
情報通信 JOBトラベル 新･既 一般 情報通信 JOBトラベル 新･既

情報通信 新･既 情報通信 新･既 一般

情報通信 新･既 一般 製造 新･既

製造 新･既 卸・商社 新･既

製造 新･既 一般 サービス JOBトラベル 新･既 一般

卸・商社 JOBトラベル 新･既 一般 印刷 新･既

サービス 新･既 小売 JOBトラベル 新･既 一般

小売 JOBトラベル 新･既 一般 小売 新･既 一般

建設 JOBトラベル 新･既 医療・福祉 JOBトラベル 新･既 一般

運輸・倉庫 新･既 運輸・倉庫 新･既

■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。

1/15(金)   第1部11:00～13:30、第2部15:00～17:30

■参加企業の詳細については、東京しごとセンター3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにてご説明致します。
第4回 合同企業説明会

設立： 2002年 資本金： 15百万円 社員： 11名 設立： 2019年 資本金： 1百万円 社員： 3名

第1部 第2部

株式会社ヴィバーク 株式会社フォーセシステム

①プログラマー・システムエンジニア

●システム開発

●情報システムコンサルティング

●システム開発ツールの開発・販売

①システムエンジニア（勤務地は秋葉原）

●ITインフラのシステム構築、運用、保守の支援作業

●サーバ、ネットワーク、データベース・ストレージ、

　クライアントPCセットアップ

設立： 1987年 資本金： 50百万円 社員： 54名 設立： 2010年 資本金： 117百万円 社員： 196名

エム・ビー・エーインターナショナル株式会社 Avintonジャパン株式会社

①総合職
●ゲーム系ソフトウェア開発

●ビジネス系ソフトウェア開発

①SE・プログラマー　　　 ②プロジェクトマネージャー

③プロジェクトサポート　　④ソリューション営業

●ITコンサルティング

●AI/機械学習ソリューション

●情報通信

設立： 2003年 資本金： 50百万円 社員： 180名 設立： 1946年 資本金： 367百万円 社員： 140名

株式会社サントラスト 株式会社桜井グラフィックシステムズ

①システムエンジニア・プログラマー

②ネットワークエンジニア

③サポート事務

●ソフトウェア開発・ネットワーク構築

●IT導入・改善　コンサルティング

●コンピューターの運用・管理

①情報システムエンジニア（社内SE）

②海外営業職（東京本社勤務）

●スクリ−ン印刷機の製造販売

●オフセット印刷機の製造販売

●関連機器の製造販売

設立： 1964年 資本金： 20百万円 社員： 66名 設立： 1948年 資本金： 52.8百万円 社員： 53名

ニチアスウレタン株式会社 株式会社三啓

①営業

●発泡ウレタン製品の製造

（LNG地下タンク・LNG船・ロケット用）

●一般工業用シール材（ガスケット）及び伸縮管の製造

①ルート営業

②フィールドエンジニア

●光学機器の販売

●精密測定機器の販売

●試料作製機器の販売

設立： 1979年 資本金： 603百万円 社員： 178名 設立： 1988年 資本金： 96.5百万円 社員： 483名

株式会社ヒガシマル 株式会社日本オフィスオートメーション

①営業職

●皿うどん、即席麺、乾麺、めんつゆ、

   カップスープ等の製造販売

●水産養殖用配合飼料の製造販売

●そうめん流し宮田石の運営

①セットアップエンジニア   ②ネットワークエンジニア

③レンタル営業（新卒･既卒3年のみ）

④営業事務スタッフ

●OA機器配送、設置、セットアップ代行

●OA機器レンタル、保守

●電気通信工事等、OA環境整備諸工事施工

設立： 2001年 資本金： 10百万円 社員： 28名 設立： 1980年 資本金： 25百万円 社員： 95名

株式会社トーチインターナショナル 株式会社ミニカラー

①法人営業

●非鉄金属輸出

●製紙原料輸出

●越境ECによる一般雑貨輸出

①印刷営業

②社内SE

●ポスター・カタログ等の商業印刷物全般の企画、

   デザイン、製作

設立： 2014年 資本金： 6.52百万円 社員： 2名 設立： 1939年 資本金： 100百万円 社員： 296名

株式会社まちづくり立川 株式会社メモリアルアートの大野屋

①まちのコーディネーター

（事務局スタッフ）

●店舗運営

●シェアオフィス、シェア工房の運営管理

●アンテナショップの運営

①総合職（事務）

②営業職

●霊園の造成企画および分譲受託、墓所造営等の

　請負、諸石材の加工販売および石材工事の請負

●葬祭業及び斎場の経営等

●仏壇・仏具類の販売

設立： 1988年 資本金： 5百万円 社員： 9名 設立： 2005年 資本金： 46.2百万円 社員： 83名

有限会社秋元商店 株式会社和僑

①総合職

●地酒販売

●ビール製造

●飲食店

①店舗運営・販売、または一般事務

●チケット売買

●外貨両替

●自動販売機運営

設立： 1999年 資本金： 424百万円 社員： 149名 設立： 1965年 資本金： - 社員： 300名

株式会社イクス 社会福祉法人大和会

①フィールドエンジニア

②システムエンジニア

●大型施設空調自動制御システム施工保守

●有機EL・液晶パネルのムラ（輝度ムラ、色ムラ）

　補正開発※特許技術

●IT関連システム開発・保守・運用

①介護職

（学生は短大･大学卒のみ）

●第一種社会福祉事業

（特別養護老人ホーム・軽費老人ホームなど）

●第二種社会福祉事業（保育園・学童など）

●公益事業（居宅・包括など）

設立： 1965年 資本金： 100百万円 社員： 630名 設立： 1996年 資本金： 10百万円 社員： 141名

葵企業株式会社 株式会社マルハニチロ物流サービス関東

①総合職

（フォークリフトオペレーター・人事・労務）

●食品物流業

●貨物取扱業
①総合職 ●冷蔵倉庫荷役請負業

出 展 取 消

出 展 取 消


