
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

ヒューマンウェア株式会社

情報通信 ①システムエンジニア・プログラマー
②ネットワークエンジニア

6⽉6⽇(⽊)
10:00〜12:30

現地集
合・解散 新宿区 ⻄新宿駅

①座談会（管理職　若⼿社員
   今年度新⼊社員）
②デモンストレーション
 （パッケージソフトのご紹介）

お客様の満⾜を得るためには、まず社員を満⾜させる
ことが⼤事。経営はオープンにし、委員会制度や各種
勉強会等社員の成⻑を応援する会社です。⼿を挙げ
る⼈にはチャレンジする機会を与る会社です。

なし 7名

株式会社
オールフォーエスピー

情報通信

①SE・プログラマー
②ネットワークエンジニア
③Webデザイナー
④営業事務・システム事務

6⽉6⽇(⽊)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 千代⽥区 秋葉原駅 ①オフィス内⾒学

②座談会（若⼿社員）

合同企業説明会ではお話ししきれなかった、実際
にプログラマーとして働くメンバーの⽣の声を聞いて
みてください。

なし 5名

成幸利根株式会社

建設
①総合職
（ルート営業、施⼯管理、
   建設機械設備）

6⽉6⽇(⽊)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 中央区 ⼩伝⾺町

駅

①⾒学（オフィス内）
②座談会（⼊社5年⽬までの
   若⼿、および新⼊社員）
③ビデオ・スライド上映

当社は、東京スカイツリー・東京駅丸の内駅舎・新国
⽴競技場など名⽴たる構造物の地下⼯事を⼿掛ける
業界トップクラスの専⾨会社で、歴史や地図に残る仕
事をしています。是⾮、当社へ遊びにきてください。

なし 13名

株式会社ノバックス

情報通信
①プログラマー
②ネットワーク運⽤エンジニア
③OA事務/カスタマーサポート

6⽉7⽇(⾦)
10:00〜12:30

現地集
合・解散 豊島区 東池袋駅

①オフィス内⾒学
 （研修室の⾒学）
②座談会
③質問タイム

当⽇は本社内にある研修室をご覧いただけます。
弊社の先輩社員がどのようにスキルアップし、キャリ
アを築いてきたかご説明いたします。お気軽にご参
加ください。

なし 2名

鈴⽊合⾦株式会社

製造 ①営業職（法⼈営業） 6⽉7⽇(⾦)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 ⽂京区 御茶ノ⽔

駅
①オフィス内⾒学
②座談会（若⼿社員）

国内外のインフラストラクチャーに関係する製品を
⽇々送り出しています。
お気軽にご参加ください。

なし 0名

株式会社妙徳

製造 ①営業職
②技術職

6⽉10⽇(⽉)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 ⼤⽥区 下丸⼦駅

①⾒学（オフィス内）
②座談会
 （募集職種社員、経験者）
③ビデオ・スライド上映

各種⼯場で⼯程を⾃動化するための装置に使⽤
される真空・空気圧機器などFA関連製品の製造
販売を⾏っております。2020年に設⽴70周年を
迎える⽼舗メーカーで⼀緒に働きましょう︕

なし 4名

株式会社セイビ

サービス ①事務、労務管理、業務管理 6⽉10⽇(⽉)
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
②座談会
（課⻑代理、新⼊社員）
③実際の機器の操作
④ビデオ・スライド上映

弊社は建物に関する様々なサービスを提供してお
ります。予備知識は⼀切不要ですので、”社会を
⽀える仕事”に興味のある⽅はお気軽にエントリーく
ださい。

なし 3名

株式会社
⽇本オフィスオートメーション

サービス

①配送・設置・セットアップスタッフ
②電気通信⼯事スタッフ
③OA機器修理メンテナンススタッフ
④OA機器レンタル営業スタッフ
⑤営業事務スタッフ

6⽉10⽇(⽉)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 江⼾川区 船堀駅

①オフィス内⾒学
②ビデオ・スライド上映
③座談会（社⻑、若⼿社員、
   ⼈事担当者）
④デモンストレーション

☆社⻑に会える︕OA機器総合商社で働くリアル
を⾒学☆
【週休2⽇・転勤なし】海外社員旅⾏（選べる⾏
き先）毎年実施!!

なし 6名

株式会社インターテクノ

情報通信 ①SE・プログラマー 6⽉11⽇(⽕)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 北区 ⾚⽻駅

①オフィス内⾒学
②座談会（若⼿社員/今年度
   新⼊社員）
③デモンストレーション
（弊社開発プログラムの簡易版
   サンプルアプリの紹介等）

システム内の各装置のソフトウェアを受託開発して
いる会社です。
プログラミング未経験でも⼊社して活躍している社
員もいます。
ご参加お待ちしております。

なし 9名

株式会社エース電研

製造

①営業職
②施⼯管理
③サービスメンテナンス
④事務

6⽉11⽇(⽕)
14:00〜16:30

現地集
合・解散 台東区 上野駅

①オフィス内⾒学
②座談会（若⼿社員）
③ショールームにて⾃社製品の
   体験
④ビデオ・スライド上映

アミューズメント関連企業を取引先とする設備メー
カーです。開発からメンテナンスまで⼀貫して⾏い、
補給設備においてトップクラスのシェアを誇っていま
す。是⾮実際に当社製品を⾒に来てください。

なし 8名

株式会社アイ・テック

卸・商社
①鋼材の営業職
②⼀般営業事務
③建築設計・⼯務管理

6⽉12⽇(⽔)
10:00〜12:30

現地集
合・解散 中央区 ⽔天宮前

駅

①⾒学（東京⽀社＋
   近隣鉄⾻建築⼯事現場）
②質問タイム

全国27拠点に展開する、創業97年⽬の⽼舗鉄
鋼商社です。⽇本の鉄⾻建築鋼材流通量の
10％を占める当社の建築現場を⼀度覗いてみま
せんか。

なし 0名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業⼀覧をご確認ください。

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。

JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若⼿社員と交流ができる企業⾒学イベントです。
実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと⼀緒に訪問しませんか︖ JOBトラベルにみんなで参加しましょう︕

第2回 合同企業説明会 6/4(⽕）
JOB トラベル 〜企業⾒学会〜 6⽉5⽇（⽔）10時より受付開始

受 付 終 了

受 付 終 了
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第2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6⽉5⽇(⽔)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

https://tokyoshigoto‐young.jp/seminar/9279
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