講習参加は費用を全額支

給するなど、福利厚生充実。文系の人も大歓迎。

1985年設立の企業。今回はSE・プログラマー、ネットワークエンジニア、SEサポートヘルプデスク(IT事務)と募集職種も多く、新入

社員研修、フォローアップ研修、技術研修など、研修制度も充実している。NTTや富士通といった大手の開発案件を手掛け、現在

はシステムインテグレーション・インフラネットワーク分野を中心に拡大中。JOBトラベル

17

製造

●配線カバーの製造販売

●農林資材の製造販売

①技術職(商品開発・生産技術)

②営業職(ルートセールス)
170名

マサル工業株式会社
1957年

95百万円 昭和29年創業のケーブル配線カバーの老舗メーカー。業界内において高いシェアを誇る。現在は通信・電設分野を中心に、様々

なケーブル保護材と、安全のためのプラスチック製工事材料を提供し続けている。オリジナル商品の開発と自社工場での一貫生産が

特徴。東京電力など大手インフラ企業や農林水産省といった官公庁での実績もある。

18

サービス
●家事代行サービス

●ハウスクリーニングサービス

●キッズ＆ベビーシッターサービス

①営業職385名

株式会社ベアーズ

20

製造 ●世界で利用されている「ドライブレコーダー」を世界で初めて生み出した会社です。

●ジャイロセンサやGPS等を使い計測し、「動きを把握」することを最も得意とします。

●自社ブランドである『セイフティレコーダ』を製品化し、自動車版フライトレコーダと

 して「いつ」「どこで」「どういう」挙動をしたかを解析し、安全運転や事故予防、

業務改善に活用いただいております。

①ソフトウェアエンジニア

②ファームウェアエンジニア

③ハードウェアエンジニア

④営業

⑤お客様センター

1999年

89.5百万円 1999年に日本で初めて家事代行に特化した会社を立ち上げたこの業界でのリーディングカンパニー。『家事代行サービス産業』は

今では一兆円規模の市場と予想される新産業となっている。高齢化社会や女性の社会進出などの社会の変化を背景にして、その

ニーズは増えており、設立以来順調に売上を伸ばしている企業。

19

建設
●新エネルギーシステムの設計・施工（太陽光・風力発電）

●各種プラント・システムの設計施工

●各種プラント・システムの運転・保守管理

①エンジニア

②事務
45名

55名

株式会社データ・テック
1983年

85.55百万円 “世界初”のドライブレコーダーを生み出した会社。自社開発の製品に力を入れブランド力を持つ。自動車版のフライトレコーダー「セ

イフティレコーダ」を製品化し、安全運転や事故予測、業務改善に活用されている。2016年「第8回中小企業優秀新技術・新製

品賞」一般部門で奨励賞受賞など、技術力に定評がある。センター採用実績あり。

エネルギープロダクト株式会社
1991年

98百万円 自然エネルギーシステム・各種プラント・環境関連システムに係わる設計、施工、運転、保守管理を行う企業。自然エネルギーを中

心とした持続可能な社会「スマートコミュニティー」の実現を目指し、省エネ、地球温暖化対策に貢献している。今回はエンジニアと

事務職の募集。研修も充実しており、センター採用実績もある。JOBトラベル


