
 第3回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午前の部
9/12(火)10:00～12:50

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。

ブースNo. 社名/ URL

アンテスグループ

新卒 既卒

http://www.nikkenseil.co.jp/

カワコショウテン

新卒 既卒

http://www.oimoyasan.com/

モリモトテッコウサンギョウ

新卒 既卒

http://mori-tetsu.co.jp/wordpress

ヤナギサワ

新卒 既卒

https://www.kk-yanagisawa.co.jp/

カンセイコウギョウ

新卒 既卒

https://www.kansei-pipe.co.jp/

ニホンコウギョウシャ

新卒 既卒

http://www.jiinet.co.jp/

ユニオンカガク

新卒 既卒

http://www.union-chemical.co.jp

ソフィアメディ

新卒 既卒

http://www.sophiamedi.co.jp/

ホソミコウギョウ

新卒 既卒

http://www.hosomi-kogyo.co.jp/

ガスパル

新卒 既卒

http://www.gas-pal.com/

■2017年8月25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

製造
●アンチエイジングの研究用試薬の開発、製造、販売

●家電や浄水器、暖房機の設計開発、販売

●プロテイン、サプリメント、お菓子の製造、販売

①営業職(ゼンケン・健康体力研究所・ライオン菓子)

②技術職(ゼンケン)

③開発職(健康体力研究所・ライオン菓子)

197名

アンテスグループ
(株式会社ゼンケン、株式会社健康体力研究所、ライオン菓子株式会社)

1985年

160百万円

健康貢献が理念のアンテスグループ。【ゼンケン】「くらし、すこやかに」をテーマに浄水器や空気清浄機等の商品を提供。【健康体力

研究所】スポーツサプリメントを通じてスポーツ分野に貢献。【ライオン菓子】健康でおいしいキャンディーを提供。

2

小売

●サツマイモの卸売

●サツマイモ菓子の製造・加工・小売

①芋菓子の製造・販売

②工場での芋菓子の製造・加工
82名

株式会社川小商店

4

卸・商社

●日本の製造を支える測定機器の卸売

●商品に関する校正・修理
①総合職(営業)

1876年

15百万円
長年培ったノウハウのもと、各地の生産者や集荷業者と畑を巡り、厳選した良質の原料を使用。何度も試作を重ね大学芋やス

イートポテト、芋ようかんなどを製造し、サツマイモ菓子を提供している。また、グローバル化が進む中、海外展開を積極的に進めてい

きたいと考えている。
JOBトラベル

3

製造
●金属スクラップ加工処理業

●産業廃棄物処分業・収集運搬業

●解体業

①総合職

②一般事務職

③技術職

22名

122名

株式会社ヤナギサワ
1967年

30百万円
昭和42年創業以来、精密測定機器の専門商社として、50万を超える種類の測定機器を1,000社の仕入先より購入し、2,000

社の販売店と取引き。東京品川区の佐川流通センター(東京SRC)内に物流センターを構え、15,000アイテムの在庫商品と、都

内配送網及び全国配送業者を駆使して、タイムリーに商品を届けている。
JOBトラベル

森本鐵鋼産業株式会社
1969年

12百万円
昭和35年創業。鉄スクラップのリサイクル業を営む。排出事業者及び収集運搬業者による持込み、自社大型・中型車両による引

取り・収集運搬、裁断機等による処理により、地域に密着した事業を展開。2013年に環境事業部を新設し、大都市圏に所在す

る上下水処理プラント工事の現場から発生する鋼材リサイクル、廃棄物の処理にも貢献。
JOBトラベル

6

サービス
●印刷、コピー、製本加工等

●オフィス移転、構築

●オフィスサービスアウトソーシング

①サービススタッフ(総合職)29名

株式会社日本工業社
1949年

10百万円

5

サービス

●管路施設の調査・清掃・補修

①現場施工職(公共工事・排水作業)

②システム開発・技術開発

③公共営業・排水営業

393名

管清工業株式会社
1962年

250百万円
常に顧客の満足を得るサービスの提供を念頭におき、作業の安全と環境に与える負荷の低減を基本に長期的目線で安定経営の

できる、300年継続する企業を目指している。下水道配水管事業を一貫して手掛け、定評のある技術によって優良顧客主体の受

注構成は安定しており、平成28年6月期は増収増益となっている。

青焼きを始めとする複写のサービスを約60年以上にわたって主たる事業としているが、顧客のビジネスを様々なソリューションでサポー

トするサービスを展開、具体的には、①印刷、コピー②オフィス移転、構築③オフィスサービスアウトソーシング④100年経営企業家

倶楽部運営といった内容となっている。

7

卸・商社
●業務用洗剤の開発・製造・販売

●厨房機器の販売・保守

●店舗内外の清掃。害虫獣駆除

①ルートセールスドライバー16名

ユニオン化学株式会社
1971年

10百万円
49年余りの業歴を有する業務用中性洗剤製造販売業で、自社ブランド「ユニオンエス」を販売。安定した売上を上げている。取引

先は、京樽、モンテローザ、全国大学生協、ドトールコーヒーなど大手外食産業が中心だが、小売業にも販売を展開。欧州総合厨

房メーカーの正規代理店業務も開始して、『外食産業総合支援業』を進め拡大。

8

医療・福祉
●訪問看護ステーションの運営

●リハビリ重視型デイサービスの運営

●居宅介護支援事業所の運営

①本部総合職420名

ソフィアメディ株式会社

10

サービス

●LPガス供給事業

●ガス設備工事の請負

①総合職(経営企画・経営管理)

②総合職(保安営業)

③総合職(事務)

2002年

128百万円
訪問看護を中心とした在宅医療サービスに特化した企業。現在、東京・神奈川を中心に事業所を約40カ所展開しており、訪問

看護ステーション数では都内最大規模となっている。グループで訪問診療のクリニックも持っており、ソフィア版地域包括ケアシステム

の構築を目指して日々成長をとげている。
JOBトラベル

9

製造 ●全国各地の博物館・美術館のミュージアムケース

●各公共施設、ショールーム、博覧会、百貨店、

   サイン工事等の金物製作

●上記2つの設計・製作・施工管理(全てオーダーメイド)

①営業・設計・施工管理者

②技術エンジニア
20名

526名

株式会社ガスパル

(大東建託グループ)

2002年

120百万円
親会社の大東建託が建設した賃貸住宅にLPガスの供給事業を行っている。新規顧客獲得のため経営資源を割り当てることがな

い分、保安確保に資源を十分に投入。2008年「高度保安システム認定事業者」認定、2013～16年度、保安で最高評価の

「経済産業省保安審議官表彰」受賞。今後も保安最優先というガスパルブランドを向上していく。
JOBトラベル

細見工業株式会社
1969年

10百万円
国立科学博物館、江戸東京博物館などの博物館や商業施設の展示ディスプレイを手がける。1969年の設立から約50年の歴史

を守りつつ、高い技術力が支持され、年々、受注数が増加。未来を照らす技KATSUSHIKA町工場物語(葛飾ブランド認定)、葛

飾区優良工場認定、「輝く技術　光る企業」～世界に誇るものづくり～にて紹介。
JOBトラベル

http://www.nikkenseil.co.jp/
http://www.oimoyasan.com/
http://mori-tetsu.co.jp/wordpress
https://www.kk-yanagisawa.co.jp/
https://www.kansei-pipe.co.jp/
http://www.jiinet.co.jp/
http://www.union-chemical.co.jp/
http://www.sophiamedi.co.jp/
http://www.hosomi-kogyo.co.jp/
http://www.gas-pal.com/


 第3回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午前の部
9/12(火)10:00～12:50

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。

ブースNo. 社名/ URL

ミラクルソリューション

新卒 既卒

http://www.miracle-solution.com/

クラウンムセン

新卒 既卒

http://www.crown-musen.co.jp/

カンリバンク

新卒 既卒

http://www.ooyasan.co.jp/

アスカ

新卒 既卒

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

ニホンツウシンシ

新卒 既卒

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

ケーエスピーイースト

新卒 既卒

http://www.ksp-kokusai.co.jp/east/

ハッショウケンセツ

新卒 既卒

http://www.hassho-kensetsu.co.jp/

コーナンショウジ

新卒 既卒

http://www.hc-kohnan.com/

ワタナベパイプ

新卒 既卒

http://www.sedia-system.co.jp/

セル

新卒 既卒

http://www.sel-net.co.jp

■2017年8月25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

情報通信 ●コンピュータシステムの導入・運用に関するコンサルティング・

   開発・構築・保守及びリース

●コンピュータ技術者の教育・育成及び派遣

●コンピュータ専門紙及び書籍の出版

①サーバーネットワークエンジニア

②人材コーディネーターキャリアコンサルティング営業
40名

株式会社ミラクルソリューション
2002年

18百万円
最新の技術を駆使し大規模案件を中心にサーバ・ネットワークの設計・構築・保守・運用業務を行っている。2008年に業界でいち

早くマイクロソフト認定ゴールドパートナーに認定された。中長期ビジョンとして、SI、クラウドサービス、教育・出版事業を成長させ、

世界最高の技術者集団・サーバ技術のリーディングカンパニーを目指す。

12

卸・商社

●電子部品販売

●ＯＡ製品販売
①電子部品販売(ルートセールス)53名

株式会社クラウン無線

14

情報通信 ●Java、PHP、C#等の開発言語を用いたシステム開発

●サーバ・ネットワーク機器のコンサルティング、設計、構築、

   キッティング、運用保守

●企業のマイナンバー対策として、「マイナンバー金庫」の販売／導入

①ネットワークエンジニア・サーバエンジニア

②プログラマ・システムエンジニア

1958年

40百万円
エレクトロニクス総合商社として、電子部品、アッセンブリー、OA製品等の販売、商品企画・開発、情報サービスに至るまで、一貫し

たサポートでお客様のビジネス戦略を実現。 電子部品業界は、幅広い分野で今後も必要とされる業界。営業スタイルは、既に取

引のある得意先へのルートセールス。転勤も無く、毎週水曜日はNO残業ディを実施。

13

不動産
●賃貸マンション・アパート管理運営・建設

●不動産投資顧問業

●ホテル運営

①総合職(事務職)11名

48名

株式会社アスカ
1985年

40百万円
1985年設立。30年以上にわたり、システムソリューションプロバイダとしてワンストップソリューションサービスを提供。総勢約50名。少

数精鋭で仕事をしているため、若手のうちから多種多様な案件に携わり、多くの業務経験を積むことが可能。様々な研修を開催

し、IT系資格取得には奨励金支給。エンジニアとして成長できる環境がある。

株式会社管理バンク
2011年

8.5百万円

設立当初から順調に業績を伸ばし、2017年末には自社ビルが完成予定。現在1都6県にて管理戸数約2,500戸、その数は毎

月増加している。年1回リフレッシュ休暇として連続最長8日間の休暇制度があり、海外旅行にも行きやすい環境。

JOBトラベル

16

サービス
●空港保安警備

●施設常駐警備

●イベント警備

①空港保安警備

②施設常駐警備
120名

株式会社KSP・EAST
1975年

50百万円

15

印刷
●BPO事業(業務代行サービス)

●印刷加工事業

●ロール紙加工事業

①営業

②事務職(総務)

③事務職(業務)

④システムエンジニア

210名

日本通信紙株式会社
1957年

228百万円
印刷加工、ロール紙加工、情報処理トータルアウトソーシング、コンサルティングソリューションを主な事業としている。世の中の流れと

してペーパーレス化がゆっくりと移行していく中、ITを用いた新たな事業モデルの提案を進めており、現状に満足することなく、常に時

代を見据えた事業展開を図っている。

施設常駐警備を主軸とし、官公庁・学校・病院・オフィスビル・商業施設といった施設のほか各種イベント等多種多様な警備シーン

に対応している。最大の特徴として、全国でも数社しか参画していない空港施設の保安事業を行っており、羽田空港、成田空港、

新千歳空港にスタッフを配しサービスを提供している。

17

建設
●建築工事の請負並びに設計、施工、監理

●賃貸住宅の管理

●リフォーム工事

①営業

②施工管理スタッフ(木造戸建)
36名

八正建設株式会社
1989年

100百万円
練馬区拠点のホームビルダーとして、土地の仕入から分譲住宅の販売、アフターサービスまでのトータルサービスを行っている30歳代

中心の活気ある会社。社員、協力業者が知恵と経験を出し合いながら、安心・安全・環境に配慮した建物を顧客に提供してい

る。

18

小売
●ホームセンター事業

●PRO事業

●Eビジネス事業

①総合職

②総合職(グローバルチャレンジコース)

③地域限定職

2,682名

コーナン商事株式会社

20

情報通信
●システムの導入や構築に関して調査・分析・提案

●システムの企画・開発・テスト・保守・運用

●サーバ環境・ネットワーク環境の設計・構築

①SE・プログラマー

②ネットワークエンジニア

1978年

17,658百万円
近畿圏を中心としたホームセンターを多店舗展開している。DIY用品を中心とした品揃えのホームセンター、小商圏を対象に自社

PB商品を核としたコンビニ型ホームセンターのホームストック、プロのお客様向けの資材・工具を取り扱うコーナンPROの3つの業態を

運営している。

19

卸・商社

●管材・住宅設備・建材・電材の販売(商社事業)

●農業用資機材(温室)の開発・設計・施工・販売(メーカー事業)
①営業職4350名

85名

株式会社セル
1990年

120百万円
1990年創業。官庁や財団関係の仕事が多い為、景気に左右されず安定した経営を行っている。新人は約2ヶ月の技術研修、そ

の後のOJT研修で1年程度経験を積む。また、入社3年目までは情報処理認定資格の受験料を会社が全額負担。※合格者に

は資格手当あり。／3,000円～60,000円(取得資格によって金額が異なる)

渡辺パイプ株式会社
1957年

10,099百万円
【水と住まいの事業(商社)】と【グリーン事業(メーカー)】の2つの事業を展開【水と住まいの事業】は20万点以上の圧倒的な商品

供給力と300拠点以上のネットワーク力を活かして、家一軒、建物一棟の建設に必要な資材・設備をワンストップで提供。【グリー

ン事業】は農業用のパイプハウスを筆頭に、各種農業用資機材を開発・設計、施工、販売を行う。

http://www.miracle-solution.com/
http://www.crown-musen.co.jp/
http://www.ooyasan.co.jp/
http://www.e-ntk.co.jp/
http://www.ksp-kokusai.co.jp/east/
http://www.hassho-kensetsu.co.jp/
http://www.hc-kohnan.com/
http://www.sedia-system.co.jp/

