
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

社会福祉法人

池上長寿園

医療・福祉

①総合職　福祉職(介護職員)

②総合職　福祉職(相談職員)

③一般職　福祉職(介護職員)

3月25日(月)

10:00～12:30

現地集

合・解散
大田区 鵜の木駅

①法人補足説明

②施設内見学

③若手職員との座談会

私たちは、新任職員に介護の知識を求めてはいま

せん。共に働き、共に学び、仕事を通して介護の

プロに成長してもらいたいと願っています。

まずは、施設見学をしてみませんか。

なし 5名

東洋通信工業株式会社

卸・商社
①法人営業

②エンジニア

3月25日(月)

14:00～16:30

現地集

合・解散
新宿区 東新宿駅

①オフィス内見学

②ビデオ・スライド上映

③会社概要説明

創業59年。お客様のオフィス環境や働き方の課題

解決のためのICTの提案に取り組んでいます。ICT

でお客様に貢献したい方のご応募をお待ちしており

ます。是非お気軽にご参加ください。

なし 12名

株式会社オフィスバスターズ

卸・商社
①総合職

②技術職

3月26日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
中央区 三越前駅

①オフィス内見学

 （2階リフレッシュルーム等）

②ビデオ・スライド上映

③座談会

 （代表取締役社長）

私たちは「サーキュラー総合商社」を目指し、日々

邁進中です！オフィスの「もったいない！」を一緒に

サポートしませんか？

筆記試験

免除
13名

ヴァイタル・インフォメーション

株式会社

情報通信
①システム運用

②プログラマー

3月26日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
新宿区

新宿

三丁目駅

①座談会（若手社員）

②業界説明

弊社はソフトウェアの会社なので、技術力は必要

です。しかし、技術力と同様に「人格」を何よりも重

視しています。PCが好き、それ以上に「人」が好き

な方をお待ちしてします。是非ご参加ください。

なし 15名

株式会社アズノゥアズ

小売

①販売職

②パターン職

③企画職

3月26日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
渋谷区

駒場

東大前駅

①オフィス・ショールーム見学

②ビデオ・スライド上映

③会社説明・質問タイム

アパレル企業の本社に来てみませんか？おしゃれな

ショールームもご案内。アズノゥアズという企業を身

近に感じられる会ですので是非ご応募ください。

なし 8名

株式会社

ワールドディスプレイ
その他の

業種
①営業

3月27日(水)

10:00～12:30

現地集

合・解散
千代田区 神保町駅

①オフィス内見学（問合せから決定までの

   一連の流れを説明）

②デモンストレーション

 （簡単な設置作業を予定）

③座談会

 （管理職／先輩社員／若手社員）

※直接やりとりを行う社員とトークします。

私たちは「レンタル」を通じて、全ての人々が笑顔に

なれる空間づくりの演出をサポートしています。一

緒に新しい発想を追究する仲間を募集していま

す。

なし 7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6回 合同企業説明会 3/20(水）
JOB トラベル ～企業見学会①～

JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若手社員と交流ができる企業見学イベントです。

実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと一緒に訪問しませんか？ JOBトラベルにみんなで参加しましょう！

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。



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

株式会社アイネット

情報通信

①プログラマー・システムエンジ

   ニア

②営業

3月27日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
千代田区

御茶ノ水

駅

①会社・業界説明

②オフィス内見学

③若手社員との座談会

当社は、独立系ベンダーとして金融業界に特化し

ている数少ない企業です。お客様とはほぼ直接の

取引を行い高い収益性を持ち安定して成長するこ

とができます。また、様々な社会貢献活動にも積

極的に参加しています。

なし 15名

スカイリーフ株式会社

情報通信
①SE・プログラマー 3月28日(木)

10:00～12:30

現地集

合・解散
渋谷区 恵比寿駅

①現役エンジニア・営業との交流

②座談会

 （社長・マネージャー）

③デモンストレーション

（プログラミング開発の実際/

   営業テクニックの研修)

将来の自分の姿が想像しやすいよう、実際に弊社

で活躍している社員とフランクにお話しをしてみませ

んか。やり甲斐・苦労話、何でも聞いてください。

一次選考

免除
8名

システムバンク株式会社

情報通信 ①SE・プログラマー
3月28日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
墨田区 両国駅

①オフィス内見学

②デモンストレーション

 （システムの動作状況や、

    Web開発画面などをデモ）

③座談会（若手社員）

実際に働く環境・雰囲気を味わい、開発の環境を

知ってもらう。若手社員と懇談し、働く現場を知る

機会ですので、是非お気軽に参加してみてくださ

い。

なし 8名

株式会社光

製造 ①営業職
3月29日(金)

10:00～12:30

現地集

合・解散
荒川区

西日暮里

駅

①オフィス内見学

 （事務所内と商品サンプル）

②デモンストレーション

 （アクリルケース作製）

③座談会（社長、若手社員）

当日は社長も出席予定です。DIY体験でアクリル

板にてケースを作って頂きます。
なし 10名

山金工業株式会社

製造 ①営業
3月29日(金)

14:00～16:30

現地集

合・解散
新宿区

西早稲田

駅

①オフィス内見学

②座談会（管理者、若手）

③ビデオ・スライド上映

建築資材（間仕切、扉）、工場・オフィス備品

（作業台、書庫）、郵政関連商品を取り扱う総

合メーカーです。未経験者でも社内研修から社員

教育を行っていきますのでお気軽に参加ください。

なし 10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6回 合同企業説明会 3/20(水）
JOB トラベル ～企業見学会②～

JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若手社員と交流ができる企業見学イベントです。

実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと一緒に訪問しませんか？ JOBトラベルにみんなで参加しましょう！

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。
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第6回 合同企業説明会 3/20(水）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。

●実施内容は見学や座談会などを中心に、各受入企業で異なります。

●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3月22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
●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/seminar/9019

→


