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株式会社日進サイエンティア

情報通信
①プログラマ・SE

②ソリューション営業

11月20日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
品川区 大森駅

①ビデオ・スライド上映

②オフィス内見学

③座談会（若手社員）

ダイバーシティ（多様性）を大切にしている当社で

は、年齢、性別、学歴、国籍などに関わらず、若手

からベテラン、女性、外国籍社員まで、多様なエンジ

ニアが活躍をしています。当日は、会社見学をご用

意しております。社内スタッフの雰囲気などをご覧い

ただけます。ご参加をお待ちしております。

なし 9名

株式会社平山

製造 ①総合職
11月20日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
港区 品川駅

①会社補足説明

②オフィス内見学

③先輩社員との座談会

  （若手社員）

創業50年以上。2015年にはJASDAQ市場へ

上場しました。

平山で働いている先輩社員がお待ちしていま

す。なんでも聞いてください！

なし 10名

株式会社feat

情報通信

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

11月20日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散

横浜市

中区
馬車道駅

①オフィス内見学

②座談会

③質問タイム

featには、製品のハード～ソフトまで幅広く関わ

れるチャンスがあります！

前年度比売上伸び率：30％

定着率：94.1％　平均年齢：38歳

是非一度当社にお越しください！

一次選考

免除
6名

株式会社イー・エス・ティ

教育
①講師職

②教室スタッフ

11月20日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
墨田区 押上駅

①教室見学

②座談会

  （人材開発部長　教室長）

③会社補足説明

弊社は創業40年の学習塾、東進衛星予備校を

運営する教育企業です。今夏に開校したスカイツ

リータウン教室を皮切りに東京各地に出店を計画し

ています。年間休日118日。週休2日制ですので

ワークライフバランスの充実も保証できます。是非とも

この機会に教育業界の魅力を体感ください。

なし 5名

AGCオートモーティブウィンドウ

システムズ株式会社

製造 ①総合職
11月21日(水)

10:00～12:30

駅集合・

解散
羽村市 羽村駅

①会社補足説明

②工場見学

③若手社員との座談会

世界最大のガラスメーカー旭硝子のグループ会

社です。アッセンブリーの現場を見学ください。

羽村工場にてお待ちしています。

なし 8名

2
1

第5回 合同企業説明会 11/16(金）
JOB トラベル ～企業見学会 ①～

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。

11月19日（月）10時より受付開始

受 付 終 了



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

株式会社フェイス

情報通信

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

11月21日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
中央区 人形町駅

①オフィス内見学

  （本社、研修施設）

②座談会（代表取締役社長、

   グループ会社代表取締役社長、

   先輩エンジニア、人事）

③質問タイム

弊社の雰囲気や入社後1ヶ月間あるIT研修の

様子を知る機会となります。先輩社員と交流す

る時間もあるので、是非お気軽に参加ください！

なし 1名

株式会社日本生科学研究所

医療・福祉 ①介護職
11月21日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
西東京市

ひばりが丘

駅

①見学（事業所内、同敷地内関連

   事業所全て）

②座談会(採用担当者、若手社員）

③デモンストレーション／訪問新治療の

   同行

あなたも【街づくり】人に！？

新しいこれからの介護の形を提案します。

実践例を直接自治会役員の方を交えて話を聴

くことができます。

会社説明

会参加免

除

13名

株式会社トータルオーエーシステ

ムズ

情報通信 ①プログラマ・システムエンジニア
11月22日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
新宿区 新宿駅

①オフィス内見学

②座談会

 （社長、上長、若手社員）

③ビデオ・スライド上映

当社の充実した教育制度、仕事の内容はもち

ろん、風通しの良い社風や雰囲気をお伝えでき

れば幸いです。皆様の参加をお待ちしておりま

す。

なし 9名

株式会社ヤガイ

製造

①営業職

②店舗スタッフ／東京支店

③開発職

11月22日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
中央区 茅場町駅

①オフィス見学（東京オフィス）

②オフィス見学（日本橋店舗）

※東京オフィス～日本橋店舗は電車にて

   移動します。

③先輩社員との座談会

④ビデオ・スライド上映

⑤当社製造品、店舗メニュー紹介

当社はサラミ、ビーフジャーキーなどの食肉加工

製品の製造販売を行っています。また、外食事

業部（牛たん焼きに特化した店舗）は東京都

内に5店舗経営しています。今回は東京営業

所と日本橋の店舗をご案内します。ご参加お待

ちしております。

なし 7名

株式会社ティーネットジャパン

サービス

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

11月22日(木)

14:00～16:30

現地集

合・解散
横浜市

日本大通り

駅

①会社補足説明

②デモンストレーション

   内容：3DCAD・プリンター、

   研修内容のさわり

③若手社員との座談会

CADってなに？メカエンジニアって、CADオペレー

ターって何をするの？そんな疑問をお持ちのあな

た、まずはCAD操作を体験してみませんか？

未経験の方大歓迎です！

一次選考

免除
8名
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第5回 合同企業説明会 11/16(金）
JOB トラベル ～企業見学会 ②～

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。

11月19日（月）10時より受付開始
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第5回 合同企業説明会 JOB トラベル ～企業見学会～ 追加募集中受付中

●定員が設けてある為、お申込みは先着順となります。

●実施内容は講話や見学、質問会などを中心に、各受け入れ企業で異なります。

●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ため、追加募集を行います。

追加企業は11月19日(月)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。

【参加対象】34歳以下の方（東京しごとセンターの利用登録が必須です）。

【参加費】無料 ※企業までの交通費は各自負担となります。

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/event/7383
→

→


