
　第3回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 7/30(火)   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.

オカムラ 94名

1965年

30百万円

新卒 既卒

-

エヌエーシー 67名

1977年

20百万円

新卒 既卒

http://www.nacjpn.co.jp/

ジャパンスポーツ 40名

1987年

10百万円

新卒 既卒

https://www.vimsports.net/recruit/

シンキョウデンシ 30名

1966年

10百万円

新卒 既卒

http://www.sinkyo.co.jp/

コウノイケメディカル 2,035名

2000年

100百万円

新卒 既卒

http://www.konoike-medical.co.jp/

マークス 247名

1989年

40百万円

新卒 既卒

http://www.marksnet.co.jp/

トバヨウコウ 214名

1949年

1,148百万円

新卒 既卒

http://www.toba.co.jp/

コーナンショウジ 2,973名

1978年

17,658百万円

新卒 既卒

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

ニッサンブヒンチュウオウハンバイ 320名

1973年

545百万円

新卒 既卒

https://buhin.nissan.co.jp/CHUO/

マルマサフード　トウキョウシシャ 222名

1976年

40百万円

新卒 既卒

http://www.kanemasa.co.jp/

2

情報通信
●ソフトウェア開発・保守

●ITインフラ構築
①プログラマー・SE

株式会社エヌ・エー・シー IT業界40年以上の堅実で安定した企業。クライアントからの1次受けも多く、自社内開発は案件の3～4割となっている。官公庁との

取引も多く、ハローワークの求人検索システムを手掛けた実績あり。社員はしっかりとした教育を行い、長く勤められるシステムエンジニ

アを育てていく。東京しごとセンターからの採用実績もある。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

卸・商社 ●和洋菓子等食品用パッケージの販売

●和洋菓子等食品用シールの企画製造販売

●紙器印刷製造販売

①営業職（ルートセールス）

②事業所営業（ルートセールス）

③経理事務

株式会社岡村 大手食品メーカーグループを得意先に持ち、和洋菓子等の食品用パッケージやシールのデザイン企画から製造販売まで行っている企

業。自身が関わったパッケージが全国の店頭に並ぶので、やりがいが目に見えやすい。新人研修(入社時研修、数ヶ月後にフォーロー

アップ研修)、社員研修旅行(数年に1度、海外含む)など、研修制度も充実している。JOBトラベル

4

製造

●社会インフラ向け電子機器製造（ファブレス）
①調達・出荷指示

②SE・プログラマー

新協電子株式会社 映像・音声・制御の信号伝送のトップメーカー。停止してはいけない社会インフラシステム（伝送・中継システム機器，列車無線シス

テム機器，消防無線システム機器など）向けにより、安全かつ長期保守を考えた設計思想で発展してきた。面接が苦手な求職者

を積極採用し、10年以上新卒者の離職無し。年4回の9連休実施にチャレンジしている。

3

サービス ●各種スポーツクラブの企画・運営

●総合スポーツクラブ・スイミングスクールの経営・指導

●官公庁スポーツ教室・介護予防教室受託等

①スポーツインストラクター（フィジカル／スイミング）

②スポーツクラブ受付（フロント）

株式会社ジャパンスポーツ スポーツクラブ・スイミングスクールの経営及び各種イベントの企画・運営などを行う企業。官公庁スポーツ教室・介護予防教室受託な

どもしている。また、地域の老人ホームと提携し運動の場を提供しており、リピート率80%と顧客満足度が高い。本社のあるヴィムス

ポーツアベニュウは、マスコミにたびたび紹介される全国でも屈指の施設。

6

情報通信

●ソフトウェア受託開発・保守 ①SE・プログラマー

株式会社マークス 1989年設立。主に金融業界、公共団体の基幹システム構築に多数実績。人材育成にも積極的で、その研修制度には定評あり。

全社員がヒューマンスキルを持つシステムエンジニアでグローバルに通用するエキスパートな人材の育成に取り組んでいる。企業見学会

では実際に研修制度を見ることができる。東京しごとセンターからの採用実績あり。JOBトラベル

5

サービス ●医療器材洗浄滅菌業務

●院内物流管理（SPD）業務

●貸出医療器材洗浄メンテナンス業務

①業務職

②業務職／事務職

鴻池メディカル株式会社 東証1部上場鴻池運輸のグループ企業。病院の物流改善を推進していて、医療にかかわる施設や、企業の様々な物の流れに着目

し、物流専業者のノウハウを活かした高品質な医療関連サービスを提供している。顧客は病院関係者、医療機器メーカー、患者の

方や学校検診の児童などになるため、社会貢献度の高い仕事といえる。JOBトラベル

8

小売

●DIY商品の小売を中心としたホームセンター事業
①総合職

②総合職グローバルチャレンジコース

コーナン商事株式会社 東証1部上場のホームセンター企業。『ホームセンターコーナン』を中心に、全国的に事業展開をしている業界のリーディングカンパ

ニー。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、中期経営計画を策定。業界売上高日本一を目指すべく、既存店

の活性化と、在庫の削減を主軸として、収益力の強化と財務体質の改善に努めている。

7

卸・商社 ●制御機器・産業用ロボットなどの販売及び輸出入

●上記の販売に関する生産設備効率化のためのコンサルティング

●機械工具器具とその部品類の加工販売及び輸出入

①営業

株式会社鳥羽洋行 ジャスダック上場。製造業の生産現場で必要な制御機器、FA機器、産業機器を供給する機械工具・装置の専門商社。明治39年

創業から国内外の産業界の発展に貢献。現在では産業用ロボット分野等にも進出。製造現場の海外進出が進む中、タイ・中国・

ベトナムなどに拠点を展開し得意先の需要を確実に取り込むなど海外展開を加速している。

10

卸・商社
●国内・海外青果物の卸売り

●カット野菜・ｶｯﾄフルーツの製造及び卸売り

①営業

②生産管理

株式会社マルマサフード　東京支社 1976年設立のカネマサ流通グループの中の1社。全国各地の生産農家、JAなどと連携し、国内、海外の野菜・果実・カット野菜・

カットフルーツの製造加工及び販売を主に外食産業や生協などに行っている企業。完全自動化生産ラインにより、効率よく安全に高

品質を保ちながら供給できるシステムが確立されている。JOBトラベル

9

卸・商社
●自動車部品の販売

●自動車整備用機械工具及び関連商品の販売

①訪問営業スタッフ（ルートセールス）

②営業事務（店頭及び電話受注業務）

日産部品中央販売株式会社 東京、神奈川、山梨を担当する日産自動車系では日本最大級の自動車用部用品卸売販売会社。販売会社、部品卸商、整備

工場などのお客様に日産純正部品を中心とした各種部品をお届けすることで、アフターマーケットを支える企業をサポート。入社後は

現場の商品管理業務や店頭受注業務を経験後、訪問営業への職務ローテーションを行う。

■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。



　第3回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 7/30(火)   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.

リキデン 31名

1976年

20百万円

新卒 既卒

http://www.rikidenkk.co.jp/

ジブンハウス 12名

2016年

79.3百万円

新卒 既卒

https://jibunhouse.jp/

ショウエイ 212名

1982年

682百万円

新卒 既卒

https://www.shoei-t.co.jp/

ゼンケンホンシャ 1,004名

1975年

56.05百万円

新卒 既卒

https://www.zenken.co.jp/

ニホンデンパコウギョウ 871名

1948年

10,649百万円

新卒 既卒

https://www.ndk.com/jp/

モリハンノリテン 4名

1958年

10百万円

新卒 既卒

http://www.morihan.jp/

トウヨウドライルーブ 114名

1962年

375百万円

新卒 既卒

https://www.drilube.co.jp/

ソラスト 14,654名

1965年

572百万円

新卒 既卒

https://www.solasto.co.jp/index.html

ティーケーピー 650名

2005年

314百万円

新卒

https://www.tkp.jp/

ダイワハイテックス 60名

1978年

60百万円

新卒 既卒

http://www.daiwa-hi.co.jp/

JOBトラベル

12

サービス ●住宅フランチャイズ本部

●VR開発

●VR販売

①FCVCストアサポート営業

②設計

株式会社ジブンハウス 「スマホで家を買う」など、マイホーム選びの常識を変える業務を展開。創業から僅か3年でジブンハウスの加盟店舗を100店舗まで拡

大させる等、現在事業成長中。2020年東京五輪開幕までに、加盟店数を全国200店舗に倍増させることを目標に掲げている。今

後も店舗網の拡大と品質・サービスの向上を進めていく意向。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

情報通信

●国内通信制御装置の設計、試験調整、運用サポート ①ネットワークエンジニア

リキデン株式会社 1976年設立。主に5つの事業、制御ソリューション、ネットワークソリューション、運用サービス、キャリアソリューション、人材派遣を行って

いる。入社後は情報セキュリティ中心の座学から始まり、段階を踏んで覚えていくので安心して働くことができる。決算賞与額8ヶ月支

給の実績あり。資格取得の受講料などは全て会社持ち。

14

情報通信 ●IT事業

●語学事業

●人材派遣・紹介業

①IT部門(総合職)(新卒のみ）　②語学部門(総合職)(新卒のみ）

③営業アシスタント(WEBマーケティング部門)(既卒3年以内のみ)

④コンサルティング営業（WEBマーケティング領域)(既卒3年以内のみ)

⑤コンサルティング営業（健康美容領域)(既卒3年以内のみ)

全研本社株式会社 IT（コンテンツマーケティング、メディアなど）と語学（英会話スクール、法人向け語学研修など）2つの事業を展開する、創業1975

年の企業。豊富なサイト制作・運用実績で培われたアセットを駆使し、コンサルティング・編集・制作・運用までをワンストップで提供も

可能。総合職、事務職、営業職（コンサルティング営業）と募集職種豊富。

13

製造

●タッチパネル及び関連製品の開発・製造・販売

①総合職（技術開発、製造技術）

②総合職（国内営業、海外営業）

③総合職（管理）

株式会社翔栄 自動車メーカー純正カーナビ用タッチパネル、静電容量式タッチパネル、抵抗膜式ガラス/ガラスタッチパネルの開発、製造、販売までを

行う企業。アメリカ、ドイツにも拠点があり、世界シェア2位と海外との取引が多い。入社時研修、英会話勉強会、TOEIC資格奨励

金制度など、研修、福利厚生も充実している。

16

小売
●海苔加工製造

●海苔販売

①販売営業

②製造

株式会社守半海苔店 1901年（明治34年）創業。老舗の「やきのり専門店」として大森の地でのれん分けせず、顧客の心からの満足を得られる品質の

高い海苔を提供し続けており、有名人、著名人が来店するケースも多い。やきのり以外にも「海苔茶づけ」や「海苔佃煮」などの商品

もあり、企業見学会では店舗、オフィスはもちろん、製造工場も見ることができる。JOBトラベル

15

製造 ●水晶振動子，水晶発振器等の水晶デバイス，応用機器，

   人工水晶及び水晶片（ブランク）等の水晶関連製品の

   一貫製造と販売

①事務系総合職

②技術系総合職

日本電波工業株式会社 1948年設立、1998年東証1部上場。アメリカ、EU、アジア、日本と各地に営業拠点、生産拠点を持つ。PCやスマホなどのエレクト

ロニクス製品に不可欠な「水晶デバイス」での品質には特に拘りを持ち、業界シェア世界第2位。高度に自動化された生産ラインで

は、ISO9001を基本とした品質革命活動が「高信頼性」を維持している。

18

医療・福祉 ●医療関連事業

●介護事業

●保育事業

①介護専門職

②保育士（新卒のみ）

株式会社ソラスト 1965年に日本初の医療事務教育機関として創業。以来、医療機関の受付、会計などの医療事務全般の受託から、介護、保育

分野へと業務範囲を拡大してきた。『日経WOMAN』誌「女性が活躍する会社Best100」で5年連続ランクイン。社内に専門の教

育機関があり、研修も充実。東京しごとセンターからの採用実績もある。JOBトラベル

17

製造
●固体被膜潤滑剤、機能性被膜製品の研究開発、

   製造加工、販売

①製造加工職

②法人営業職

③研究開発職

東洋ドライルーブ株式会社 ジャスダック上場の機能性被膜製品の研究から製造加工、販売を行う化学メーカーで、この分野では国内トップクラス。ドライルーブと

は、各機械の駆動伝達部においてオイル・グリースなどの流体潤滑が使用できない、あるいは流体潤滑では機能に限界がある部位

に、摩擦や磨耗により発生するエネルギー伝達ロスを削減するコーティング被膜のこと。

■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

製造 ●書店向け包装機械の設計～販売

●通販企業向け物流機械の設計～販売

●防犯システムの選定～施工

①サービスエンジニア

②開発職

③ルート営業職

株式会社ダイワハイテックス 自社開発オリジナル包装機器メーカーとして1978年設立。 「コミックシュリンカー」はコミック包装という新市場を開拓し、国内書店

5,000店以上で導入、シェア90％以上。通販支援事業ではそのノウハウを活かし、「小型・軽量・簡単移動」を特徴とした包装機を

開発・販売。企業見学会では実際にシュリンカーを見ることができる。JOBトラベル

19

サービス ●宴会場・貸会議室事業

●ホテル&リゾート事業

●イベントプロデュース事業

①総合職(営業・運営・不動産・管理)(新卒のみ)

②エリア職(営業・運営・不動産・管理)(新卒のみ)

株式会社ティーケーピー 2017年東証マザーズ上場。国内外で1,965の会議室を運営。全国展開により大学入試試験や企業の全国採用など、大口案件

を一斉に受注。年間24,000社の利用企業は、上場企業の半数以上。利用者のニーズから、ケータリング・お弁当などの料飲サービ

スや、同時通訳システム、宿泊サービスや交通手配などのサービスも展開している。


