
　第2回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 6/4(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.

ノバックス 75名

1994年

20百万円

新卒 既卒

https://www.novaks.co.jp/

クマガイコーポレーション 41名

1948年

50百万円

新卒 既卒

http://kumagaicorp.jp/

サクライグラフィックシステムズ 151名

1946年

367百万円

新卒 既卒

http://www.sakurai-gs.co.jp/

オールフォーエスピー 30名

2003年

23.82百万円

新卒 既卒

https://www.allforsp.co.jp/

ハマヤ 65名

1947年

100百万円

新卒 既卒

http://www.hamayagrp.co.jp/

セイカツキョウドウクミアイコープミライ 3,170名

2013年

67,116百万円

新卒 既卒

https://mirai.coopnet.or.jp/

ヒューマンウェア 231名

2005年

100百万円

新卒 既卒

https://humanware-k.co.jp/

ニホンオフィスオートメーション 475名

1988年

96百万円

新卒 既卒

http://www.nihon-oa.com/

セイビ 795名

1958年

60百万円

新卒 既卒

http://www.seibinet.com/

エースデンケン 260名

1966年

95.8百万円

新卒 既卒

http://www.ace-denken.com/

2

飲食

●フードサービスビジネス ①総合職（サービス・キッチン・管理部門）

クマガイコーポレーション株式会社 独自のコンセプトに基づき、イタリアン・和食・カフェなど多業態店舗を経営しているフードビジネス注目企業。飲食業界でありながら年

間休日105日と充実。社長や幹部社員が率先して「働き方改革」を実施。有給休暇取得率50％、残業時間の見直しなどを行う

など取り組み、2018年「Tokyo働き方改革宣言企業」に認定されている。

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

情報通信 ●システム開発

●システムネットワークサービス

●カスタマーサービス

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

株式会社ノバックス 1994年設立の独立系IT企業。システム開発及びシステムネットワークサービスを主な事業としている。常に前進という「NO　BACK」

が社名の語源。社長が人事出身なので、働く環境、教育制度には自信を持っている。顧客にはNHKやNEC、マスコミやメディア・ゲー

ム関連などもある。JOBトラベル

4

情報通信 ●Webアプリケーション設計・開発

●サーバ／ネットワークの設計・構築・運用

●HPのデザイン・制作・メンテナンス

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

株式会社オールフォーエスピー 設立以来、システム開発からHP制作、ネットワーク/サーバの設計・構築までをトータルに手がけている。システムはシステム会社、デザ

インはデザイン会社に依頼するのが一般的な中で、全てのサービスをワンストップで提供できることは顧客からも高く評価されている。

100％自社内開発というのも大きな特徴で、派遣や客先常駐は一切ない。JOBトラベル

3

製造 ●スクリ−ン印刷機、関連機器の製造販売

●オフセット印刷機、関連機器の製造販売

●検査装置、加工機、関連機器の製造販売

①営業職（国内・海外）

②技術職（国内・海外）

株式会社桜井グラフィックシステムズ 創業70年超、自己資本率65超のグローバル企業。オフセット印刷機（写真や色などの再現性に優れ、品質が重視される印刷物を

大量に印刷する場合に適する印刷方法）及びスクリ−ン印刷機（版自体に穴をあけそこからインクを擦りつける印刷方式）、関連

機器の製造販売をしている。国内はもとより海外へ広く世界60カ国以上に輸出している。

6

その他の業種 ●コープデリ宅配事業

●店舗事業

●保障・福祉・サービス事業

➀総合職

（①コープデリ宅配事業：地域担当

　 ②店舗事業：販売担当）

生活協同組合コープみらい 東京・千葉・埼玉の1都2県で事業を行う日本最大の生活協同組合。「食卓を笑顔に、地域を豊かに、誰からも頼られる生協へ」を

ビジョンに、地域に根ざしたさまざまなサービスを提供している。子育てサポート企業として厚労省の「くるみん」を取得。将来就きたい業

務に関する通信教育費の補助もあり、福利厚生が充実している。

5

卸・商社 ●住宅関連資材の流通卸売業

●専門商社

●未来の住まいづくりを提案

①営業職

株式会社HAMAYA 創業100年を超える老舗企業。浜屋ガラスから一昨年社名を変更。住宅関連資材の流通卸売業で、主にビル及び住宅用サッシ、

建築用ガラス資材などを扱う。新入社員研修から社内独自の能力開発研修もあり、人材育成に力を入れている。地域密着型の

マーケティング活動により、よりきめ細かなサービスで顧客のニーズに対応している。

8

サービス ●OA機器配送・設置・各種設定の代行

●OA機器レンタル及び保守

●オフィスフォン・ネットワークカメラ等、各種電気通信工事

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

株式会社

日本オフィスオートメーション
創業以来OA機器のレンタル、設置等を基軸に成長。企業の強みは、①北海道から鹿児島まで全国18拠点体制で日本全国ス

ピード対応 ②OA機器なら、レンタルから、設置、セッティング、ネットワーク構築、メンテナンスまで便利なワンストップサービス ③使えな

くなった機器を分解するリサイクル工場も完備、エコサイクルを実現JOBトラベル

7

情報通信 ●ITシステム受託開発

●ITインフラ設計構築運用

●IT技術支援サービス

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

ヒューマンウェア株式会社 2005年4月設立。様々な業種のシステム構築やインフラ構築を行っているIT企業で、IT系サービスの導入実績も多く、大手企業と

の信頼関係を保ちつつ果敢に新技術を駆使したサービスを展開している。また社内活動での勉強会を通じてスキルアップや、レクレー

ション及びクラブ活動での社員間の親睦を深める取り組みなども行っている。JOBトラベル

10

製造 ●パチンコ補給設備および周辺機器の開発・販売

●パチンコ機の開発・販売

●パチンコ店舗の施工・保守メンテナンス

①営業職

②施工管理

③サービスメンテナンス

④事務

株式会社エース電研 パチンコ・ホール経営に欠かせない設備を取り扱う、総合パチンコ関連企業。製品の開発からメンテナンスまで自社で行う。補給設備

部門においてトップクラスのシェアを誇り、多くの店舗に導入実績がある。設備製品で顧客に快適な遊技空間を提供し、日本全国の

ホールを快適空間へとプロデュースしている。競合相手が少なく、大手との取引多数。JOBトラベル

9

サービス
●ビルマネジメント

●プロパティマネジメント
①事務、労務管理、業務管理

株式会社セイビ 60年以上の歴史を誇るビル管理のプロ集団。環境衛生管理・設備管理・セキュリティの3つを軸に、オフィスビルや商業施設、ホテル

などの「当たり前」を支え続けてきた。テナント誘致などを手がけるプロパティマネジメント事業や、ビル管理のコンサルティング事業も展

開。セイビグループ18社のネットワークで全国のサポートをしている。JOBトラベル

■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2回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 6/4(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.

インターテクノ 35名

1988年

20百万円

新卒 既卒

http://www.i-t-c.co.jp/

エフピコチューパ 130名

1973年

100百万円

新卒

http://www.chupa.co.jp/

アイテック 511名

1960年

3,948百万円

新卒 既卒

http://www.itec-c.co.jp/

ミョウトク 92名

1951年

748百万円

新卒 既卒

https://www.convum.co.jp/ja/

オフィスコーポレーション 242名

1990年

20百万円

新卒 既卒

http://www.office-pits.co.jp/

スズキゴウキン 60名

1950年

250百万円

新卒 既卒

http://www.suzuki-gokin.co.jp/

タイヨウケンキレンタル 2,385名

1986年

1,140百万円

新卒 既卒

http://www.taiyokenki.co.jp/

セイコウトネ 240名

2008年

100百万円

新卒 既卒

http://www.seikotone.co.jp/

ニホンカミウンユソウコ 223名

1953年

100百万円

新卒 既卒

http://www.jptw.co.jp/

ヤマトデンキ 335名

1972年

95百万円

新卒 既卒

https://www.yamatodenki.co.jp/

JOBトラベル

12

製造 ●食品容器製造・販売

●農業資材製造・販売

●フィルム・紙製品製造・販売

①営業職

②非営業職

エフピコチューパ株式会社 生産から食卓までを結ぶ食品容器および包装資材の製造・販売を行っている企業。一部上場エフピコグループの中核企業として、販

売、生産両面の機能及び顧客の幅広いニーズに柔軟に応えていける商品力を持ち、グループの配送ネットワークを利用して、迅速に

かつ安定した商品供給のできる体制を構築している。センターからの採用実績あり。

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
●ソフトウェアの設計・開発

●派遣事業
①SE・プログラマー

株式会社インターテクノ 列車制御、通信制御、ソフトウェア開発等、ソフト・ハード両面に精通するプロフェッショナル集団。IoT、AI（人工知能）関連の展

開を計り、新規分野の拡大を目指していく。「お客様第一主義最優先」「高い品質保証体制の実現」「優れた技術力による社会貢

献」を経営理念とし、技術の蓄積から独自の応用技術を拡大・発展させていく。

14

製造 ●真空機器・空気圧機器の開発

●真空機器・空気圧機器の製造

●真空機器・空気圧機器の販売

①営業職

②技術職

株式会社妙徳 1951年4月設立のJASDAQ上場企業。CONVUM（コンバム）【商法登録】コンプレッサーバキューム装置機器、真空吸着パッ

ド、FA機器等のメーカー。今後はロボットハンドの開発と推進を行っていく予定。人材の多様性に基づいた採用、OJTによるスキルに

応じた適材適所の配置、ワークライフバランス推進にも取り組んでいる。JOBトラベル

13

卸・商社 ●鉄鋼資材販売

●鉄骨建築工事

●鋼材加工販売

①鋼材の営業職

②一般営業事務

③建築設計・工務管理

株式会社アイ・テック 創業97年のジャスダック上場企業。鉄の専門商社として、単に素材としての鋼材を提供するだけでなく、多彩なニーズに対応して“鉄”

を加工し製品化する技術設備を持っている。商社機能としての「仕入販売」と、メーカーとしての「加工販売」。この二つの部門が有効

に機能し、クライアントに高い満足を届けることができるのが特徴。JOBトラベル

16

製造 ●電気機械器具製造業

（鉄道車両用、電力用、一般産業用抵抗器・

　 抵抗体の製造・販売）

①営業職（法人営業）

鈴木合金株式会社 創業100年、インフラ設備には絶対不可欠な「抵抗器」のメーカー。JR各社をはじめ各私有鉄道、都市交通局および海外鉄道へ車

両用抵抗器を製作納入している。生産方法は注文を受けてから生産する受注生産が基本で、設計部門や工場と連携し、お客様と

ともに製品を作り上げていく面白さがある。JOBトラベル

15

サービス

●オフィス用設備の総合レンタル・リース・販売

①総合職（法人営業）

②総合職（配送、サービス）

③一般事務

株式会社オフィスコーポレーション 設立30年、オフィス用設備の総合レンタル・リース・販売を行う企業。「所有から使用へ」と短期間の使用権を提供するレンタルビジネ

スが経費削減の切り札としてこれまで以上に注目されている今、主に建設会社を相手に建設現場の仮設事務所にオフィス用設備を

提供している。毎月1回勉強会を設け、社員の質の向上に努めている。

18

建設 ●地下鉄・鉄道・高速道路などのインフラ整備の基礎工事

●護岸・地すべりなどの防災対策工事

●温泉掘削などの地下資源開発工事

①総合職（ルート営業、施工管理、建設機械設備）

成幸利根株式会社 地下工事・基礎工事のスペシャリストとしてトップクラスの実力。東京オリンピック第1号競技施設、大阪府庁リニューアル、松坂屋銀

座店、名古屋駅新ビル、西鉄大牟田線高架化、沖永良部地下ダム、東北地方震災復旧など数多くの大規模プロジェクトに参加。

クライアントは大手ゼネコン。防災井戸や地下ダムなど社会貢献性の高い仕事も手掛けている。JOBトラベル

17

サービス ●レンタカー、産業用車両等のレンタル

●建設機械器具等のレンタル

●電気機械器具等のレンタル

①総合職（営業）

②一般職（事務）

太陽建機レンタル株式会社 1986年創立、建設機械のレンタルのトップクラス。関東から九州まで117店舗を展開。三井物産グループ、住友商事グループの一

員として豊富なレンタル商品を保有し「国造り」、地域の「街づくり」に貢献し、業界屈指の安定企業へと成長。 鹿島建設、大成建

設、大林組、清水建設、竹中工務店等大手ゼネコンや一般建設会社等が主な取引先。

■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

卸・商社
●電設資材・電子機器・情報通信機器・

　 環境関連機器卸販売

①営業職

②技術職

ヤマト電機株式会社 1972年9月設立。エネルギーソリューションと電設資材・電機資材の専門商社。省エネ、築エネ、創エネ等を、顧客のニーズに合わせ

て、ワンストップでソリューションを提供。自然エネルギー発電事業にも取り組んでいる。今回の募集のポイントは、年間休日125日、

土日休み、首都圏限定採用で希望エリア提出可、文系出身者歓迎など。

19

運輸・倉庫 ●倉庫業

●貨物利用運送事業

●通関業

①貿易に関する事務

日本紙運輸倉庫株式会社 創業から100年以上、印刷用紙、新聞巻き取り用紙、段ボール、家庭紙等の紙類は勿論、機械、衣料、原材料など、多種の品目

を取り扱い貨物として、日本国内のみならず世界中との物流のアレンジを行う企業。入社時と入社半年後に社内での集合研修、1

年間の教育計画を立てOJTで教育する。

https://www.yamatodenki.co.jp/

