
1月26日（火）13:00～17:00開催

秋葉原UDX2階　アキバ・スクエア

■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

卸・商社

ワタナベパイプ 昭和32年

3,890名

81億円

既卒可

http://www.sedia-system.co.jp/

医療・福祉

アイソウゴウフクシ 平成17年

283名

5,000万円

既卒可

http://i-sogofukushi.com/

IT・インターネット

プロット 昭和43年

61名

3,000万円

既卒可

http://www.plott.co.jp/ JOBトラベル

印刷

サンワ 昭和37年

94名

1,200万円

既卒可

http://www.sanwa-s.com/ JOBトラベル

IT・インターネット

ネットワークニジュウイチ 平成10年

122名

1,525万円

既卒可

http://www.nt21.jp/

小売

イチクラ 平成3年

1,345名

3,780万円

既卒可

http://www.ichikura.jp/

メーカー

ナイガイコウリョウ 昭和30年

58名

1,000万円

既卒可

http://www.naigai-f.jp/

印刷

クラシキインサツ 昭和43年

82名

2,400万円

既卒可

http://www.kp-print.co.jp/ JOBトラベル

サービス

セコム 昭和37年

14,904名

663億円

既卒可

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

医療・福祉

ナカタデンタルセンター 昭和41年

75名

4,000万円

既卒可

http://www.nakata-dc.co.jp/

■平成28年1月12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。　

9

●警備

●医療

●情報

☆総合職

☆常駐職

☆現送職

セコム株式会社
警備国内最大手。日本初のセキュリティ会社として創業した業界のリーディングカンパニー。実力主義の人事制度があり、

年齢や社歴に関係なく評価される。自分の力を試してみたい方におすすめ。

10

●歯科技工 ☆営業

株式会社中田デンタル・センター 歯科技工のエキスパート集団として、インプラント、セラミックス、義歯等々と様々な要望に対応できるよう自社オリジナル製

品だけでなく、他社との提携によりさらに高精度・高品質な製品を提供している。27年8月に事業拡大のため、仙台支社

を新たにオープン。入社後は、先輩が丁寧に指導。

7

●食品香料の製造、販売

●シーズニング（粉末調味料）の製造、販売

●その他食品添加物、食品

☆営業事務職

☆開発職

☆社内SE職

☆営業職

内外香料株式会社 年商14億円の規模で「食品香料」と「シーズニング（粉末調味料）」の開発力・製造力を有し、『オーダーメイド』の香り

に拘り、顧客と製品を作り出している。規模の拡大より「一人ひとりに目が行き届く会社規模で今後も続けたい。路地裏の

小さな花のような存在だが、強風にも折れない強く安定した組織を築いていきたい」と表明している。

8

●総合印刷

●電子書籍

☆印刷営業

☆DTPオペレータ

倉敷印刷株式会社
1963年創業と老舗。中国語学関係の印刷物が特に高評価。最新設備と旧来の設備を併用し、オフセット印刷からオン

デマンド印刷までいかなるニーズにも最適の方法で製品化できる。

5

●システムコンサルティング

●システム開発（Java / PHP / .NET / C++ 等）

●Web企画・制作・SEMコンサルティング

☆SE・プログラマー

株式会社ネットワーク21 創業以来、黒字経営。東証一部上場企業のハーツユナイテッドグループの一員となってからは、より確かな経営基盤を構

築。その先に目指しているのは、社員が長く働ける会社。環境づくりはもちろんのこと、年に1度の社員旅行では日頃の労を

ねぎらい、チームワークの形成にも役立てている。

6

●和装事業（きもの販売、振袖レンタル、教室運営）

●ウエディング事業

☆振袖アドバイザー

☆接客事務スタッフ

株式会社一蔵 「人生のハレの日をプロデュースする」ことをテーマに、常にお客様の視点で考え、商品・サービスを展開。社歴・年齢に関わ

らず手を挙げた人にチャンスが与えられる会社。お客様から感謝の手紙や成人式当日の写真が届いたり、他のサービス業

では得られない大きな感動がある。早いうちから多くの経験を積むことができる。

3

●自社製品・Webシステムクラウドサービスの開発保守・運

用

●お客さまご依頼のWebシステム開発

●サーバ・ネットワーク構築保守運用

☆プログラマー(システムエンジニア・プロジェクトリーダー候補)

株式会社プロット 企業間コミュニケーションをセキュアに実現するクラウドサービスや製品を自社開発。【代表的な製品例】①SmoothFile

（導入実績300社）②MailGazer、TempBox等　③サーバーレンタル（取引先2500社）【受託システム例】展示

会出展者、来場者管理、商品在庫管理大学入学者管理　等。顧客先常駐は基本的にない。

4

●印刷・製本・発送

●企画・デザイン

●DTP・デジタルコンテンツ

☆営業

株式会社サンワ
一般印刷からデジタルコンテンツ、SP企画等を一貫して手掛ける総合印刷業者。50年以上続き、官公庁との太いパイプ

があり安定した企業。

第4回 新卒向け合同企業説明会　出展企業一覧

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

●管工機材の卸売販売

●住宅設備機器・電材の販売

●農業用温室の設計・販売

☆営業職

☆一般事務

渡辺パイプ株式会社 従業員3890名 、売上2228億。【水と住まいの事業（商社）】と【グリーン事業（メーカー）】という”水、パイプ”に関わ

る２つの事業を展開。商社としては家一軒を建てるために必要な全ての資材を必要な場所へ必要なときに届けられる体

制を構築。（24時間対応できる受発注システムや、全国450ヶ所を越える営業所のネットワーク）

2

●グループホーム…認知症の方々が共同生活をする

　ホームでのサポート業務

●コミュニティホーム…お客様の状況に合わせて「通い」

　「訪問」「泊り」と、柔軟なサービスの提供

☆介護職

株式会社愛総合福祉 全国で高齢者福祉事業を展開。配属先は住居より基本近いところ。転勤は所長クラスになると発生する。近年の業容は

拡大基調にあることが聞かれる。お客様の日常をサポートする上で必要な事はどんどん意見を取り入れ改善。また意思決

定も早い為、すぐに取り組める体制。介護をやりたい！という意欲を重視する。
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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

卸・商社

タカシマ 昭和4年

194名

6,800万円

既卒可

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

メーカー

フルハートジャパン 昭和43年

65名

1,000万円

既卒可

http://www.fullheart.co.jp/

卸・商社

ニッキンスチール 昭和30年

79名

3億円

既卒可

http://www.nikkin-steel.co.jp/ JOBトラベル

サービス

タビックスジャパン 昭和37年

580名

3億5,000万円

既卒可

http://www.tabix.co.jp/

医療・福祉

ハラマチセイネンリョウ 昭和52年

293名

9,110万円

既卒可

http://www.haramachiseinenryo.com/ JOBトラベル

印刷

キョウシンインサツ 昭和32年

114名

7,200万円

既卒可

http://www.kyoshin-pr.co.jp/

IT・インターネット

ニッコウソフトウェア 昭和46年

46名

1,000万円

既卒可

http://www.nikkou-soft.co.jp/ JOBトラベル

飲食

キヨムラ 昭和54年

600名

9,800万円

既卒可

http://www.kiyomura.co.jp/ JOBトラベル

サービス

トートーメンテナンス 昭和55年

797名

1億円

既卒可

http://www.tom-net.jp/

IT・インターネット

アクティブエージェント 平成16年

75名

3,000万円

既卒可

http://www.aag.co.jp/ JOBトラベル

■平成28年1月12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。　

20

●ヒューマンリソース事業

●Eコマース事業

●システムソリューション事業

☆営業

☆Webエンジニア
☆事務・ヘルプデスク

アクティブエージェント株式会社
社長が40歳と若い企業で実力主義の環境。元気とやる気重視！クライアントは財団法人、会計事務所、学校など。現

在は技術者派遣にも力を入れている。 社風は部所管の垣根がなく、とにかく社内全体で仲が良い。

18

●すし店「すしざんまい」の経営

●水産加工品、食材の開発・製造、新製品の開発

●魚介類等の食材を海外から輸入し卸売・販売

☆ホ−ルサービス

☆すし職人

☆経理、総務人事、営業事務

株式会社喜代村 初セリを億単位で競り落とす木村社長で有名な企業。

すじざんまいを54店舗運営する一方、水産加工品や食材の開発・製造、新製品の開発、弁当の製造販売など幅広く事

業展開。すし学校も20期を迎え好調。

食材はより良いものをよりよく厳選・到達。お客様から「喜ばれる店づくり」をモットーにおいしい食の提供を追求している。

19

●TOTO商品のアフターサービス・定期点検 ☆カスタマーエンジニア

TOTOメンテナンス株式会社 TOTO商品の顧客の悩み事を解決し、安全・安心を届る役割を担っており、「すべての人が『笑顔』になれる『懸け橋』に。

～真のサービスを目指して～」が企業ビジョンである。入社後の研修は段階別に行い、先輩との同行研修も実施しながら

カスタマーエンジニアとしての独り立ちを目指す体制となっている。

16

●紙パッケージ印刷・製造
☆ルート営業

☆生産管理

株式会社協進印刷 業歴57年の紙器メーカー。大手企業にも販路を形成。紙器パッケージの製造がメイン。パッケージを一貫（企画・提案、

デザイン・設計、印刷、加工）生産できる設備・工場を整えている。パッケージの提案をする企画部門も充実、お客様の

『あったらいいな…』『こうだったら素敵だな…』といった夢の具現化のお手伝いをしている。

17

●請負・派遣　業務ソフトウェア開発・保守

●請負・派遣　放送局ソフトウェア開発

●請負・派遣　放送局ソフトウェア検査・保守

☆SE・ネットワーク管理者

☆システムソフト製造・検査

日興ソフトウェア株式会社 放送局に収めるシステムの開発・検査・メンテナンスが強み。社員は大手製造メーカーに常駐しこれらの業務を行ってい

る。スーパーハイビジョン・4K・8Kなど、目まぐるしい技術進歩の中で腕を磨いている。ソフトウェアの分野も、生産管理の業

務プロセス改善を中心に、メーカー系の業務ソフトを得意としている。

14

●旅行業（国内旅行・海外旅行取扱） ☆旅行企画営業

株式会社タビックスジャパン 営業スタイルは①新聞折り込みチラシ及びDMを主とした募集型企画旅行販売②営業社員による法人・個人への旅行

販売③インターネットでの旅行販売と大きく3つに分けられる。今後は東南アジアの顧客を主とした訪日旅行にも力を入れ

ていく。研修面では、地域のニーズに合わせ、各地域（ブロック）毎の社員研修を年2回実施している。

15

●障がい者向けグループホームでの生活支援

●障がいのある方への就労支援

●障がいのある方の外出・移動支援

☆生活支援員（障がいのある方の）

社会福祉法人原町成年寮 宿泊型自立訓練施設（通勤寮）やグループホーム・ケアホーム、就労支援などに取り組む日中活動支援事業所におい

て、常勤・非常勤含め290名を超える生活・就労支援員、調理員の方が日々活躍。葛飾区より緊急一時保護事業を

受託。障害者自立支援法に基づく移動支援・行動援護サービス事業も実施。

12

●電子機器、制御システムの設計・製造

●自動制御システムのソフトウェア開発

●各種プリント基板実装

☆営業事務

☆製造職

株式会社フルハートジャパン 各種自動化・省力化システムの研究開発から設計製造までの一貫体制を確立。 歴史古く（1968年設立）得意先と

の取引長い。特定の業界に特化している訳ではなく、医療、食品、軍事と幅広い。【製造事例】スープディスペンサー、薬

品監視保管システム、工業用計測アンプ、書籍三面自動研磨装置など。

13

●ステンレス･特殊鋼等材料の卸売業

●ステンレス･特殊鋼等加工品の卸売業
☆営業職

日金スチール株式会社
27年3月で創立60周年を迎えた。日本金属グループの中核商社としてステンレス製品を主に販売している。自動車、IT

分野で使用されるステンレスで高いシェアを誇る。既存ユーザーを守りながら、新規顧客も開拓する営業も展開。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

●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
創業から85年を超える老舗企業。業界での知名度と信頼は業界屈指。ねじの卸売を行う東日本の商社の中ではトップ

クラスのシェアを持っている。また、メーカーの既存商品では補えないニーズや将来に向けた新製品の開発も手掛けている。

第4回 新卒向け合同企業説明会　出展企業一覧
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ブースNo. 社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

卸・商社

ミトモ 昭和28年

180名

1億円

既卒可

http://www.mitomo.co.jp/

不動産

オンズコンフィアンス 平成15年

60名

2億2,180万円

既卒可

http://www.onze-confiance.co.jp/

卸・商社

メイリン 昭和47年

97名

9,900万円

既卒可

http://meirin-shinkiba.com/

IT・インターネット

アズテックス 平成9年

59名

3,800万円

既卒可

http://www.aztecs.co.jp/

サービス

キャプラン 昭和61年

864名

3億5,000万円

既卒可

http://www.caplan.jp/

サービス

タイヨウメンテナス 昭和45年

295名

1,000万円

既卒可

http://www.tmghc.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

マツヨシイカキカイ 大正6年

130名

1,000万円

既卒可

https://www.matsuyoshi.co.jp/

建設

アサヒチュウブシザイ 昭和41年

173名

4億8,000万円

既卒可

http://www.asachunet.co.jp/

メーカー

ニホンエフイーアイ 平成8年

72名

4億5,000万円

既卒可

http://www.fei.co.jp/

IT・インターネット

シーピーアイリバティーサンポウ 昭和56年

94名

8,525万円

既卒可

http://www.clsinc.co.jp/

■平成28年1月12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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●ソフトウェア開発・保守

●インフラ構築・保守

●Web開発・保守

☆プログラマー

☆システムエンジニア

☆ネットワークエンジニア

株式会社

シーピーアイ・リバティー・算法
創業34年と、IT業界では老舗の企業。パナソニックやNTTデータとの取引あり。最近は、物流業界や保険システムに力を

入れている。

若いうちに成長したい方におすすめの企業。30代で管理職の実績あり。

28

●建築資材・建築基礎・土木資材工事

●建材加工、防錆加工、自社オリジナル商品の製造販売

●リフォーム・太陽光発電・エクステリア等住宅資材工事

　工法・商品開発

☆総合職(営業)

☆総合職(施工管理)

☆総合職(管理業務)

旭中部資材株式会社 1966年、建物の外壁工事を請負う工務店として創業。それから50年という年月を経て、事業の枠を拡大。クオリティの

高い「工事力・技術力」は他社にない強み。採用にあたって学部学科は不問。入社してからしっかりと教育し、その後もバッ

クアップ。建築を勉強していない方でも大歓迎。

29

●精密機器の製造、販売、保守

●精密機器向けソフトウェア—販売

☆営業事務

☆サービスエンジニア

☆ハードウェア営業

☆ソフトウェア営業

日本エフイー・アイ株式会社 電子顕微鏡のパイオニアとして60年の歴史を持つFETグループの日本法人。日本国内において電子およびイオンビーム顕

微鏡や、ナノスケール アプリケーションに関連する製品の販売を手掛けている。取引先はキャノン、島津製作所、TDK、ブ

リジストン、デンソー、富士フィルムなど大手企業。

26

●空港内グランドハンドリング業
☆航空貨物・手荷物業務

☆航空機体外部洗浄業務

株式会社大洋メンテナス 全日空関連航空機のハンドリング業務（地上支援業務の総称）を担っている企業。季節も天候も時刻も関係なく、24

時間の業務交代制の業務だが、空港で働きたい人にはうってつけ。空の安全と地上で支える業務に誇りと責任感を持って

取り組んでいる。

27

●医療機器卸売業 ☆営業職（全国／本社勤務）

松吉医科器械株式会社 創業100年を目指して、現状に満足せず新しい取り組みに着している。2002年に栃木県佐野市に「佐野物流センター」

を開設。流通・システム網を整備。2007年、本社を日本橋から医療機器発祥の地、文京区湯島へ移転。2012年から

翌2013年にかけて全国に営業所を開設しネットワークを構築。

24

●ビジネスアプリケーション開発

●サーバーネットワーク設計構築運用

●0円ITスクール

☆サーバ・ネットワークエンジニア

株式会社アズテックス アプリケーションの受託開発メイン。大手からの受注をベースに黒字経営も定着。

若手が多く活躍。技街者にとって最高の仕事環境を提供。教育に力を入れている。クラブ活動もさかんで、業務後、集ま

り楽しく交流してる。

25

●人材派遣（事務職、専門職）

●人材教育

　（接遇、語学、カルチャー、キャリアアップ、マネジメント）

●業務請負（コンサルティング、オフィスサービス）

☆貿易事務

☆国際物流コーディネーター

☆旅行事務

☆海外営業アシスタント

キャプラン株式会社 パソナグループ100%子会社。未経験では非常にハードルが高く専門性の高い貿易事務／旅行事務をイチから学べる研

修を行っている。入社後は2週間の研修からスタート。すぐに配属先で対応できるだけの知識付けを全面的に行い、その後

配属先が決定する。個人のキャリアビジョンを一緒に考えきめ細かいフォローでサポート。

22

●不動産業 ☆営業職

株式会社オンズ・コンフィアンス 設立12年目の不動産総合デベロッパー。「売って終わりというのではなく、一生を通じてお客様と関わっていきたい」そんな

想いから、ご契約者様に対し、多岐に渡るサポートを提供。、仕事は決して楽ではないが、頑張った分だけ成果を与えてく

れるので、とてもやりがいは感じられる。また、若手が活躍できる環境が整っている。

23

●建築資材　卸、販売
☆ルートセールス

☆営業事務

株式会社銘林 建築資材銘木の総合卸商社の老舗。銘木（銘木とは、部屋の内装に使われる高級木材）の扱い量は全国一。床

柱・天井板・集成材、化粧合板、インテリア林等の商品を製造及び加工して販売。2015年1月盛岡営業所開設、

2015年6月大阪出張所開設、今後西日本にも事業所展開をし、全国的な規模で展開していく予定。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

21

●放送用ビデオ機器、業務用ビデオ機器の販売

●ビデオスタジオなど各種スタジオの設計・施工

●ポストプロダクション業務

☆営業

☆映像編集・MA

☆技術

三友株式会社 映像・情報機材の開発・設計・施工・販売をトータルに行うパイオニア企業。ソニー・ビクター・松下・フジフィルム等の特約

代理店。納品先は日本放送協会，民間放送各社，日立国際電気，東日本電信電話，日立製作所，NHK系列

各プロダクションなど。特にNHKとの取引に力をいれておりNHKに特化した「NHK営業事業部」を設立。
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1月26日（火）13:00～17:00開催

秋葉原UDX2階　アキバ・スクエア

■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/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

小売

オンデーズ 平成元年

600名

5,000万円

既卒可

https://www.odsaiyou.com/

メーカー

ニッソウサンギョウ 昭和43年

277名

17億9,134万円

既卒可

http://www.nisso-sangyo.co.jp/

サービス

テクノクラーツ 昭和55年

125名

2,000万円

既卒可

http://www.technocrats.co.jp/

卸・商社

グリーンクロス 昭和46年

482名

6億9,726万円

既卒可

http://www.green-cross.co.jp/ JOBトラベル

卸・商社

トウキョウトシマセイカ 昭和22年

143名

2億3,760万円

既卒可

http://www.toshimaseika.co.jp/

サービス

ゴウジンシャケイカクケンキュウショ 昭和55年

4,576名

3億円

既卒可

http://www.gojin.co.jp/

IT・インターネット

ラテラルシンキング 平成25年

50名

1,000万円

既卒可

http://www.lateral-t.co.jp/ JOBトラベル

サービス

エスビーアイビジネスサポート 平成18年

983名

1億円

既卒可

http://www.sbibs.co.jp/ JOBトラベル

運輸・倉庫

ニッケイブツリュウ 昭和53年

472名

3億5,349万円

既卒可

http://www.nikkei-buturyu.co.jp/

サービス

サヌマケンチクシステムデザイン 平成16年

83名

2,000万円

既卒可

http://www.sanuma-sys.co.jp/ JOBトラベル

■平成28年1月12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。　

40

●建築設計及び監理・施工管理・生産設計（施工図）

　全般これらに付随する一切の業務
☆建築設計技術者

株式会社

佐沼建築システムデザイン 六本木ヒルズ、都庁、UDXビルなどに携わった実績のある会社。社員同士で助け合い、励まし合いができる家庭的な社

風で「団結力」が一番の強み。設計や監理など幅広く業務に携わりたい人におすすめ。

38

●CRM支援事業（コールセンター運営、業務請負）

●人材派遣事業

●有料職業紹介事業

☆総合職

SBIビジネスサポート株式会社 コールセンターの企画、運営を中心に人材サービスを提供する会社として平成18年に設立された若い会社。SBIのグルー

プとして、インターネットを軸とした革新的な金融グループの一員。入社後は、適性に応じてコールセンター部門、営業部

門、管理部門等への配属となる。最初はコールセンター勤務。ごくまれに顧客のオフィスでの作業もある。

39

●運送業

●倉庫業

●梱包、荷役業務

☆総合職

日軽物流株式会社 日本軽金属グループで唯一の物流子会社として、輸送特性を把握するために、各種の自車両を保有し、輸送のノウハウ

を蓄積。国内営業基盤を強化・再構築しつつ、海外進出などグローバルな展開を見据える。同じグループ会社の日本フル

ハーフ社との共同による貨物特性に合わせた車両の開発・投入も行っている。

36

●分譲マンション管理

●PFI事業における公共建築物の運営受託

●建築設計監理

☆一般事務

株式会社合人社計画研究所
「マンションは管理を買う」。高品質・低価格の管理サービスを追求し、この理念が評価されている企業です。限定的な事

務ではなく、幅広い事務を経験したいという人におすすめ。

37

●ソフトウェア開発

●各種アプリの開発

●AR開発

☆Android、iOSアプリエンジニア

☆Webエンジニア

ラテラル・シンキング株式会社 本社は北海道。現在は札幌、東京の2拠点だが、今後は全国展開を視野に入れている。自社製品も開発やオリジナル

商品の開発も展開。社長の距離が近く、飲み会も多めでアットホームな社風。従業員の労働環境にも配慮しており、オ

フィス内無料ドリンクサーバーや社員が安く買えるカップ麺がある。残業は少なめで離職率も低い。

34

●安全機材用品の販売及びレンタル

●特注看板、グラフィックサインの企画・製作・販売

☆ルート営業

☆イベント関連営業（契約社員）

☆営業事務

株式会社グリーンクロス 建設現場や工場で使用する安全用品（機材）の企画販売とレンタルをはじめ、商業施設他向けの看板（サイン）や

販促物（POP）の企画・制作・施工を担う会社。

創業45年。業界大手（3社）のうちの1社。業界内において西日本での知名度は抜群。

35

●青果物卸売業 ☆営業職（青果物の集荷・販売）

東京豊島青果株式会社 1947年の創業以来、無借金で堅実かつ安定的な経営を行っている。食生活に欠かせない青果物を扱っているため、好

不況に左右されにくく安定的な需要がある。果物の卸売業としては、東京で7番目、全国では12番目の取扱高となってい

る。活気に満ちた市場で産地と消費者をつなぎ「食」を支えている。

32

●建設用仮設機材の開発、製造

●建設用仮設機材のレンタル、販売

☆仮設機材の提案営業

☆設計

☆生産管理

日綜産業株式会社 仮設機材のパイオニアであり、業界内では名が通っている企業。足場を中心とする仮設機材の大手メーカーとして、業界

ではトップクラスの実績。「会社は家庭であり、健康で礼節を知り、そして仲良く幸せであれ」が社是のトップであるように、今

後もNISSOファミリーとしての文化を継承していくことを表明。

33

●ソフトウェア開発

●機械設計

●金型設計

☆ソフトウェア設計・電子回路設計

☆機械設計

☆金型設計

株式会社テクノクラーツ 自社製品（金型ユニット装置）の販売や設計支援等を通じ、国内外の大手有力企業と直接取引を行う独立系のエン

ジニアリング企業。特に自動車では先端技術を追求し、社会へ新しい価値を提供している。社員の能力開発にも積極的

に取り組み、各種資格手当（技術資格、TOEIC等）等級別研修を行っている。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

31

●メガネ・サングラスの製造販売

●上記フランチャイズ運営
☆販売職(地域社員・全国社員・ワールド社員) 

株式会社オンデーズ 現在、国内110店舗をはじめ、シンガポール、台湾、タイ、カンボジアに出店し、国内外で年間100万本以上のメガネを販

売。社風はまるでサークルのように明るく、そして誰もが自己実現を目指すプロフェッショナル。従業員の成長を刺激する出

会いが多数ある。試験全て私服で実施。筆記試験は行うが、あくまで人物重視の採用。
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