
 第1回  合同企業説明会～新卒・既卒3年以内対象～午後の部
6/24(金)14:30～17:30

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/ 設立年/ 社員数/

資本金/対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

広告

グローバルネット 60名

2003年

3,000万円

既卒可

http://www.global-n.co.jp/ JOBトラベル

情報通信

サイプレスソリューションズ 514名

1974年

1億円

既卒可

http://www.cypress-sol.co.jp/

製造

ホソミコウギョウ 20名

1969年

1,000万円

既卒可

http://www.hosomi-kogyo.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

ニッサンブヒンチュウオウハンバイ 320名

1973年

5億4,500万円

既卒可

http://www.nissan-buhin-chuo.co.jp/

サービス

トウザイ 560名

1957年

1,000万円

既卒可

http://www.touzai.jp/ JOBトラベル

製造

フジキコウ 50名

1973年

5,000万円

既卒可

http://www.fuji-kiko.co.jp/

情報通信

ニホンビジネスデータープロセシングセンター 1900名

1968年

3,000万円

既卒可

https://ssl.nihon-data.jp/

医療・福祉

ケンイクカイカイゴロウジンホケンシセツライフサポートヒナタ 65名

2015年

2,640万円

既卒可

http://life-hinata.or.jp/

卸・商社

タカシマ 192名

1929年

6,800万円

既卒可

http://www.tksm.co.jp/

製造

マサルコウギョウ 171名

1957年

9,500万円

既卒可

http://www.masarukk.co.jp/

■2016年6月10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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●電設・通信資材の製造販売

●農林資材の製造販売

☆営業職

☆技術職(商品開発・生産技術)

マサル工業株式会社 配線カバーを中心に合成樹脂、金属製品の製造及び販売している企業。社会インフラに欠かせない通信、電設、電力、農林業

界に資材を提供。商品の開発から生産、全国での販売を自社で行い、総合力で信頼を得ている。これからも変化の激しい今の時

代のニーズにマッチした商品を生み出し、社会に貢献していく。

9

●ネジと関連商品(金属特殊加工品)及びオリジナル商品の

　開発・製造・販売
☆総合職

株式会社タカシマ
関東を中心に営業展開をしている、ねじ類など金属加工部品を取り扱う専門商社。創業から85年を超え、業界内でも屈指の歴

史と伝統、そして、それらに裏打ちされたトップクラスの実績を誇る。取引基盤が確立されており、安定した業績を上げている。

8

●入所ケア・リハビリテーション

●通所リハビリテーション

●短期入所療養介護

☆介護職(入所・通所)

医療法人社団健育会

介護老人保健施設ライフサポートひなた 2015年5月にオープンした介護老人保健施設。年間休日が124日あり、仕事と家庭の両立がしっかりとできる職場を目指す。入

職後は当施設での内部研修に加え、健育会グループで行われている合同の教育・症例発表会や、外部研修などへの参加も積極

的に推進。奨学金制度、資格取得支援なども整備され、各々のペースでスキルアップを目指せる。

7

●システム事業

●公共福祉事業

☆システム部門におけるSE、PGの総合職

☆公共福祉部門における自治体内での総合職

株式会社

日本ビジネスデータープロセシングセンター ITソリューション事業、医療関係事業、公共福祉事業を3本柱に展開。進化の早いITソリューションの世界で質の高い仕事をして

いくためには、たゆまない知識や技術の習得が必要。当社ではレベルの高い資格に挑戦する社員が多数。手に職をつけたいなど成

長意欲が高い方にお勧め。

6

●鈑金用アイデア金型等製造・販売

●小型プレス・NCパンチングプレス等鈑金用機械の製造・販売
☆金型及び機械のルート営業

株式会社富士機工 安全で効率よく、誰にでも簡単に扱えるアイデア金型を多数生み出しており、国内販路1万社を持つ安定企業。また、現場に社長

自ら赴かれてコミュニケーションをとられるなど、風通しのいい企業。希望すれば外部研修に参加したり、資格取得のサポートもあり、

成長できる環境がある。

5

●人材派遣事業

●人材紹介事業

●業務請負業、委託事業

☆総合職

東西株式会社 昭和32年設立の歴史ある会社で「人がすべて」という経営理念のもと、首都圏を中心にアウトソーシング事業・派遣事業を展開し

ている総合人材サービス会社。人材育成をモットーに着実な成長を遂げており、常用型を中心とした雇用で長期的なアウトソーシン

グが可能。売上堅調で平成27年期も増収見込。

4

●自動車用部品卸売

●自動車用機械工具・計量器の販売

☆ルートセールス(訪問パーツアドバイザー)

☆店頭販売職(店頭パーツアドバイザー)

日産部品中央販売株式会社 日産グループ。日産自動車系では日本最大級の自動車用部品卸売販売会社。■ルートセールス(訪問パーツアドバイザー)：部

品商や自動車整備工場、ガソリンスタンドへのルートセールスが主な仕事。■店頭販売職(店頭パーツアドバイザー)：来店される

お客さまや電話による問い合わせ、注文受付などが主な仕事。

3

●全国各地の博物館・美術館等、展示ケースの設計・製造・施工

●各公共施設、ショールーム、博覧会、展示会、百貨店、

　サイン工事等の金物製作

☆展示用ディスプレイの設計・制作・施工管理

☆オーダーメイド金物の製作（溶接・板金）

細見工業株式会社 博物館・美術館等、各種展示ケース、各公共施設、ショールーム、博覧会、展示会、百貨店、サイン工事等の金物製作を行って

いる企業。依頼されたディスプレイのイメージをカタチにし、納品まで幅広く携わることが出来る。顧客の要望を聞き、決して妥協する

ことなくカタチにしていく大変さはあるが、製品が日々具現化していく姿が見え、やりがいがある。

2

●システム提案からのトータル的なIT事業

●プロダクト販売事業

●サポート事業

☆人事総務

☆法人営業（システム営業）

☆初級システムエンジニア

☆初級インフラエンジニア

☆初級組込みエンジニア

株式会社サイプレス・ソリューションズ
TCSグループの一員。無借金経営で40年以上と、IT業界の中では歴史がある企業。幅広い分野のシステム開発を得意としてい

る。多種多様な業界に携わることができるので、スキルアップが出来る。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●インターネット広告総合代理業

☆企画営業

☆営業事務

☆提案営業

株式会社グローバルネット PC・スマホ等のインターネット広告を中心に、交通広告や屋外広告などを連動させ、「リアルとネットの融合」による多彩なセールスプ

ロモーションやブランディングを得意としている。全員が未経験からのスタート。若手が多く、先輩が一から教育。辛い時期も上司や同

僚がサポートする文化がある。

http://www.global-n.co.jp/
http://www.cypress-sol.co.jp/
http://www.hosomi-kogyo.co.jp/
http://www.nissan-buhin-chuo.co.jp/
http://www.touzai.jp/
http://www.fuji-kiko.co.jp/
https://ssl.nihon-data.jp/
http://life-hinata.or.jp/
http://www.tksm.co.jp/
http://www.masarukk.co.jp/
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情報通信

トウヨウテクニカルシステム 22名

1983年

1,500万円

既卒可

http://www.tts-inc.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

コバヤシ 70名

1961年

3,000万円

既卒可

http://kbys.co.jp/

飲食

コロワイドエムディー 8045名

2004年

1,000万円

既卒可

http://www.colowide.co.jp/

小売

オオカワスイサン 320名

1963年

2,500万円

既卒可

http://www.ohkawasuisan.jp/

製造

ワイエイシイデンコー 87名

1961年

3億9,800万円

既卒可

http://www.yac-denko.co.jp/

小売

トップランク 170名

2002年

3,000万円

既卒可

http://toprank.co.jp/

建設

リフォームキュー 53名

2004年

2,000万円

既卒可

http://www.reformq.co.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

キョウゴクウンユショウジ 253名

1947年

1億6,000万円

既卒可

http://www.kyogoku.co.jp/

建設

ダイサン 512名

1975年

5億6,676万円

既卒可

http://www.daisan-g.co.jp/

サービス

セコムジャスティック 2900名

1986年

2億1,000万円

既卒可

http://www.secom-jastic.co.jp/

■2016年6月10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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●常駐セキュリティサービス

●身辺警備(SP)

●イベント警備

☆セキュリティスタッフ

セコムジャスティック株式会社 国や大手企業等への実績多数。多数の充実した施設、研修や資格取得制度も充実し、職場環境は良好。仕事とプライベートを

バランスよく維持し、長く安定した勤務で、セキュリティの仕事は、きつくて不規則で大変！というイメージとは少し違う。福利厚生の

充実も自慢で、安定志向の方にはピッタリの職場。

19

●クサビ式足場「ビケ足場」の施工サービス

●建築金物・仮設機材の製造・販売

●外装・住設機器の販売・施工サービス

☆総合職(施工管理、営業)

☆技能職(足場組立、解体)

株式会社ダイサン 住宅の新築・リフォームに欠かせない建築用足場「ビケ足場」を中心に建設仮設資材の開発・製造及び施工を行い、国内大手ハ

ウスメーカーや工務店にサービスを提供。業界初の株式上場(東証2部)やISO9001(品質保証の国際規格)など業界をリード。

経験等不問。20～30代の若手が活躍。アットホームな雰囲気の安定して働ける職場。

18

●貨物自動車運送事業

●通関業

●ドラム缶・小缶等容器類販売・修理業

☆総合職

京極運輸商事株式会社 JXホールディングス傘下で、グループの製品輸送が主力。ジャスダックに上場し、創業120年を誇る企業。主要取引先であるJXエネ

ルギー、日立物流、三菱ガス化学、三菱商事、三菱製紙、出光興産等の大手企業からの信頼も厚く、日本の化学工業を支えて

いるという実感の持てるやりがいのある会社。社風は家族的な雰囲気。

17

●マンション・戸建・ビルのリフォ−ム

●中古マンション仕入～リフォ−ム～販売

●新築マンション入居者向けオプション企画販売

☆建築設計

☆営業企画

☆インテリアコーディネーター

☆リフォームプランナー

株式会社リフォームキュー 地域密着を進めるため、城南区（品川区、大田区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区）中心に営業展開。マンション・戸建・ビ

ルのリフォ－ムを手がける。一級、二級建築士さらにはインテリアコーディネーター、施工管理技師などの資格保持者のほか、高い技

術を持つベテラン大工から、技の継承に励む若手大工まで、すべて社員として在籍している。

16

●新車・中古車の国内販売

●自動車の整備・修理・板金塗装

●輸入車の販売・買取

☆買取・オークション

☆ショールームでの車両販売

☆整備・板金塗装

☆総務・労務・経理

☆貿易事務

株式会社トップランク ヨーロッパ車を中心に、新中古車の販売・買取・整備・車検、板金・塗装、レンタカー貸出・中古車輸出・海外事業、損害保険業

など、自動車に関連するあらゆる事業を行う自動車総合商社。会社の成長と一緒に、スタッフが働きやすい環境づくりにも注力して

いる。

15

●フラットパネルディスプレイ用熱処理装置の設計、製造、販売

●電子部品用加熱処理装置の設計、製造、販売

●遠赤外線ヒーター及び応用機器の設計、製造、販売

☆研究開発

☆機械設計

☆電気設計

☆営業職

株式会社ワイエイシイデンコー 東証1部上場企業ワイエイシイ㈱のグループ会社。テレビやスマートフォン、タブレットなどに使用されている液晶パネルの製作において

必要不可欠な「熱処理」という工程に使用する装置を、大手メーカーの工場などに提供している企業。未経験歓迎。専門的な知

識は技術顧問をはじめ、先輩・上司が丁寧に指導。

14

●塩干物小売業、一部製造卸売業 ☆総合職

大川水産株式会社 商品の企画から仕入れ、販売まで手掛けている数少ない企業の1社。入社後は業務の流れを理解するため店舗での勤務となる

が、その先は幅広い業務に取り組むことが出来る。また、中小企業だからこそ、意欲があれば若手でも多様な仕事にチャレンジ出来

る。自分の仕事の結果が目に見える形として繋がる、仕事の醍醐味を感じられる職場。

13

●製造、調達、物流、飲食店チェーン経営

●「食」に関わる総合プロデュース事業
☆総合職

株式会社コロワイドMD 東証一部上場㈱コロワイドの直営店舗運営会社。グループの中核を担う企業として、関東、関西の各地域に400店舗以上を展

開。トータルフードビジネス、“産地からデシャップ(厨房で料理が出る場所)まで” を一貫管理することで、リーズナブルな居酒屋から

焼肉・しゃぶしゃぶ専門店、バー、イタリアン、粋な蕎麦屋…といった多業態を運営。

12

●インテリア内装資材の卸・販売・施工
☆営業

☆営業事務

株式会社コバヤシ インテリア内装資材の総合卸売商社。住宅設備機器、建材商品など豊富な商品数を誇り、現場施工業務まで提供するトータル

プロデュースが強み。創業以来赤字経営は一度もなく、健全な経営体質。社員の平均年齢は30代前半と大変若く勢いのある会

社。営業はルートセールスが中心。年次に合わせて新規開拓にも取組んでいる。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

●ソフトウェア受託開発 ☆SE・プログラマー

東洋テクニカルシステム株式会社
客先常駐のIT企業が多い中、製造メーカとの直接取引による受託開発の企業。先輩とグループで開発するため、段階的に成長す

ることが出来る。また、創業30年とIT企業の中では歴史ある企業。業界に興味があるけど、客先常駐は不安という方にお勧め。

http://www.tts-inc.co.jp/
http://kbys.co.jp/
http://www.colowide.co.jp/
http://www.ohkawasuisan.jp/
http://www.yac-denko.co.jp/
http://toprank.co.jp/
http://www.reformq.co.jp/
http://www.kyogoku.co.jp/
http://www.daisan-g.co.jp/
http://www.secom-jastic.co.jp/

