
　第3回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 7/27(金)   13:00～17:00    東京しごとセンター地下講堂

■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。

ブース

No.

事務系職種あり

ニホンデンサン 180名

1985年

50百万円

新卒 既卒

https://www.nd-inc.co.jp/

ティービーカワシマ 253名

2009年

1,132百万円

新卒 既卒

http://www.tb-kawashima.co.jp/

ニッポンデイリーネット 759名

1987年

72百万円

新卒 既卒

http://www.nippondailynet.co.jp/

シーケンス 58名

2001年

10百万円

新卒 既卒

http://www.e-sqc.co.jp/

ハイファイブ 5名

2016年

9百万円

新卒 既卒

http://highfive.tokyo/

ハセマングループ 190名

1956年

100百万円

新卒 既卒

http://www.haseman.co.jp/

事務系職種あり

グリーンクロス 600名

1971年

697百万円

新卒 既卒

http://green-cross.co.jp/

セコム 15,403名

1962年

66,300百万円

新卒 既卒

https://www.secom.co.jp/

シギヤマカグコウギョウ 100名

1972年

90百万円

新卒 既卒

www.shigiyama-kagu.co.jp/

テイクス 156名

2000年

10百万円

新卒 既卒

http://www.takes.ne.jp/

■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。

10

情報通信
●システム開発

●インフラ構築・運用保守
①システムエンジニア

株式会社テイクス 新卒定着率は100％。「テイクスラーニングシステム」という研修システムで個々のスキルに合わせてサポート。高品質なサービスを提供

するために、1.技術力、2.マネジメント力、3.創造力の3つの力の育成に注力。幅広いビジネスフィールドに対応する技術力、首都圏

エリアへの事業所展開、先進技術研究チームの設立などが特徴的。JOBトラベル

9

製造

●インテリアの製造・販売メーカー

①営業

②インテリアデザイナー、プロダクトデザイナー

③マテリアル研究

株式会社シギヤマ家具工業 家具産地として名高い福岡県大川市に自社工場を構え、「環境に優しい材質」をモットーに自然素材を用い、フィニッシュの塗装まで

安全性の高い仕上げを施した家具を提供。研究・開発、営業、品質管理は国内、生産拠点はベトナムと拠点を分けることで、高い

品質で使い勝手の良いものを、リーズナブルな価格で提供できる環境を整えている。

8

サービス

●機械警備 ①機械警備サービススタッフ

セコム株式会社 1962年創業の日本初の警備保障会社。1966年企業向けのオンラインセキュリティシステム、1981年家庭向けにホームセキュリティ

システムを発売し、契約件数は220万件までに成長。「社会システム産業」の構築をめざし、セキュリティに加え、防災、メディカル、保

険など様々な事業を展開。総合職なのでキャリアアップも図れる。

7

卸・商社 ●安全機材・保安用品の販売及びレンタル

●土木・建設資材の販売及びレンタル

●グラフィックサインの企画、製作及び販売

①ルート営業

②経理事務

③配送・倉庫管理

株式会社グリーンクロス 福岡証券取引所上場、西日本エリアトップシェアの建設現場や工場で使用する安全用品（機材）の企画販売とレンタル、商業施

設他向けの看板（サイン）や販促物（POP）の企画・制作・施工している企業。工事現場や道路工事現場の安全を守る上でも

欠かせない機材を扱っており、社会貢献性が高い。2期連続で過去最高益・最高売上を更新中。

6

卸・商社 ●木材卸販売

●木材加工販売

●建築

①総合職（営業、施工管理、CAD、設計、新規事業）

長谷萬グループ 100年前に材木問屋からスタートし、今では木造建築の設計施工までを手掛ける木材のプロフェッショナル集団。資材の調達から加

工、そして建築施工までの一貫体制が生み出す「木材のバリューチェーン」により、良質な商品とサービスをお客様にお届けしている。

本社でのビジネスマナー、工場での技能作業実習と、研修制度が充実している。

5

飲食
●飲食

●製造業

①SV（本部）

②ホールスタッフ（配送業務含む）※店長候補

株式会社ハイファイブ NYで流行の「パワーサラダ」を日本初導入。都内中心にサラダ専門店をチェーン展開し、オフィスやコンビニ等でのBtoBビジネス、ドレッ

シングやスープ販売などのEコマースなどを行い、ヘルスケアビジネスのひとつとして飲食業を経営。企業ビジョンは「アジアNo.1のサラダ

専門店となって健康的に年を重ねていける社会作りに貢献する」。JOBトラベル

4

情報通信 ●システム開発

●システム保守

●エンジニア派遣

①システムエンジニア・プログラマー

②テスト・サポートエンジニア

株式会社シーケンス ソフトウェア開発（プログラム）分野に特化しているので、プログラマーを目指す人には最適な環境を提供。未経験で入社した場合

は、先輩社員の下で、設計・製造・試験の作業、お客様への納品作業、保守作業に従事。主な取引先は富士フィルム、テルモ、東

京エレクトロン、富士ソフト、SCSKなど大手企業中心。 山梨県にも事業所あり。

3

運輸・倉庫
●食肉加工品及び調理食品並びに冷凍食品の保管、出荷、

配送

①総合職

（物流倉庫内管理、配送管理、商品管理、営業、等）

日本デイリーネット株式会社 日本ハムグループの企業で経営安定。安心安全なチルド・冷凍物流企業として全国16か所に物流センターを展開し、高い水準で温

度・鮮度管理が求められる食品分野で高実績。物流ネットワークは24時間365日稼働で、大手企業との取引において確固たるノウ

ハウと信頼を築く。総合職採用でJobローテあり。3年後を目安に本社勤務も可能。

2

製造
●輸送機器用内装材の開発、製造、加工、販売

（シート・ドア用ファブリック、その他内装材）
①営業職

TBカワシマ株式会社 滋賀県に本社をもつ輸送機器用内装材等の開発・製造・加工・販売を行う総合ファブリックメーカー。豊田紡織(TB)が源流企業

で、トヨタグループの大きなバックアップがある。高いブランド力と伝統的な美術工芸織物に裏付けされたデザイン力による美しさの追

求、自動車などの空間における健康、快適、利便性や軽量化に対応している。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

1

情報通信 ●ソフトウェア開発・保守

●アプリケーション開発・保守

●WEBデザイン制作

①事務職　　　　　②技術職

③営業職　　　　　④総合職

⑤デザイン職

日本電算株式会社 創業34年の老舗IT企業だが、野球部、ゴルフ部、将棋部などの部活が盛んで、Android勉強会、Java勉強会なども定期的に開

催しており、若い人が働きやすい環境を整えている。風通しの良さ、きれいなオフィス、充実した研修内容で、若手社員が数多く活

躍。今回の説明会では技術職のみならず、事務職、営業職、総合職の採用もある。JOBトラベル
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■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。

ブース

No.

ヤマザキブツリュウ 490名

2001年

300百万円

新卒 既卒

http://yama-butsu.com/

イクス 139名

1999年

399百万円

新卒 既卒

http://www.iix.co.jp/

サイネックス 764名

1966年

750百万円

新卒 既卒

http://www.scinex.co.jp/

ソーラーフロンティア 1,100名

2006年

5,000百万円

新卒 既卒

http://www.solar-frontier.com/jpn/

事務系職種あり

モリハンノリテン 14名

1958年

10百万円

新卒 既卒

http://www.morihan.jp/

リケンオプテック 107名

1950年

100百万円

新卒 既卒

https://rikenoptech.com/

事務系職種あり

コシダテック 314名

1930年

371百万円

新卒 既卒

http://www.koshida.co.jp/

シャカイフクシホウジンショウユウカイ 769名

1994年

9,755百万円

新卒 既卒

http://www.yasuragi1977.jp/

オオカワスイサン 65名

1963年

25百万円

新卒 既卒

https://ohkawasuisan.jp/

サタケセイサクショ 175名

1961年

50百万円

新卒 既卒

http://www.satake-s.co.jp/

■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。

20

製造 ●精密機器部品の製造および販売

●医療機器部品の製造および販売

●触覚センサの開発・製造および販売

①総合職（営業・購買・品管・総務）

株式会社佐竹製作所 昭和12年創業、お客様のニーズにあった特殊ボルト・機械部品など多品種・小ロット・短納期で提供する独自技術とサービスを提案

する次世代ソリューションカンパニー。FA市場の強化を行い、新事業として民生ロボットに進出。次にセンサ事業部を創り、自社オリジ

ナル金属部品を創り、次の市場に送り込むなど常に新しい分野に進む企業。

19

小売 ●塩干物販売小売業

●塩干物製造業

●塩干物卸売業

①総合職

大川水産株式会社 1963年設立の塩干業界の横綱企業。50年以上黒字経営の世界に誇る日本の伝統食「ひもの」専門店。毎朝バイヤーが市場で

買い付けを行うなど原料の鮮度管理へのこだわりが強い。中小企業だからこそ、意欲があれば若手でも多様な仕事にチャレンジでき、

仕事の結果が目に見える形としてつながってくるので、仕事の醍醐味を感じられる職場。

18

医療・福祉 ●高齢者福祉事業

　（特別養護老人ホーム、ケアマネージャー、デイサービス）

●障害者支援施設

　（施設入所、相談支援、就労継続支援）

①生活支援員（主に知的障害支援）

②高齢者介護士

社会福祉法人章佑会 「あらゆる人に生きる夢と勇気と希望を提供する」を基本理念のもと、高齢者や障害を持つ方へのサービスを提供。日常のOJTから

OFF-JTとして、定期的に外部研修で知識を習得できる。資格取得も支援していて、未経験から介護福祉士や社会福祉士、介護

支援専門員やサービス管理責任者・相談支援専門員などの資格を取得する職員も多い。JOBトラベル

17

卸・商社 ●自動車機器事業

●半導体・デバイス機器事業

●モバイル事業

①営業

②管理（経理、営業事務、社内SE）

③技術（半導体SE、FAE）

株式会社コシダテック 創業80年以上の老舗商社。基幹事業は自動車機器関連事業。その他、第3の柱へと成長を遂げた携帯電話関連事業を基柱

に、更なる飛躍を目指し、ビジネスソリューションやバイク用品チェーンの発展にも近年注力。メーカーから物を買って卸売するだけでは

なく、技術的なサポートや提案など付加価値をつけたサービスを提供している。JOBトラベル

16

製造
●プレス安全装置の製造販売

●労働安全衛生保護具の製造販売
①営業技術（サービスエンジニア）

株式会社理研オプテック 1950年の設立以来一貫して、現場で働く人々の「安心安全」の分野を深耕している。プレス安全装置は国内シェア約6割、保護め

がねは国内トップシェア。お客さまの課題に真摯に向き合い、着実に解決していく姿勢が原点であり、これからも変わらない強みとなって

いる。自己資本比率は約7割を維持し、改築したきれいな自社ビルを保有。

15

小売
●海苔加工製造販売

●地方物産販売

①販売・事務

②製造

株式会社守半海苔店 明治34年から続く今年で117年を迎える大森の老舗焼きのり専門店。有明海産にこだわり、厳しい職人の眼鏡にかなった「第一回

摘み」のみを丁寧に焼き上げ、中身を追求した本物の味を届けている。また、次の100年へ向け日本の伝統食の海苔の魅力をより

伝えていくために、新しいチャレンジや企画も続けている。有名芸能人も御用達。JOBトラベル

14

製造 ●CIS薄膜太陽電池の研究開発、生産、販売

●発電システムの販売

●発電事業の運営・保守サービス

①総合職（営業、技術、コーポレート）

ソーラーフロンティア株式会社 昭和シェル石油の100％出資会社。太陽電池の研究開発から始め、2010年に当企業として開始。昨年、太陽光からの電気変換

効率の高い「SmaCIS」を発売開始。パネル製造から設計・施工、発電事業までの「ワンストップソリューション」を信頼あるソーラー会

社として提供。基本的にはお台場フロンティアビル勤務で、環境抜群。JOBトラベル

13

広告 ●地域行政情報誌「わが街事典」(官民協働事業)

●50音別電話帳「テレパル50」

●ふるさと寄附金制度支援事業「わが街ふるさと納税」

①企画提案型営業職

株式会社サイネックス 東証一部上場の出版事業、WEB・ソリューション事業、ロジスティクス事業、不動産事業を展開している企業。地域社会への貢献の

ため、地方自治体のパートナーとして広報やプロモーション、地域経済活動をサポートしている。公共サービスをコスト抑制しながら、収

益を上げられるものにしていく「地域イノベーション」に取り組んでいる。

JOBトラベル

12

建設
●大型施設空調自動制御、計装・電気工事の施工管理

●ソフトウェアの受託・自社開発、ネットワーク、サーバー設計構築

●LSI設計・開発、デジタル機器の映像・画像処理用の集積回路開発

①フィールドエンジニア

　（ビルオートメーションサービス事業部）

②フィールドアシスタントエンジニア

　（ディスプレイソリューション事業部）株式会社イクス
ビルオートメーションサービス事業部

ディスプレイソリューション事業部

e-ソリューション事業、プラットフォーム事業、ディスプレイソリューション事業、ビルオートメーションサービス事業、4つの事業をてがけてい

る企業。なかでも主力事業となるのが「ビルオートメーションサービス事業」。有名オフィスビルや人気の商業施設など、人々の暮らしの

舞台裏を支えている。顧客も大手企業中心で安心。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

運輸・倉庫 ●山崎製パングループの物流事業

●パン・和洋菓子・弁当・惣菜等の仕分け・配分

　（数量・品質管理）

●製品の原材料および包装資材の配分ならびに検品

①総合職

株式会社ヤマザキ物流 山崎製パンの物流部門を担っている企業。大型免許や運行管理者資格、倉庫管理主任者など、資格取得援助が充実している。

従業員が安心して働くことができる会社を目指し、安全・安心・確実を第一に、ヤマザキグループの一端を最先端で支えている。Ｇ

マーク（安全性優良事業所）認定を全事業所で取得（新規営業所は手続き中）。


