
情報通信 JOBトラベル 新･既 サービス JOBトラベル 新･既 一般

医療・福祉 JOBトラベル 新･既 一般 サービス JOBトラベル 新･既 一般

卸・商社 JOBトラベル 新･既 一般 小売 新･既

製造 JOBトラベル 新･既 一般 卸・商社 新･既 一般

建設 新･既 卸・商社 新･既

製造 JOBトラベル 新･既 一般 情報通信 新･既 一般

情報通信 新･既 一般 製造 JOBトラベル 新･既 一般

サービス 新･既 一般 サービス JOBトラベル 新･既

製造 新卒 建設 JOBトラベル 新･既 一般

サービス 新･既 広告 JOBトラベル 新･既 一般

■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。

設立： 1986年 資本金： 100百万円 社員： 260名 設立： 1960年 資本金： 100百万円 社員：134名

第3回 合同企業説明会
2020年7月7日(火) 第1部11:00～13:30、第2部15:00～17:30

■参加企業の詳細については、東京しごとセンター3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにてご説明致します。

株式会社シンカーミクセル 東洋通信工業株式会社

①ITエンジニア（SE/PG/営業コンサル/

  インフラ・ネットワークエンジニア）

●システムインテグレーション業務

●ITビジネスソリューション・コンサルティング業務

●インフラ・ネットワークエンジニアリング業務

①法人営業

②ネットワークエンジニア、システムエンジニア

③通信エンジニア

●オフィスデザイン・空間設計・ICT機器の提供、ペーパレス化、

   フリーアドレス化の導入等の働き方改革の支援事業

●デジタルサイネージや顔認証のAI画像認識等の映像ソリューション事業

●ネットワーク・通信事業

第1部

設立： 2001年 資本金： 823百万円 社員： 157名 設立： 2011年 資本金： 20百万円 社員： 60名

社会福祉法人にじの会 株式会社東建アーキテクチャ

①生活支援スタッフ（変則勤務シフト）

●知的障がい者への各種ニーズに応じた施設サービスの提供

（生活、就労、児童等々）

●地域課題に向けた貢献活動や地域連携・協力・交流イベントの実施

●各種委員会・担当別事業（防災・安全・人権・研修・旅行等々）

①建築技術者（現場監督・図面修正者）

②現場事務

③建築CADオペ

●設計請負

●人材派遣

●施工図請負

設立： 1957年 資本金： 886百万円 社員： 368名 設立： 1984年 資本金： 50百万円 社員： 352名

セフテック株式会社 田辺薬局株式会社

①法人ルート営業　　②営業事務・経理事務等

③商品管理　　④弊社オリジナル商品の開発と販売

⑤総務人事・本社経理

●工事用保安用品の販売とレンタル ①薬局事務 ●調剤薬局の運営および医薬品販売

設立： 1956年 資本金： 99百万円 社員： 500名 設立： 1953年 資本金： 458百万円 社員： 141名

ハート株式会社 株式会社テヅカ

①法人ルート営業職

●封筒や名刺用紙など紙製品の製造

●封筒や名刺用紙など紙製品の販売

●封筒や名刺用紙など紙製品の印刷

①総合職

②一般職（新卒のみ）

●切削工具

●測定機器

●工作機械

設立： 1970年 資本金： 86百万円 社員： 343名 設立： 1957年 資本金： 48百万円 社員： 443名

郡リース株式会社 水戸工業株式会社

①総合職（営業）②総合職（建築設計）

③総合職（施工管理）④総合職（生産管理）

●学校、病院、オフィス、店舗、スポーツ施設、

   官公庁施設、工事現場事務所などの

   設計・施工・リース・販売

①営業職（ルートセールス)

●機械工業部品・特殊機械装置・

   作業工具の提供、自動車などの

   整備用用品の提供

設立： 1971年 資本金： 10百万円 社員： 88名 設立： 2008年 資本金： 50百万円 社員： 505名

株式会社モリシタ 株式会社日進サイエンティア

①企画提案営業（ルート営業）

●イベント・コンサートグッズ製造

●ノベルティグッズ製造

●手帳表紙製造

①SE・プログラマー

②ソリューション営業

●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

設立： 2018年 資本金： 5百万円 社員： 10名 設立： 1963年 資本金： 25百万円 社員： 95名

株式会社ハイストリート 山陽精工株式会社

①開発エンジニア

②ネットワークエンジニア

③OA事務

●サーバー保守

●システム開発

●OA事務

①電気設計　②組込ソフト開発

③機構設計　④医療機器営業・金属加工営業

⑤品質保証、法規制

●半導体製造装置、電気自動車部品等の金属加工、

   一般産業機器組立

●自社医療機器の製造販売、法規制サービス

●自社高温観察装置の製造販売、受託試験サービス

●地下工事の総合計画及び施工

(高層ビル・鉄道・道路などの基礎・地下施工)

設立： 1978年 資本金： 296百万円 社員： 863名 設立： 1958年 資本金： 60百万円 社員： 811名

アース環境サービス株式会社 株式会社セイビ

①技術営業

②技術営業サポート
●総合環境衛生管理 ①事務、労務管理、業務管理 ●ビル総合マネジメント

第2部

設立： 1962年 資本金： 10百万円 社員： 302名 設立： 1999年 資本金： 10百万円 社員： 9名

株式会社白川プロ 株式会社ティー・ピー・カンパニー

①映像編集
●映像編集

●音響デザイン（音響効果）

①営業企画

②クリエイティブ
●販売促進に伴うイベント企画の立案制作

設立： 1916年 資本金： 35百万円 社員： 79名 設立： 2008年 資本金： 100百万円 社員： 230名

株式会社勝亦電機製作所 成幸利根株式会社

①営業職

②技術職
●配電盤・分電盤等の設計から製造・保守

①施工管理        ②ルート営業

③建設機械整備   ④本社経理

⑤技術設計


