
 第5回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～
12/9(金)13:00～17:00

東京しごとセンター飯田橋 地下2階講堂

■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

ニッポンマンパワー

新卒 既卒

http://www.nipponmanpower.co.jp/

ミライエ

新卒 既卒

http://miraie-group.jp/

マチダインサツ

新卒 既卒

http://www.machida.co.jp/

フシマン

新卒 既卒

http://www.fushiman.co.jp/

ケイジンカイ

新卒 既卒

https://www.med-wel.jp/

トウカイサンギョウ

新卒 既卒

http://www.toukai-sangyo.co.jp/

ホイッスルミヨシ

新卒 既卒

http://www.whistle-miyoshi.co.jp/

グローバルユニット

新卒 既卒

http://www.dhm.co.jp/

キョクコウ

新卒 既卒

http://www.seko.co.jp/

キュウジンジャーナル

新卒 既卒

http://www.journal.co.jp/

■2016年11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/対象/ 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

教育

●教育･研修事業

●行政事業
☆総合職240名

株式会社日本マンパワー
1967年

1億円
1967年の創業以来、人材開発の総合機関として様々な教育・研修サービスを提供している企業。働く人への充実したキャリア開

発を通じ、人と組織の“より良い未来づくり”を支援、キャリア開発支援No.1企業を目指している。アットホームな職場環境、ワークラ

イフバランスの推進、企業の人事・教育研修担当者からの高い知名度などが特徴。

2

情報通信

●ITコンサルティング事業

●システム開発事業
☆システムエンジニア45名

株式会社Miraie

4

製造

●バルブ製品の開発・設計・製造及びメンテナンス
☆内勤営業職

☆外勤営業職

2007年

1,000万円
客先常駐が全体の7割だが、それはスキルを身につけるため。よくあるITエンジニア派遣とは違い、受託開発や自社開発も行っている

ので、将来は現場で学んだことが活かせる。研修はスクール形式で行うので、自学自習が不安な方でも安心。また社員同士の交流

支援費や書籍購入支援費支給など、福利厚生がかなり充実している。
JOBトラベル

3

印刷
●印刷、製版、出版の企画及び制作

●広告、宣伝に関する企画及び制作

●美術印刷及びこれに関する製本、加工

☆総合職

☆印刷オペレーター
160名

129名

フシマン株式会社
1950年

1,000万円
明治35年創業、流体制御を追求して110年。日本のバルブメーカーのパイオニア。外部エネルギーを使用しない自動弁では国内

トップレベル。各種バルブの開発、設計、製造及びメンテナンスまで一貫して行う。営業範囲は関東地方。工場、ビル等に数多くの

バルブが使用され、お客様の仕様に最適のバルブを選定し、迅速な提案営業を行う。
JOBトラベル

町田印刷株式会社
1947年

1億円
1947年に創業。短納期化や低コスト化に対応し、さらには印刷におけるワンストップサービスの提供を可能にするため、制作から納

品までを請け負える一貫生産体制を構築。また、コミュニケーション手法の多様化が進む中、従来の印刷物の範囲にとらわれず、

POPやWEB関連への対応にも注力している。

JOBトラベル

6

卸・商社
●工業用高圧ガス製造・販売

●溶接材料の卸売・小売

●高圧ガス容器の検査・整備

☆総合職

☆製造職
78名

東海産業株式会社
1961年

3億2,200万円

5

医療・福祉

●介護老人福祉施設の運営

●認可保育所の運営

☆介護職員

☆保育士
1,080名

社会福祉法人敬仁会・東京地区
1958年

---
昭和33年に鳥取県で設立された社会福祉法人。東京都では平成19年より事業展開を行っている。細やかな心配りと明るく温か

なサービスを提供する施設を目指し、職員一同の努力を標榜している。職員研修は理論のみならず、実践の中で自身の成長を感

じることができる研修を実施し、専門職としての知識や技術、倫理を習得していく。

1961年設立以来関東・首都圏を主体に産業分野で必要な高圧ガス・溶接材料・ガス関連機器等様々な事業を展開。2001

年11月より東証一部上場の岩谷産業の連結子会社となる。既存顧客を中心に、新規営業も行う。営業先は、自動車製造会

社(大手メーカーの子会社)、半導体メーカー、建築・土木関係、病院など幅広い。
JOBトラベル

7

飲食

●「中国ラーメン揚州商人」の店舗運営
☆店舗運営業務(店長候補)

☆セントラルキッチンの商品管理
75名

株式会社ホイッスル三好
1990年

5,000万円
「揚州商人」は、本場中国の味を中国にいるような空間で美味しさを楽しめる店舗。「日本発の中国スタイル」として清潔・安心・安

全をモットーに細やかな気配りを添えたホスピタリティー溢れる店作りを行い「お客様のありがとうを日本一集めるブランド作り」を目指

す。マニュアル・社内研修・教育プログラムが充実している。

8

小売

●アパレル小売業　自社ブランドの販売

●イベントの企画・運営
☆店舗運営スタッフ80名

株式会社グローバルユニット

10

広告

●求人広告の発行

●求人WEBサイト運営
☆企画提案営業

1993年

8,000万円
「Made in Japan」のアメカジアパレルブランド『フラットヘッド』をグループ会社で展開し、現在国内110店舗、海外20ヶ国の販売

店、20の直営店を展開するまでに成長して更なる拡大を続けている。 将来の幹部候補として、まずは店舗スタッフからスタート。新

人でも店づくりに意見し、アイデアを発揮することが可能。
JOBトラベル

9

卸・商社
●壁紙、カーテン、カーペットなどインテリア製品の卸売販売

●新築、リフォーム物件の内装仕上工事

●海外取引

☆総合職(ルートセールス・施工管理)

☆一般職(事務全般)
92名

325名

株式会社求人ジャーナル
1986年

2,500万円
昭和60年の創業以来、求人情報を主軸に住宅、中古車情報などのフリーペーパーや、折込、webサイトの運営、書籍発行など

自社媒体を中心として事業を行っている。顧客数は60,000社、毎週発行の「新聞折込・求人ジャーナル」は840万部と圧倒的な

配布数を誇る。自社で印刷工場も持っており臨機応変な対応ができることも強み。

旭興株式会社
1963年

2,000万円
53年前に壁紙メーカーとして創立し公共事業に参画して以来、国内の大手ハウスメーカー・建築事務所などを対象に、住宅用壁

紙を中心とした各種インテリア製品を提供。高度な技術と豊富なノウハウで美しい仕上がりの内装仕上工事を実施。製造力だけで

なく、販売力、施工力を取り込み、一貫した事業体制を構築しているところが強み。

http://www.nipponmanpower.co.jp/
http://miraie-group.jp/
http://www.machida.co.jp/
http://www.fushiman.co.jp/
https://www.med-wel.jp/
http://www.toukai-sangyo.co.jp/
http://www.whistle-miyoshi.co.jp/
http://www.dhm.co.jp/
http://www.seko.co.jp/
http://www.journal.co.jp/
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■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

マイステイズホテルマネジメント

新卒 既卒

http://corporate.mystays.com/

サンワデンカ

新卒 既卒

http://www.sanwa-denka.co.jp/

ミヤガワコウギョウ

新卒 既卒

http://www.miyagawa-co.com/

タイセイエンジニアリング

新卒 既卒

http://www.taisei-eng.co.jp/

アラックス

新卒 既卒

http://www.arax-g.jp/

クゼグループ

新卒 既卒

http://www.kuze.co.jp/

トウキョウセイノウウンユ

新卒 既卒

http://www.tokyo-seino.co.jp/

ネクストワン

新卒 既卒

http://next-japan.co.jp/

ハンファキューセルズジャパン

新卒 既卒

http://www.hanwha-japan.com/

サクラゴルフ

新卒 既卒

http://www.sakuragolf.co.jp/

■2016年11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/対象/ 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

サービス

●ホテル・中長期宿泊施設の管理運営 ☆総合職1,333名

株式会社

マイステイズ・ホテル・マネジメント

1999年

1億円
全国に77棟12,137室のホテル、旅館、中長期宿泊施設の管理運営するホテルマネジメント会社。福利厚生面では社員の働き

やすさを追求。年間休日121日や最大10日も可能な長期連続休暇制度あり。経験を積んで本社部門での活躍なども期待。ホ

テル運営を一から学べる。

12

製造

●非常灯用の直流電源装置の設計・製造

●防災無線等の通信用直流電源装置の設計・製造

☆設計

☆製造
43名

三和電化株式会社

14

情報通信

●ソフトウェアの受託開発

●データ入力

☆SE・プログラマー

☆データエントリーオペレーター

1959年

3,000万円

創業50余年、通信用電源装置製造(60％)，操作用電源装置製造(40％)と、産業界にとって欠かせない産業用電源装置の

オーダー生産から、設計・製造・検査のアウトソーシングまで幅広い事業を展開している。物づくりの好きな方必見の企業。
JOBトラベル

13

建設
●土木工事業

●交通安全施設業

●ソフトウェア開発

☆交通安全施設業施工管理48名

78名

タイセイエンジニアリング株式会社
1974年

2,000万円
データエントリーオペレーターの女性比率は50%以上。ベテラン層の充実したサポートにより、平均勤続年数が10年を超えており、こ

の1年で若者4名採用のうち退職者は無し。創業も43年と安定した企業。研修もビジネスマナーから技術研修3ヶ月まで充実して

いる。技術者として一つの企業で長く活躍されたい方にお勧め。
JOBトラベル

宮川興業株式会社
1957年

4,000万円
道路標識や区画線などのインフラ設備を手がける老舗企業。国交省や警視庁をメインに、技術力の高さから着実に依頼を獲得

し、30年以上に渡り無借金経営を実現している。自社商品(路面用塗料など)の開発にも力を入れており、東京オリンピックに向け

事業を拡大。入社3年での経験、知識習得へ向け、ブラザー制度や資格取得支援を行っている。

JOBトラベル

16

卸・商社
●業務用食品卸売業

●生鮮野菜等の仕入れ販売

●水産物等の仕入れ販売

☆【久世】営業職

☆【久世フレッシュワン】ルート営業／入庫・ピッキング作業

☆【旭水産】営業・配達

288名(ｸﾞﾙｰﾌﾟ計369名)

久世グループ
(株式会社久世／株式会社久世フレッシュ・ワン／旭水産株式会社)

1950年

3億225万円

15

サービス

●産業廃棄物を埋め立てる最終処分場の保有及び

　 維持管理・運営
☆総合職(営業/経理・総務)56名

アラックス株式会社
2004年

1億1,275万円
産業廃棄物を埋め立てる最終処分場の保有及び維持管理・運営。将来的には現在の総容量約200万立法メートルを、2020

年にほぼ2倍の400万立法メートルに増設。これにより国内最大級の施設規模となる。またインドネシアに子会社を設立、日本の廃

棄物処分技術の輸出を図る。

昭和9年創業、JASDAQ上場の業務用食材卸の老舗。取引先は全国多岐にわたりレストラン、居酒屋、ホテル、デリカ、ファース

トフードなど日本の食文化を支えている。商品ラインナップは充実。プロの厳しい要求と多様化する外食産業に応えるべく、付加価

値の高い PB 商品の開発にも注力。自社品質管理室の厳しい管理のもと製造・販売。

17

運輸・倉庫
●商業貨物トラック輸送

●倉庫運営

●物流システム開発

☆総合職180名

東京西濃運輸株式会社
1953年

1億5,176万円
創業以来60年に渡り、トラック輸送のプロフェッショナルとして多くの顧客に恵まれ現在に至っている。長年培った輸送技術に加え、ロ

ジスティクス事業にも力を入れ、顧客の物流をあらゆる面からバックアップ。「東京西濃のサービスだから利用したい」「東京西濃のス

タッフだから仕事を頼みたい」と思ってもらえるような会社を目指している。

18

情報通信
●ネットワークソリューションサービス及び附帯する業務

●セキュリティ事業

●教育事業

☆人材コーディネーター

☆ネットワークエンジニア

☆総務・営業事務

140名

株式会社ネクストワン

20

サービス
●会員制ゴルフ場の会員権売買および名義書換の代行

●大手企業の法人会員権売買及びコンサルタント

●ゴルフ場および関連事業のコンサルタント

☆事務職(営業アシスタント)

☆営業職

2001年

3,300万円
IT業界未経験から自社の研修を受けて、活躍している先輩が多数。仕事内容はインターネットサービスの供給を支えるものから、シ

ステムの開発、ホームページのセキュリティなど多岐にわたる。ビジネスマナーから技術研修、資格取得講座まで、経験豊富な講師が

研修を行う。個人のキャリアアップを第一に考えている企業。

19

製造

●太陽光発電システムの製造販売

●ケミカル・鉄鋼等の貿易
☆営業職174名

22名

株式会社桜ゴルフ
1971年

9,000万円
ゴルフ会員権の売買事業の草分け。今年で設立から46年。老舗ならではの豊富な実績と情報から業界随一の信頼がある。単に

物を売るのではなく、考え方を売るという独自の提案型コンサルティング営業を実践しており、全国ゴルフ場と緊密な関係を活かした

ゴルフ会員権に関わるあらゆるサービスを提供している。

ハンファQセルズジャパン株式会社
1984年

26億9,850万円
韓国大手財閥であるハンファグループの日本法人。国内で事業を展開し30年以上の外資系企業で、世界シェア第4位を誇る太

陽光パネルの大手メーカー。安価で・高品質・安心の保証という、国内メーカーに負けない商材を揃える。今回は一緒に国内シェア

No.1を目指す仲間の募集。

http://corporate.mystays.com/
http://www.sanwa-denka.co.jp/
http://www.miyagawa-co.com/
http://www.taisei-eng.co.jp/
http://www.arax-g.jp/
http://www.kuze.co.jp/
http://www.tokyo-seino.co.jp/
http://next-japan.co.jp/
http://www.hanwha-japan.com/
http://www.sakuragolf.co.jp/

