
企業名 業種 募集職種 実施日 集合 開催区 最寄駅 スケジュール 企業からのコメント 参加特典 定員数

倉敷印刷株式会社

印刷
①印刷営業

②中国語DTPオペレータ

9月3日(月)

10:00～12:30

現地集

合・解散
墨田区 錦糸町駅

①オフィス内見学

②座談会

（管理職、若手社員）

③質問タイム

制作工程を間近で見ることで、どのような流れで業務をし

ていくのかイメージしやすくなると思います。

この機会に資料やインターネットでは得られない生の情報

をぜひ掴んでいってください。

なし 0名

株式会社プロット

情報通信
①プログラマー・ システムエンジニア

②ネットワーク・ インフラエンジニア

9月3日(月)

14:00～16:30

現地集

合・解散
港区 田町駅

①会社補足説明

②オフィス内見学

③デモンストレーション

④若手社員との座談会

未経験で入社した若手プログラマーによるデモンストレー

ションを実施！若手先輩プログラマーとの座談会ではなん

でも気軽に聞いてください！

なし 3名

石川特殊特急製本 株式会社

印刷 ①印刷物の受注営業
9月3日(月)

14:00～16:30

現地集

合・解散
中央区 人形町駅

①オフィス内見学(社内、工場）

②座談会（若手社員）

③質問タイム

印刷物や製本といった制作物は、実際手に触ったり見た

りすることができますので、仕事が完了した後に達成感を

感じることもできます。是非仕事の現場をご覧ください。お

待ちしております！

なし 8名

株式会社ワイ・ジェー・ワイコー

ポレーション

情報通信 ①インフラエンジニア
9月4日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
港区 田町駅

①会社補足説明

②オフィス内見学

③若手社員との座談会

当社は社員同士のコミュニケーションを大切にし、風通し

が良く活気ある職場です。

ITに少しでも興味がある方へ、是非とも一度見学会にご

参加いただき、なんでも聞いてください。

なし 0名

株式会社コンテック

建設 ①建設技術者（総合職）
9月4日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
港区 田町駅

①オフィス内見学

②企業詳細説明

③ビデオ・スライド上映

④質問タイム

「10年礎（いしずえ）でプロになる」という教育指針を掲げ、社員

教育に注力しています。建設業の中でも弊社特有の取り組みとし

て、「建築工事・建築設計・建築技術者派遣」の融合という三位

一体の事業体を有しています。見学会では、オープンな雰囲気の

グループ会社全体のフロアをご案内いたします。

なし 0名

株式会社フューチャ技研

情報通信 ①プログラマ／システムエンジニア
9月4日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
千代田区 小川町駅

①オフィス内見学

②座談会（取締役、部長、

   若手女性社員）

③質問タイム

文系理系問わず活躍できる職場です。ITが初めての方

も手厚い研修でSEとして育成致します。
なし 8名

株式会社セコニックホールディン

グス

製造

①設計開発技術者（電気電子/

 　機械・ソフトウェア）

②SE・プログラマー

③人事総務・経理

9月4日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
世田谷区

池尻大橋

駅

①ショールーム見学(製品のデモン

   ストレーション)、会社説明

②座談会

③ビデオ・スライド上映

弊社で扱う世界・日本でトップシェアの製品を実際にご覧

いただきます。また、当日は先輩社員が参加し、仕事内

容や会社についての質問にお答えする予定です。

なし 9名
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第4回 合同企業説明会 8/30(木）
JOB トラベル ～企業見学会～①

JOBトラベル参加に関してのご案内は最終ページをご覧ください！
参加申込をされていない方は、当日お集まりいただいても見学を行うことはできません。

見学内容は、変更になる場合もございます。予めご了承ください。1社につき参加人数が決まっているため、お申込みは先着順となります。

受 付 終 了

8月31日（金）10時より受付開始

受 付 終 了

受 付 終 了



企業名 業種 募集職種 実施日 集合 開催区 最寄駅 スケジュール 企業からのコメント 参加特典 定員数

株式会社中江

飲食 ①総合職（調理・接客）
9月5日(水)

10:00～12:30

現地集

合・解散
台東区 三ノ輪駅

①店舗内見学

②4代目社長との座談会

③DVD視聴、試食

④質問タイム

関東大震災後に建築され、国の有形文化財に登録されている本

店舗と、歴史ある装飾品や来店された著名人のサインなどをご案

内いたします。是非当店をご覧になり、雰囲気を味わっていただき

たいと思います。

筆記試験

免除
3名

フューチャー・アンティークス株式

会社

情報通信 ①SE・プログラマー
9月5日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
渋谷区 渋谷駅

①オフィス内見学

②座談会

（講師・社内エンジニア）

③ビデオ・スライド上映

事業内容だけにとどまらず、IT業界についてや仕事内容についても

お伝えいたします。また、実際に研修を担当している講師や社内で

活躍しているエンジニアとの座談会を行います。フランクに行います

のでお気軽にお越しください。

書類選考

免除

＋面談１

回

9名

エントラスト株式会社

卸・商社
①営業（ルートセールス）

②品質管理・品質保証

9月5日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
品川区 五反田駅

①会社補足説明

②オフィス内見学

  (ショールーム見学)

③若手社員との座談会

ねじ部品の現物を見ながら営業担当や品質保証の担当

者から話が聞けます。

色々と質問してください。JOBトラベルに是非お申し込みく

ださい。

なし 16名

株式会社KSF

情報通信
①システムエンジニア

②プログラマー

9月6日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
品川区 大井町駅

①会社補足説明

②役員からの挨拶

③若手社員との座談会

社内サークルや社員旅行・盛りだくさんのイベント等チーム

ワークが自慢です！

JOBトラベルで弊社の雰囲気を確かめてください。本音で

話をしましょう！！

なし 9名

株式会社ナイキ

製造 ①総合事務職
9月6日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
中央区

小伝馬町

駅

①オフィス内見学（ショールーム）

②座談会(管理職、中堅社員)

③ビデオ・スライド上映

④質問タイム

「オフィス」と聞いた時に思い浮かぶ「デスク」や「チェア」等を

販売しています。お客様の快適なオフィスの為にどんなこと

をしているか、見学して確かめてください！

なし 6名

社会福祉法人原町成年寮

医療・福祉 ①生活支援総合職
9月7日(金)

10:00～12:30

現地集

合・解散
葛飾区

京成立石

駅

①実際に障がいのある方が利用されてい

　るグループホームや日中活動をされてい

　る事業所を中心にご見学いただけます。

②質問タイム

知的障がいのある方の日常生活をサポートする社会福祉

のしごとです。JOBトラベルでは、実際の利用施設や、働

いているスタッフの様子も生でご覧いただけます！

なし 9名

エヌエスイー株式会社

情報通信

①システム運用エンジニア

②システム開発エンジニア

③ITサポートデスク

9月7日(金)

14:00～16:30

現地集

合・解散
千代田区 大手町駅

①オフィス内見学

②ビデオ・スライド上映

③座談会（役員、若手社員）

大手銀行のシステム運用を主軸とし、企業理念「誠実」

「精励」「熱意」「自律」をもとに着実な成長を遂げていま

す。是非見学にお越しください。

なし 9名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業一覧をご確認ください。
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第4回 合同企業説明会 8/30(木）
JOB トラベル ～企業見学会～②

JOBトラベル参加に関してのご案内は次ページをご覧ください！
参加申込をされていない方は、当日お集まりいただいても見学を行うことはできません。

見学内容は、変更になる場合もございます。予めご了承ください。1社につき参加人数が決まっているため、お申込みは先着順となります。

8月31日（金）10時より受付開始
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第4回 合同企業説明会 8/30(木）JOB トラベル ～企業見学会～

●企業説明会 会場設置 『JOBトラベル』受付にて、直接お申込みください。

※事前のお申込みは承りません。

●定員が設けてある為、お申込みは先着順となります。

●実施内容は講話や見学、質問会などを中心に、各受け入れ企業で異なります。

●本事業に斡旋サービスや選考の目的はありません。

●合同企業説明会内の受付で定員に達しない場合は追加募集を行うこと

があります。追加企業は8月31日(金)10時以降にスペシャルサイトの

JOBトラベルページにて発表します。

下記電話番号または3階ヤングコーナー受付にてお申込みください。

電話でお申込みの際はメモをご準備のうえ、お問合せください。

申込方法

①事前オリエンテーション 【約30分】
②企業拠点内見学 【約1時間～1時間半】
③見学後の振り返り 【約30分】
※原則：東京23区内。上記には、移動時間は含まれておりません。

●服装 スーツ （企業によりクールビズ可）
●持ち物 筆記用具、メモ帳等

■詳細タイムスケジュールはコースによって異なります。
■当日は担当コーディネーターが同行します。
■参加費は無料。ただし、企業までの交通費は各自負担となります。
■同日に行われる午前・午後コースには、両方とも申込み・参加可能です。
※その場合は、午後コースの事前オリエンテーションは免除となります。

当日案内

受付・集合場所

【現地集合・解散】
●受付時間に 各自で企業様ビル1階エントランス へ集合してください。
※企業様によっては、集合時間が異なる場合や、最寄駅集合になる場合が
ございます。詳細はお申込み時に別途お伝えします。

問合せ・JOBトラベルHP

03-5211-6981（※平日9時～18時）

★お問合せ・追加募集のお申込みはこちら、またはヤングコーナー受付まで！

★スペシャルサイト JOBトラベルページはこちら

http://tokyoshigoto-young.jp/event/5900

→


