
　第5回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 11/16(金)   13:00～17:00 

■参加企業の詳細については、3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにて閲覧できます。

ブース

No.

コマツガワシンヨウキンコ 135名

1918年

出資金516百万円

新卒 既卒

http://www.komashin.co.jp/

フィート 141名

2008年

10百万円

新卒 既卒

http://www.feat-inc.com/

トウキョウガスライフバルキタ 193名

2009年

98百万円

新卒 既卒

http://www.tglv-kita.com/

エージーシーオートモーティブウィンドウシステムズ 135名

1964年

27百万円

新卒 既卒

https://www.agc-winsys.com/

ヤガイ 500名

1974年

100百万円

新卒 既卒

https://yagai.net/

ティーネットジャパン 1,200名

1976年

263百万円

新卒 既卒

http://www.tn-japan.co.jp/

キョウワブッサン 390名

1948年

20百万円

新卒 既卒

http://www.kyowa-grp.co.jp/

イーエスティ 126名

1978年

10百万円

新卒 既卒

https://www.shigakusha.com/

スウィートファクトリージャパン 40名

1995年

50百万円

新卒 既卒

http://sweetfactoryjapan.com/

マサルコウギョウ 170名

1957年

95百万円

新卒 既卒

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

■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。

10

製造

●配線保護カバーの製造販売

①技術職（商品開発・生産技術）

②営業職（ルートセールス）

③経理事務職（新卒のみ）

マサル工業株式会社 昭和29年創業、ケーブル配線カバーの老舗企業で国内シェアはトップクラス。“オリジナル商品の開発・自社工場での一貫生産・全

国ネットワークでの販売”が創業以来、変わらぬマサルの理念。取引先もNTT、東京電力、全国電力会社、農林水産省関係各官

公庁など大手企業からも信頼も厚い。海外への販路を求め、グローバル展開も進行。

9

小売
●輸入菓子の小売業

●輸入菓子の卸売業
①総合職

株式会社

スウィートファクトリージャパン
1995年開業の輸入菓子の小売、卸売を営む企業。全国のショッピングモールやアウトレットモールを中心に、グミやキャンディなど世界

中のお菓子を一同に集め、好きなものを好きなだけ選べる量り売りスタイル。直営の店舗は23店舗(2018年10月現在)、本部事務

所は築地。社員の多くは若年者で構成されており、活気に溢れる会社。

8

教育
●学習塾の運営

●予備校の運営

①講師職

②教室スタッフ

株式会社イー・エス・ティ 創業40年の集団指導教室・個別指導教室、東進衛星予備校の運営をしている企業。東京、千葉、埼玉、茨城に74教室を展開

している。茨城本社で東京での展開を進めており、2018年5月に東京スカイツリーに教室を出店。完全週休2日、年間休日118日

と充実しているので、プライベートを大切にできる環境。JOBトラベル

7

運輸・倉庫 ●鉄・アルミニウム・百貨店の梱包・包装作業請負業務

●住宅建材の二次製造加工

●梱包資材・機器の販売

①総合職

共和物産株式会社 固定得意先の物流、包装部門を支援するアウトソーシング企業。三越伊勢丹の指定パッケージ企業でもあり、創業69年、安定した

経営で業績を拡大している。新入社員研修(ビジネスマナー、会社理解、業務関連基礎知識、職場見学)、階層別研修、資格取

得支援等、教育、研修制度はもちろん、保養所や社内イベントなど、福利厚生も充実。

6

サービス ●機械・電気電子・組込制御開発（社内開発・委託・派遣）

●システム開発

●土木施工管理

①機械設計

②電気・電子設計

③組込ソフトウェア開発

④SE・プログラマー

株式会社ティーネットジャパン 創業から約40年、「トータルエンジニアリング・カンパニー」として、機械や電気･電子、ソフトウェア、土木、環境・エネルギーまで幅広い

事業を展開。研修体制として各種ツール(3D-CAD、測定器など)を導入。主力の建設部門の他、メカトロ、システム開発、環境分

野に進出、M&Aにも積極的で意欲的な事業展開を見せている。JOBトラベル

5

製造 ●加工食品製造業

●食品卸売業

●外食事業

①営業職

②店舗スタッフ／東京支店

③開発職

株式会社ヤガイ 「おやつカルパス」「スライスサラミ」などサラミ、ビーフジャーキーなどの食肉加工品を製造して全国に販売。取引先は全国のコンビニ、

スーパー、菓子問屋など。仙台発祥店の本場の味を東京で多くの方に味わっていただきたいと昭和63年、外食事業に進出。「仙台

牛たん焼 専門店 杜の都の太助」を日本橋、虎ノ門など都内5店舗運営。JOBトラベル

4

製造 ●自動車ガラス部品事業

●自動車部品事業

●産業建材事業

①総合職

AGCオートモーティブ

ウィンドウシステムズ株式会社
1964年設立、世界最大のガラスメーカー「旭硝子」のグループ会社。自動車に取付けるガラスの性能向上のため精度の高い部品を

組み立て、集合させる”アッセンブリー”業を展開。経営基盤がしっかりしているため福利厚生や研修制度も充実している。採用も積極

的に行っており、人材確保に努めている。センター採用実績あり。JOBトラベル

3

小売 ●ガス機器の販売、施工、メンテナンス

●ガスメーターの検針、ガス設備工事

●定期保安点検、移転時のガスの開栓・閉栓

①営業

③一般事務

東京ガスライフバル北株式会社 東京ガスの委託事業を展開している3社が合併して誕生し、北区を中心とした城北地区の20万世帯にガスを中心としたエネルギーの

営業活動を行っている。ほぼすべての仕事に資格と専門知識が必要なため、実務経験と並行して、業務時間内に「東京ガス人材育

成センター」や外部教育機関の講習を受けながら、業務に関連する資格取得を目指せる。

2

情報通信 ●ソフトウェアテスト

●ソフトウェア開発

●機械設計

①ソフトウェア検証（テスト）エンジニア

②Web・オープン系システム開発エンジニア

③機械設計エンジニア

株式会社feat IT製品や工業機器等のソフトウェア・ハードウェア設計開発と、ソフトウェアテスト・検証業務を行う技術サービス企業。独自のテストメ

ソッド 『TESTOLOGY』を主軸に成長。（TESTOLOGY は、feat のテスト・評価事業を総称する ブランド名）「より多くの不具合

検出」と「より確かな品質の担保」を実現している。JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

金融・保険 ●預金業務

●融資業務

●各種サービス・その他業務

①総合職（営業）

小松川信用金庫 100周年を迎える東京都内で最も歴史のある地元密着の優良信用金庫。中小企業のお客様（経営者相手）や地域住民のお

客様にそれぞれのニーズに合った金融サービスを提供している。完全週休2日制（土曜・日曜）、慶弔休暇、育児介護休業、看護

休暇や、住宅資金融資、厚生資金融資といった福利厚生面が充実。



　第5回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 11/16(金)   13:00～17:00 

■参加企業の詳細については、3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにて閲覧できます。

ブース

No.

タナカシカキカイテン 70名

1950年

40百万円

新卒 既卒

http://www.tanakadental.co.jp/

フェイス 53名

2017年

1百万円

新卒 既卒

https://www.faithin18.com/

ヒラヤマ 2,563名

1967年

100百万円

新卒

http://www.hirayamastaff.co.jp/

サンキョウショウジ 40名

1946年

55百万円

新卒 既卒

http://www.sankyo-shouji.co.jp/

ニッシンサイエンティア 505名

2008年

20百万円

新卒 既卒

http://www.nisshin-sci.co.jp/

ニッポンアクティシステムズ 212名

1985年

82.65百万円

新卒 既卒

http://www.actys.co.jp/

ニイタカセイサクショ 47名

1953年

30百万円

新卒 既卒

http://www.niitaka-ss.jp/

ニホンセイカガクケンキュウジョ 1,678名

1984年

97百万円

新卒 既卒

https://www.jlsri.co.jp/

イシワタリデンキ　 80名

1947年

20百万円

新卒 既卒

http://www.idknet.co.jp/

トータルオーエーシステムズ 160名

1983年

30百万円

新卒 既卒

http://www.totaloa.co.jp/

■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。

20

情報通信 ●エンタープライズ系業務ソフトの開発

●組込系開発（AI、IOT、ドローン）

●ネットワーク、DBの設計・構築・運用

①プログラマ・システムエンジニア

株式会社トータルオーエーシステムズ 創業35周年。金融・流通・公共系の業務ソフトの高品質・高効率のシステム開発が中心。ソフトウェア開発、DB構築等の顧客環

境に応じたシステム開発から環境構築、システムチューニングまで顧客から高評価を得ている。富士通コア、テクニカル、クラウドベーシッ

クパートナーとして、また海外企業との業務提携も行い果敢に挑戦している企業。JOBトラベル

19

卸・商社 ●情報通信機器・映像機器・通信機材の紹介

●機器・機材のコーディネート、提案

●情報通信系セミナーの開催

①総合職

石渡電気株式会社 明治15年創業の通信機器、ネットワーク機器等の専門商社。メーカー(大手中心)と販売店の懸け橋をしている。最新機器の販売

だけでなく、機器選定・提案等の営業支援から、設定等の技術支援までトータルでのサービスを提供。取扱い先が多いので、お客様

のニーズにあったものを提案できる強みを持つ。京橋の江戸グランにオフィスを構える。

18

医療・福祉 ●調剤薬局運営

●介護事業所運営

●保育園運営

①介護職

株式会社日本生科学研究所

介護事業本部
1966年給食普及会で創業。1984年に現会社名で設立。医薬・介護・保育・食品の4事業を行う。「くすりの日生薬局」で駒込に

開局以来、東京23区を中心に37調剤薬局を展開。少子高齢化の時代に即して介護事業にも力を入れており、研修を行うプログラ

ムを自前で持っているので、無資格、未経験の方も大歓迎。JOBトラベル

17

製造 ●建築用金属製品の製造・施工

●地震対策用金属製品の製造・施工

●防災関連の金属製品の製造・施工

①営業

②調達工務

株式会社新高製作所 創業は昭和6年、設立は昭和28年の高級建築装飾金物の設計から製作、施工までを行っている企業。大手ゼネコン企業などを多

数顧客に持ち、螺旋階段から止水板まで顧客に応じて提案しオーダーメイドに提供。今後の特徴的な製品として、壁面緑化や免振

エキスパンションなど、これまでの建築物に追加して付加価値を高める製品も行っている。

16

情報通信
●情報処理システムの企画・設計・開発・保守

●パッケージシステムの企画・設計・開発・保守
①システムエンジニア

日本アクティ・システムズ株式会社 1985年に金融システム設計開発の専門会社として設立。ソフトウェアの設計・開発からシステムインテグレーションまで、トータルソ

リューションを大手メーカーや金融機関へ提供し大きな信頼を得て急成長している企業。休暇が取りやすく、福利厚生も充実してい

て、個人と会社が共に躍進していくことを目指している。

15

情報通信 ●コンピューターシステムの企画、開発、販売および

  保守に関する業務

●コンピューターソフトウエアの開発、販売および輸出入

●情報処理サービス業および情報提供サービス業

①プログラマ・SE

②ソリューション営業

株式会社日進サイエンティア 2008年設立された総合IT企業の「日進」と人材マネジメント開発を行う「サイエンティア」が昨年合併した企業。事業は人材と企業

戦略をマッチングさせるタレントマネジメントソリューションや公的機関の人事給与就業管理ソリューション等を提供している。希望に応じ

て様々なキャリアパスがあり実績次第でキャリアアップのチャンスがある。JOBトラベル

14

卸・商社
●紙パルプ、包装資材、建装材卸売業

●不動産業
①営業職

三協商事株式会社 昭和21年創業の紙パルプ、包装資材、建装材の専門商社。大手紙製造メーカーより仕入れ、大手印刷会社へ販売を行う他、段

ボールや包装用紙、特殊フィルムなどの包装に関わる商品から、通帳や手帳、ティッシュペーパー、ティーバック用濾紙まで、私たちの生

活に最も深く密着した製品などを取り扱っている。

13

製造 ●製造請負事業

●製造派遣事業

●現場改善コンサルティング事業

①総合職

株式会社平山 2015年7月東京証券取引所JASDAQ上場。日本のものづくり（製造業）を支える製造支援会社。インソーシング(構内請負)・

派遣事業や技術者派遣事業、製造現場のコンサルティングサービスなどを行う。今後の戦略として、製造請負にコンサルティングとIoT

を融合させたビジネスモデルの展開、外国籍人材の採用などを行い成長を目指す。JOBトラベル

12

情報通信
●コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守に関する業務

●インターネットを利用した各種情報提供サービス

●コンピュータネットワークの企画、設計、開発及び保守に関する業務

①IT事務　②ヘルプデスク

③プログラマー（データベースエンジニア・サーバーエンジニア）

④ITエンジニア（システムエンジニア）

⑤営業事務

株式会社フェイス 大手SIerや通信キャリア向けに、ITコンサルティング、ソフトウェア開発、ネットワーク、サーバ構築・運用保守まで一気通貫のITサービ

スを提供。ITエンジニア教育の独自のカリキュラムがあり、エンジニア育成には自信がある。(約1ヶ月のインフラエンジニア教育。文系の

方、他業種から転職されたIT未経験者向けの教育プログラム）JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

卸・商社 ●歯科用医療機器・器材・薬品・書籍の販売

●開業・改装コンサルティング

●講演会・セミナー等各種イベント開催

①営業

②営業事務

③商品管理

④情報システム

株式会社田中歯科器械店 1923年の創業以来順調に業績を伸ばし、景気、不景気に極端に左右されず、比較的安定した業界の企業。アットホームな雰囲

気の中でスキルを高め、経験を積み、長期的視野に立って人材を育むことを、創業以来の大切な伝統としている。大学病院との付き

合いが深く、大学病院内に拠点を持っている。


