
 第2回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～　出展企業一覧 8/26(金)　13:00～17:00
東京しごとセンター飯田橋 地下講堂

■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 業種/ 社員数/設立年/

資本金/対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

製造

ニッテツスミキンハード 290名

1960年

4億1,000万円

既卒可

http://www.nshard.co.jp/

情報通信

シスコン 49名

1973年

3,500万円

既卒可

http://www.it-syscon.com/

広告

ユメックス 465名

1979年

2,000万円

既卒可

http://corp.yumex.ne.jp/

印刷

カワセコンピュータサプライ 130名

1955年

12億2,665万円

既卒可

https://www.kc-s.co.jp/

小売

セカイドウ 310名

1947年

9,000万円

既卒可

http://www.sekaido.co.jp/

医療・福祉

ベネッセスタイルケア 14,717名

2003年

1億円

既卒可

https://www.benesse-style-care.co.jp/ JOBトラベル

サービス

トートーメンテナンス 827名

1980年

1億円

既卒可

http://www.tom-net.jp/

情報通信

テントセント 50名

2008年

2,500万円

既卒可

http://www.tentosento.com/

製造

ヒルトップ 88名

1980年

3,600万円

既卒可

http://hilltop21.co.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

セイノウシェンカー 450名

2002年

1億4,000万円

既卒可

http://www.dbschenker-seino.jp/log-jp-jp/ JOBトラベル

■2016年8月12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。　

10

●国際輸送関連業務
●倉庫管理業務

☆国際輸送関連事務職
☆倉庫管理業務

西濃シェンカー株式会社 日本において50年の実績と経験をもつ国際物流企業。世界トップ規模の輸送･ロジスティクス企業であるDBシェンカーグループと日本
のトラック運送業大手のセイノーHDを株主とし、あらゆる輸送・倉庫管理等のサービスを提供。日本の物流業界における主要プレー
ヤーとして成長を続けている。

9

●鉄鋼・金属製品・非鉄金属の製造
●精密機器の製造
●ソフトウェア・情報処理の開発

☆営業

HILLTOP株式会社
試作部品や多品種単品を製造するモノづくり企業。様々な金属を加工し、製造から表面処理、設計、組立、ロボット開発まで行って
いる、類型があまりないサポーティング・インダストリー。プロダクトデザインや販売まで手掛けるマルチな特徴がある。

8

●大手企業・官公庁を中心としたクライアントの社内ヘルプデスク
   およびサーバの運用・保守業務の受託
●各種コンサルティング業務

☆事務職(プロジェクトマネージャーサポート)
☆営業事務
☆ITヘルプデスク
☆営業

テントセント株式会社
平成20年設立と若い企業ですが、ITヘルプデスク、サーバーの運用・保守等のアウトソーシングビジネスを主力に、顧客は大手企業
や官公庁と安定感があります。これから拡大していく企業で、若いうちから自分を試したい方にお勧めです。

7

●TOTO商品のアフターサービス
●アフターサービスを起点とした価値提案
●パーツセンターによる消耗部品の販売

☆カスタマーエンジニア

TOTOメンテナンス株式会社 TOTOの100％子会社。TOTO商品のアフターサービスを担当。研修も充実しており、 1年目は総合研修(社会人としての基礎を学
ぶ)やカスタマーエンジニア研修、フォローアップ研修。2年目、基礎行動研修。3年目、3年目フォローアップ研修。新築と、既築の建物
の新たな価値作りを目指すリモデルの2つを柱にしている。

6

●入居介護サービス
●在宅介護サービス
●地域に向けた新しいサービス

☆サービススタッフ(介護職）

株式会社ベネッセスタイルケア 介護サービスのプロを目指すことはもちろん、サービスリーダー・ホーム長といったマネージャー職、本部スタッフ、営業、新規事業担当な
ど様々なキャリアを描くことが可能。研修制度は手厚く、入社時・OJT研修・1ヶ月・3ヶ月・8ヶ月・3年目と、専門的な知識・技術を身
に着けるための研修・資格取得支援など様々。

5
●額縁・画材・デザイン用品・文具等の販売 ☆店頭における接客販売

株式会社世界堂 画材、デザイン用品、額縁業界に於いて、専門小売店として最大手。産休・育休・介休や有給休暇も大変取得しやすく、残業なし
で定時で帰宅できる体制を構築中。また残業時は1分単位で支給。サービス残業はない。販売職から店長、部門責任者、販売促
進、商品仕入など活躍の場は多い。

4

●ビジネスフォーム製造販売
　(主に給与明細、請求書などの社内帳票類)
●情報処理サービス
　(主にデータ出力やＤＭなどの通知物の企画から発送)

☆法人営業

カワセコンピュータサプライ株式会社 創立60年、東京証券取引所2部上場。コンピュータの普及と情報化社会の到来をアウトプット用帳票類のメーカーとして支えてきた。
金融・保険・証券および官公庁のユーザーから強い支持。印刷コミュニケーションを通して、総合的なBPO(Business Process
Outsourcing)サービスを提供。

3
●新聞折込求人広告の企画・発行・制作 ☆企画総合職・提案型営業職

ユメックス株式会社 リクルートグループで、関東・大阪を拠点として『ユメックス』という折込チラシ求人サービスを展開。設立以来37年間、進化をし続け、
今目指しているのはシュフコミNo.1。「シュフ(主婦)」×「オリコミ(折込)」たくさんの働きたい主婦の方を応援しています。さらに新たな事
業展開も視野に入れています。

2
●システムの設計・開発・運用・保守並びにシステムコンサルタント ☆SE・プログラマー

株式会社シスコン 創業43年、平均勤続年数10年以上と社員の定着もいい環境です。また、新卒採用80%以上と、未経験から教育することに慣れ
ている企業です。研修期間も3ヶ月と充実。社員間交流も充実です。創業50年に向けて、何よりITに興味があり、一緒に頑張ってく
れる向上心のある新たな人材を募集しています。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●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 ☆総合職(総務・財務または営業)

日鉄住金ハード株式会社 品質(技術・技能)・納期・コスト競争力を絶えず強化し、世界の鉄鋼業をメインターゲットに顧客の設備ライフサイクルコストミニマムを
実現する技術リッチな製造業として、グローバルな成長を図っている。新入社員の早期戦力化・定着化を目標に研修・教育はコー
チャー制度を導入。
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ブースNo. 社名/ URL 業種/ 社員数/設立年/

資本金/対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

卸・商社

セフテック 283名

1957年

8億8,600万円

既卒可

http://www.saftec.co.jp/ JOBトラベル

情報通信

ブールジャパン 120名

1992年

3,000万円

既卒可

http://boole.co.jp/

製造

データテック 70名

1983年

8,555万円

既卒可

http://www.datatec.co.jp/ JOBトラベル

サービス

ジーオージー 75名

1995年

1億円

既卒可

https://www.gog.co.jp/

卸・商社

キョクトウショウカイ 307名

1950年

4億2,014万円

既卒可

http://www.kyokutos.co.jp/ JOBトラベル

製造

ショウエイ 322名

1982年

6億629万円

既卒可

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

情報通信

ナビオコンピュータ 1,102名

1969年

8,000万円

既卒可

https://www.navio.co.jp/ JOBトラベル

建設

エネルギープロダクト 83名

1991年

9,888万円

既卒可

http://www.enepro.jp/ JOBトラベル

飲食

シンポテツヤアトリエ 100名

1989年

5,000万円

既卒可

http://www.shimpo.biz/

卸・商社

ヤマトドレス 90名

1951年

3,000万円

既卒可

http://www.yamato-dress.co.jp/

■2016年8月12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。　
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●婦人服企画製造卸売 ☆営業

ヤマトドレス株式会社 「お客様に感動と幸せを与えられる服作りをすること」を企業の目的としている。すべてにおいてクリエーション(創造)とイノベーション(革
新)を考えており、常に大きく変わるファッションに対して、国内生産の高品質・希少性を活かし、多様なお客様の好みに応えるオリジナ
リティの高いファッションを提案。

19

●「ワッフル・ケーキの店 R.L」及び「R.L WAFFLE CAFE」の運営
●洋菓子の企画・製造、店舗・Webサイトでの販売
●建築企画・設計・監理、宅地建物取引業務

☆総合職
☆製造職

株式会社新保哲也アトリエ 「こだわりのワッフル」を世界に発信することを目指す。 全国の百貨店・ショッピングモール・駅施設を中心に約60店舗を展開。また、
カフェ事業の展開など、新たなビジネスにもチャレンジ！意欲と可能性のある人にはチャンス有。新入社員のアイデアが商品化された事
も！失敗しても何度もチャンスが与えられるので思い切り挑戦できる。

18

●環境関連プラント(化学装置)・
　自然エネルギー(太陽光・風力発電他)装置の
　開発設計・施工・運転・保守管理

☆エンジニア
☆事務

エネルギープロダクト株式会社 自然エネルギーシステムの開発と普及、公害を出さない廃棄物の処理と有効利用、そして汚染された環境の修復事業等を通じて、
リサイクル型社会の構築に貢献。風向に左右されず低騒音で効率的な発電を可能にした発電システムを本格的に事業化。また太陽
光発電においては自社においても発電設備を保有し、売電する側の立場に立ってお客様に提案。

17

●業務用システムの設計・開発、保守
●システム運用・監視、サーバ・ネットワーク設計・構築
●テクニカルサポート、ヘルプデスク支援、コールセンター支援

☆SE・プログラマー
☆システム運用エンジニア
☆ビジネスサポート

ナビオコンピュータ株式会社
IT・情報通信系の中では老舗で、教育に力を入れている企業です。専任の講師が常駐されています。また、社員を大切にし、1000
年続く企業を目標に人間力を育成する教育にも注力。キャリアとしてはマネージャーを目指せるなどステップアップが可能です。

16
●タッチパネル及び関連製品の開発・製造・販売 ☆総合職(営業)

☆技術職

株式会社翔栄 世界トップシェア。自動車純正品のカーナビタッチパネルとして採用されています。海外取引が7割。ジョブローテーションの機会もあり、
成長できる環境です。また、力がある方は若いうちから海外出張の可能性もあります。自分の力を若いうちから試したい方にはお勧め
です。

15
●空調冷凍機器及びその周辺資材の販売 ☆総合職

株式会社極東商会 空調・冷凍関連資材をはじめ、環境保全・省エネルギーに貢献する機器、化学製品やエレクトロニクス関連資材などを取り扱う商社
です。空調冷凍設備業界のニーズに対応した直販ショップの全国展開を行い、また、中国・アジア市場との貿易強化のために上海に
現地法人も設立。「環境」「省エネ」「中国」と成長企業。

14

●パソコン･スマホ・タブレット等IT機器サポート
●オフィスサポート
●パソコン修理・データ復旧

☆営業　　　　　　　　  ☆営業事務
☆Webプログラマー　　☆コールセンタースタッフ
☆経理事務

G･O･G株式会社 パソコン・スマホ・タブレット訪問サポート、パソコン修理・データ復旧、オフィスサポートなどのサービスを提供。年間21万件のサポート実
績があり、個人向けから法人まで幅広く対応。研修は初心者向け技術研修、外部のビジネス研修。業務に必要な資格、スキルアッ
プのための資格などについては、教材・試験などの費用を全額会社で負担する。

13
●ドライブレコーダーの販売・開発・メンテナス・修理

☆販売
☆ハードウエアエンジニア
☆ソフトウエアエンジニア
☆お客様センタースタッフ

株式会社データ・テック ハイレベルな技術者集団として、どのように成長するのかという課題を常に掲げて行動している。技術力の向上に常に努力すること、
よりハイレベルな技術に対して常にチャレンジする集団の創出を目標としている。日本国内での実績をもとに、欧州ドイツ、ASEANベト
ナムに「セイフティレコーダ(ドライブレコーダ)」を展開を開始。

12

●第三者検証
●システム開発
●インストラクション

☆テスト・評価・検証　　☆サーバ・ネットワーク
☆SE・プログラマー　　　 ☆事務
☆ユーザーサポート・ヘルプデスク・コールセンター

株式会社ブール・ジャパン 他社とは違い、システム開発以外にも、システムや製品を製造した開発者ではない者(第三者)が、別の視点・立場からシステムや製
品の検証を行い、開発者や製造者が気付かない問題や動作の不具合を発見する第三者検証事業を手掛けるという特色のある企
業です。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11
●工事用保安用品の販売とレンタル

☆営業事務・経理事務
☆法人ルート営業
☆商品開発職

セフテック株式会社 設立から50年余り、工事現場の管理に不可欠な安全確保に資するため、保安機材及び保安システムを工事業者に提供して、
社会的な貢献を果たしてきている。工事用保安用品の専門商社として、大手ゼネコン・諸官庁等への販売やレンタルをおこなってお
り、東京オリンピックに向けての本業を主眼とした事業拡大を目指している。



■ブースNo.6　株式会社ベネッセスタイルケアに替わり、下記企業の出展が決定いたしました。

ブースNo. 社名/ URL
業種/ 社員数/設立年/

資本金/対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

医療・福祉

ニジノカイ 145名

2001年

6億5,000万円

既卒可

http://www1.parkcity.ne.jp/niji/ JOBトラベル

6

●知的障害者への生活支援

 (身辺自立、社会参加、余暇活動等への必要な支援）

●上記生活支援にかかわる記録業務

●担当職務に応じた障害理解及び人権による知識習得

☆生活支援スタッフ

社会福祉法人にじの会 知的障害者への支援・就労支援を行う福祉法人。東京しごとセンターではレア案件。平成13年と歴史は浅いが、職場内外研修が

充実。平均勤続年数5年以上と定着率も高い。好景気の影響を受け、障害者の雇用率も上昇中。平成23年度10月には障害者

自立支援法が改正され、障害のある人々の支援が強化された。社会貢献度が高い仕事。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説
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